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例 言

1 本報告書は財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターが平成5～6年度に実施した、愛媛県伊予市

野、上三谷、稲荷に所在する、猿ヶ谷2号墳、上三谷原古墳、大人塚古墳、名護池古墳Ⅱ、原池遺跡、

西香花遺跡、銘白遺跡、西香花塚、向山遺跡、兎渡護Ⅱ遺跡の発掘調査に関する報告書である。

2  本調査は四国縦貫自動車道の建設に伴い、日本道路公団四国支社の委託を受け、財団法人愛媛県埋

蔵文化財調査センターが行った。

3 本報告書の作成は下記の職員が行った。

西川真美(財)愛媛県埋蔵文化財調査センター調査員

多田 　 仁(財)愛媛県埋蔵文化財調査センター調査員

湖西　一成(財)愛媛県埋蔵文化財調査センター派遣調査員（現宇和島市役所）

今井　浩次(財)愛媛県埋蔵文化財調査センター派遣調査員（現松山市立小野小学校教諭）

和田　　賢(財)愛媛県埋蔵文化財調査センター派遣調査員（現松山市立久枝小学校教諭）

伊藤　嘉浩(財)愛媛県埋蔵文化財調査センター派遣調査員（現県立今治西高等学校教諭）

白石　将高(財)愛媛県埋蔵文化財調査センター派遣調査員（現県立松山東高等学校教諭）

川内　純一（財)愛媛県埋蔵文化財調査センター派遣調査員（現県立東温高等学校教諭）

成田　　淳(財)愛媛県埋蔵文化財調査センター派遣調査員

4 本報告書の作成は平成5年度から平成9年度にかけて実施し、図版・実測図作成においては、上記

の職員をはじめとして、中村健（臨時調査員、現退職）、田中伸子（臨時調査員、現退職）、林奈美（臨

時調査員、現退職）、岡本芳明（嘱託員）、谷口知子（臨時調査員）、早瀬伸介（臨時調査員）が行い、

編集を西川・多田・湖西・今井・和田・成田・岡本・谷口・早瀬が行った。文責は文末に記し、その

他のものは上記の職員の分担である。

5 整理作業については、当センター調査員および下記の作業員の協力を得た。

池川由美子　　大北　悦子　 門田真由美　 門多 　　善子 鎌田 　久子　 菊池せつ子

岸本紀代子　 久保　 英子　 　熊野 　節子 　黒岩 　美鈴 白石　和美　 白戸美栄子

善家　栄美　  高田　正名 　高橋美恵子　 高見美智子　  竹田富士子 　仲田　昭子

福岡　克子 藤原よしえ 古谷 薫　  宮 本  峰子   三好まどか 明賀真知子

森　　咲子　　山内ナツ子 　　結城やよい 　和田千英子　　和田　良子　　渡部　順子

6 各遺跡の調査区域グリッドは平面直角座標を取りつけ、本書に示した方位は座標北を示している。

尚、これらのグリッド配置を含む地形測量の一部は、株式会社村上測量設計に委託した。

7 猿ヶ谷2号墳・上三谷原古墳・向山遺跡における鉄器保存処理については、株式会社京都科学に委

託した。



8　猿ヶ谷2号墳・上三谷原古墳・向山遺跡における遺物写真撮影の一部は、株式会社セットアップに

委託した。

9　原池遺跡における石棺内出土の人骨鑑定については、山口県土井ヶ浜遺跡人類学ミュージアム館長

の松下孝幸氏に依頼し、さらにその所見等について玉稿を賜った。

8 今回の報告書作成にあたり、下記の方々からのご助言・ご指導を得た。

下條信行（愛媛大学）

冨田尚夫（愛媛県歴史文化博物館）

栗田茂敏（松山市埋蔵文化財センター）　

武正良浩（松山市埋蔵文化財センター）　

藤川智之（徳島県埋蔵文化財センター）

村上恭通（愛媛大学）

三吉秀充（愛媛大学）

吉田 広（愛媛大学）

全　玉年（釜山大学）　 ＊50音順
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第1章 調査に至る経緯と経過

日本道路公団四国支社では、松山工事事務所の四国縦貫自動車道建設第10次工事区の着工に先立ち、

松山市から伊予市にかけての埋蔵文化財の発掘調査を行うこととなった。伊予市域において存在する遺

跡については、愛媛県教育委員会（文化財保護課）を交えた協議の結果、平成5 年度（1993年）に、猿ヶ

谷2号墳（1）、上三谷原古墳（2）、大人塚古墳（3）、名護池古墳（4）、原池遺跡（5）、西香花遺跡（6）、銘白

遺跡（7）、西香花塚（8）を含めた21遺跡において、遺跡の記録保存を目的とする発掘調査の実施が必要と

なった。発掘調査は日本道路公団四国支社から（財）愛媛県埋蔵文化財調査センターに委託され、平成5年

度内に本地域の発掘調査を実施することとなった。

また平成6年度（1994年）には四国縦貫自動車道本線工事に伴って伊予市上野地区代替池建設が計画さ

れ、その建設用地には向山遺跡と兎渡護Ⅱ遺跡の所在が周知されていた。関係機関との協議の結果、試

掘調査を実施して遺跡の存在を確認した後、両遺跡についての発掘調査を行うこととなった。

発掘調査終了から約2年後の平成7（1995）年9月には、馬具や大刀など大量の鉄器類の出土が確認さ

れた猿ヶ谷2号墳の中間報告が普及事業の一環としてなされ、さらに同年11月には猿ヶ谷2号墳の出土

遺物展示・報告会が伊予市内で開催され、多くの地元住民や学識者に広く公開された。

今回の報告作成作業は平成6年度から9年度の間に行われ、平成7年度に刊行した伊予市編Ⅰ（弥生

時代編）につづく、伊予市域の古墳時代編として刊行するものである。

調査体制（平成9年度）

阿部 茂

郷田 良雄

川元 栄一

理 事 長

常 務 理 事

総 務 課 長

調 査 課 長 大山 正風

調査第2 係長 中野 良一

多田 仁

成田 淳

早瀬　伸介

調 査 員

派遣調査員

臨時調査員 

臨時調査員 谷口 知子

猿ヶ谷2号墳　　　1,350㎡　 平成5（1993）年7月1日～平成5（1993）年8月13日

調査担当 今井 浩次 白石 将高

上三谷原古墳　　　　100㎡　　平成5（1993）年8月16日～平成5（1993）年9月21日

調査担当 同上

大人塚古墳 350㎡     平成5（1993）年7月1日～平成5（1993）年9月30日

上田 正弘 中村 健調査担当

名護池古墳Ⅱ      平成5（1993）年10月1日～平成5（1993）年10月20日300㎡

多田 仁 湖西 一成調査担当

原池遺跡 140㎡     平成5（1993）年10月21日～平成5（1993）年10月31日

調査担当 同上
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西香花遺跡 500㎡    平成5（1993）年9月1日～平成5（1993）年9月15日

調査担当 西川 真美 伊藤 嘉浩

銘白遺跡 200㎡     平成5（1993）年9月16日～平成5（1993）年9月22日

調査担当 同上

西香花塚 30㎡     平成5（1993）年9月23日～平成5（1993）年9月30日

調査担当 同上

向山遺跡 1,000㎡     平成6（1994）年11月7日～平成6（1994）年12月15日

調査担当 西川 真美 伊藤 嘉浩 白石 将高

兎渡護Ⅱ遺跡     1,000㎡     平成6（1994）年11月7日～平成6（1994）年12月15日

調査担当 西川 真美 上田 正弘 和田 賢 川内 純一 田中 伸子

発掘作業員

青野 正彦 稲田 裕隆 井上 関男 大西 幸夫 大野由紀子 小笠原 学

岡本  利子  越智  貴也 小島 秀 黒田  準吉 篠崎 公子 篠崎 繁一

篠崎 孝子 芝崎 美鈴 曽根 榮治 高市 公隆 竹田不二男 武田 洋二

武智 郁子 武智 連夫 武智 秀秋 武知 光久 谷口 尚毅 辻田 佳代

坪内 一馬 坪内千代子 土居 巧 西尾 雅俊 萩野 一浩 日浦 宣江

日野 房子 日野 光博 日野 幸高 日野 黎子 本多 美幸 正岡 慎司

舛岡 広 松尾 信一 松田 秀雄 宮内 岩男 宮 里佳 三好 勇

三好 信子 三好 雅親 向井 純一 元岡 洋子 矢野 賀代 山下 義数

山田 榮 山本 基志 米田 英作 渡辺 一雄

注

  1   今回報告する以外の13遺跡については、財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター1995『四国縦貫自動

車道埋蔵文化財発掘調査報告者ⅩⅠ』で報告済み。

2  財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センター1995『まいぶんえひめNo23』。
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第2章　伊予市の環境

第1節　地理的環境（第1・2図）

伊予市は松山平野の南西部に位置しており、北西側は伊予灘に面し、北側から北東側にかけては松山

平野が展開している。南には和泉砂岩層からなる行道山（標高403m）や谷上山（標高455m）の山塊が

連なり、これらの山塊の北麓からは伊予市上野や三秋を経て双海町高野川にぬける中央構造線（伊予断

層）が走行しており、この山塊の間には下唐川や大平、三秋といった低地が広がっている。

愛媛県埋蔵文化財調査センターでは、平成5年度分を含めて21遺跡にもなる件数の発掘調査を実施し

ているが、いずれも中央構造線沿いの砂岩層を基盤とした小高い丘陵地帯に遺跡は立地している。そう

した点では伊予市域の一地域に限定された調査であり、伊予市域全体の総合的な地理・地質区分を網羅

した上での発掘調査ではなく、極めて単調な共通する立地条件下にある遺跡の調査となった。この丘陵

地帯は傾斜面の険しい比較的小規模な面積をもつ丘陵が連なり、松山平野へと北流する川はいずれも川

幅が狭小で流長が短い。現在では果樹園としての土地利用が主で、大規模な集落を形成するには至って

いない。しかし、こうした丘陵地帯の北側には豊かな伏流水を維持する低地が展開しており、県下でも

比較的大規模な穀倉地帯として知られるほか、古くから活発な土地利用の行われた地域でもある。

こうした地理的条件の下、伊予市域では遺跡の存在は数多く知られており、本地域における考古学的

成果は、東西に連なる丘陵地帯と北部に開ける広大な沖積低地を舞台として語られている。

第2節　歴史的環境（第3 図）

旧石器時代

この地域の周辺では、岩崎池遺跡や征露池遺跡から、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点及び剝片が若干量が表採されている。また、平成2年には平松遺跡やからサヌカイト

製の細石核が単独出土し（小林ほか1993）、八幡南遺跡（湖西ほか1995）からも頁岩製の剝片や石核が

単独出土している。本地域ではブロック（ユニット）を伴う旧石器時代遺跡の確認例がないため、その

遺跡の存在を示唆するにとどまっているが、上記のような遺物の単独出土が今後の遺跡踏査に与える影

響は大きく、良好な旧石器時代研究のフィールドが築かれることも期待できる。

縄文時代

四国縦貫自動車道に伴って発掘調査の行われた名護池Ⅱ遺跡では、長身で逆三角形の舌部をもつ安山

岩製の有舌尖頭器1点が単独で出土している（湖西ほか1995）。この有舌尖頭器は、上浮穴郡美川村上

黒岩岩陰遺跡第9層出土のものと形態は異なるがほぼ同時期のもので、縄文時代草創期に比定でされる

ものである。

伊予市域全体では縄文時代の遺構・遺物の確認例は少数で、伊予郡松前町に接する低位段丘や沖積平

野になると、最近の発掘調査で僅かではあるが縄文時代の遺跡が知られている。低位段丘状に立地する

上三谷石橋遺跡の発掘調査では、縄文後期の土器や石錘・サイドスクレイパー・黒曜石・チャートの剝

片や石核が確認され（谷若ほか1987）、さらに低位の沖積低地では片山遺跡から晩期の深鉢形土器1点

が出土しており、隣接する太郎丸遺跡では、結晶片岩製の石棒が出土しているようである（森1993）。
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これらのことからも、伊予市の南西部に開ける丘陵地帯から低地にかけての一帯に縄文時代遺跡の存

在が予想され、さらに隣接する松前町でも、横田遺跡などのような低地に大規模な遺跡が残されている

ことが確認されていることから、今後の調査によってさらに縄文時代の遺跡が増加していくことは十分

に予測される。

弥生時代

伊予市域における弥生時代遺跡の分布状態は、北東部にあたる八倉から宮下・上野・上三谷の山麓や

丘陵上に集中している。近年では、四国山地とそれに接する段丘沿いに西流する大谷川付近の沖積低地

においても、弥生時代遺跡の調査例が増加している。

前期の遺跡としては、下三谷片山遺跡（森1993）のSK-03から壺形土器の出土が報告されている。

また寺山遺跡と雨が森遺跡では有柄式磨製石剣の出土が知られている（長井1986）。前期の集落やそれ

に伴う土器群の検出例は少ないが、隣接する伊予郡松前町出作宝剣田遺跡や同郡砥部町田ノ浦遺跡でも

同様な磨製石剣の確認例があり、伊予灘に面した本地域が、北部九州を経て朝鮮半島から伝播する弥生

文化の導入に重要な役割を果たしたことを示唆する現象として特筆される。

中期では伊予市東端に位置する八倉から、田ノ浦・行道山の山頂一帯を中心とした丘陵の続く地域に

高地性集落跡が知られている。代表的なものとしては、行道山遺跡（長井1986）、田ノ浦遺跡、八倉山

遺跡、名護池Ⅱ遺跡、長尾遺跡などがある。このうち名護池Ⅱ遺跡と長尾遺跡の発掘調査ではそれぞれ

集落跡が確認され、名護池Ⅱ遺跡では住居跡1棟のほか土坑などが、長尾遺跡では4棟の住居跡が検出

されている（湖西ほか1995）。名護池Ⅱ遺跡の住居跡からは、口縁部の端部に凹線文の施された中期後

半に所属する甕形土器や剝片素材の横刃形石器が出土し、長尾遺跡における4棟の住居跡からもほぼ同

時期の遺物が確認されている。また丘陵地帯から北の段丘の展開する地域には、中期後半の集落跡が確

認された平松遺跡の調査例もある（小林ほか1993）。

後期になると上野・兎渡護遺跡や長尾遺跡、宮下・今岡遺跡、上三谷・原遺跡、下三谷西原遺跡（長

井ほか1989）などが知られているが、この段階の集落や墓域といった遺跡の存在は明確な例はなく、そ

の存在を指摘するにとどまる。またこの段階に所属すると考えられる上野向山遺跡からは、広形銅鉾1

点が出土している（長井1986）。

古墳 時代

愛媛県下で最も古い段階とされている古墳の一つに嶺昌寺古墳がある（長井1986）。この古墳からは

畿内との同范関係を示す三角縁神獣鏡が出土しており、この古墳が畿内地域と密接な関係にあったこと

を示唆している。その他のものとしては、吹上ノ森1・2号墳がある（長井1986）。1号墳は墳裾部に

葺石や埴輪片を伴う全長約40mの前方後円墳と考えられ、主体部の実態は不明であるが粘土槨による内部主体

と推定されている。主体部出土とされている遺物として、銅鏡1面・筒型鋼器2点・碧玉製紡錘

車3点・鉄剣・鉄刀の存在が確認されている。造営時期は遺構・遺物から判断して、4世紀後葉と考え

られる。2号墳については全長約60mの前方後円墳とされているが、主体部の形態や遺物については不

明なままとなっている（西田1986）。

中期の古墳としては標高約300mの丘陵頂部に位置する桜山古墳がある。直径約40mの円墳もしくは

帆立貝式前方後円墳とも考えられており、埋葬施設や副葬品は不明であるが、墳丘には葺石および埴輪

列が認められている（西田1986）。田ノ浦から行道山にかけての北麓では、箱式石棺を内部主体とする

円墳が多数存在していたが、開墾などで破壊されてしまったものが多い。そのなかで猪の窪古墳は、発
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掘調査が行われ、現在は保存整備されている（西田1986）。この古墳は直径18mの円墳で、埋葬施設は

緑泥片岩製の箱式石棺である。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。副葬品としては、石棺内から鉄器・玉類・土器、さらに石棺の粘土層中から鉄鏃・鉄斧

など、大量の鉄器が出土している。出土遺物なとがら、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。

後期の段階にも丘陵部に多数の群集墳が形成される。代表的なものとしては、西原古墳群、伊予岡古墳、

雨が森・東谷古墳群、兎渡護古墳などがある。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、客池古墳（西田1986）のような帆立貝式の前方後円墳や塩塚古墳や上三谷

2 号墳（谷若ほか1988）のような方墳もある。客池古墳では埴輪列や横穴式石室が存在したであろうこ

とは確認されているが、副葬品などは知られていない。時期的には6世紀前半に位置づけられており、

首長墓としてのその存在が注目されている。発掘調査の行われた塩塚古墳では、畿内との密接なつなが

りを示す巨石石室内から大刀・鏡などの副葬品が出土し、本地域の首長墓の系譜に位置づけられている。

古墳以外には市場南組窯跡が著名な遺跡として知られている。時期的には5世紀後半（TK-208並行）

とされ（長井1992）、松山平野でも最も古い段階の窯跡として位置づけられている。また1995年には四

国縦貫自動車道の建設に伴って下三秋に所在する新池窯跡（三秋窯跡）の発掘調査が実施され、6世紀

中頃から7世紀初頭の須恵器類が出土している（現在整理作業中）。

古 代

古代の遺跡としては、かわらがはな窯跡（西田1986）がある。山麓の急斜面を利用した半地下式登窯

群で、現在7基確認されており、そのうち3基は昭和41年に発掘調査されている。当窯からは軒丸瓦、軒平瓦、

丸瓦が出土している。軒丸瓦は複弁六弁蓮華文瓦で、平安時代前半のものとみられる。軒平瓦

は深い顎を持った版型の四重弧文で、白鳳時代末頃の様式であろう。類似の瓦が湯之町廃寺から出土し

ている。瓦は玉縁式と行基葺式の2形式が出土している。この地域の寺院址としては、上吾川古泉廃寺（長

井ほか1991）がある。平成3年に行われた発掘調査で7世紀中頃～8世紀初頭のものと思われる複弁八

弁蓮華文軒丸瓦、重廓文軒平瓦、重弧文軒平瓦などが出土している。さらに新池窯跡（三秋窯跡）では

6世紀中頃から7世紀初頭の窯業の後に、7世紀末から8世紀初頭にかけての須恵器や瓦の生産が行わ

れているようである。

また、大平・堂ヶ谷経塚からは鍍金の施された銅鋳製の経塚と経巻が発見されており、これは久安六

年（1150）に造営されたもので県下最古の紀年銘品として知られている。

近年発掘調査の行われた平松遺跡では、8世紀段階の須恵器類等が出土している。この中に

は線刻による文字の施された円面硯が出土しており、周辺には寺院もしくは郡衛が所在したであろうことが想

定されている。また伊予郡には「延喜式」神名帳に四座あり、名神大の伊予神社の他、伊曾能神社・伊予

豆比古命神社があげられている。このうち伊予神社については式内社には現伊予郡松前町神崎をあてる

説が有力であるが、いずれにしても松山市居相町の伊予豆比古命神社を除き式内社の所在は伊予市を含

む古代伊予郡の北部に集中し、この一帯が伊予郡の中心であったことが推定される。また本郡と上三谷

地域には条里区画の痕跡を当時のまま残していることで知られ（伊予市教育委員会1993）、これらのこ

とは政治・経済の中心であった当時の様子をうかがい知る一端として評価されよう。

中 世

伊予市域における中世段階の様相は不明な点が多く、近年の発掘調査で次第に明らかにされつつある。
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名護池Ⅱ遺跡、本願寺下遺跡などでは集落跡などの検出には至っていないが、当該期土器や陶磁器な

どの遺物が出土している（湖西ほか1995）。まず名護池Ⅱ遺跡では13～14世紀段階のものが、さらに本

願寺下遺跡でもほぼ同時期と考えられる土器類の出土を確認している。

城跡には白滝城跡、蒲の城跡、森山城跡、尼ヶ古城跡、八倉城跡などが知られており、1996年には尼ヶ

古城跡の発掘調査が行われ、城郭に関連する明確な遺構は検出されていないが、出土遺物には13～14世

紀段階の土器類や硯などがあり、城館の存在を示す良好な資料を得ている（現在整理作業中）。

近 世

伊予市域には近世の段階における墓地や建造物など、数多くの文化的遺産が知られているが、考古学

的な調査は1986年に行われた上三谷古墳群の発掘調査で一字一石経塚の調査例がある（谷若ほか1987）。

また八幡南遺跡でも羽釜や土師器を中心とした遺物が認められ（湖西ほか1995）、出土遺物の中には

砥部焼との関連を関連を示唆するものも含まれているようである。いずれにしても近世段階の考古学的

調査はその開始期にあり、今後の発掘事例に大きな期待が寄せられる。
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第1 図 愛媛県内における伊予市の位置
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中起伏山地

小起伏山地

山頂 山腹緩斜面

山麓緩斜面

大起伏丘陵

小起伏丘陵

中位砂礫台地

下位砂礫 台地

谷底平野および氾濫原

扇状地

三角州

浜・河原

人工平坦地

第2図 周辺の地理区分図（1：50,000）
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1　 伊予豆比古命神社　 22　 　名護池古墳Ⅱ 43 　下三谷ケリヤ遺跡

2 高忍日売神社　　　　　23 長尾遺跡 　　　　　44 下三谷西原遺跡

3　 出作遺跡　 　 24　 　上野Ⅱ遺跡 45 西原遺跡

4 出作宝剣田遺跡　 25 大 人 塚 古 墳 　 46 尊霊社古墳

5 八貪宮ノ前遺跡　 26 桜山古墳 　 47 西原古墳群

6 八倉篠原廃寺　 27 向 山 遺 跡 　 48 塚穴口古墳

28 　 　兎渡護Ⅱ遺跡 49 伊予岡古墳群7　 八倉山遺跡　 　

8　 二ッ塚古墳　 　 29 　兎渡護古墳　 50 上吾川古泉廃寺

9 龍塚古墳　 30 本願寺下遺跡　 51 八幡南遺跡

10 伊曽能神社　 31 猿ヶ谷2号墳　 52 稲荷経塚群

11 吹上げの森1 号墳　 32 上 三 谷 原 古 墳 　 53 尾崎天神下古墳

12 吹上げ の森2 号墳　 33 平松遺跡 　 54 銘 白 遺 跡

13 雨ヶ森遺跡　 34 多喜寺廃寺 　 55 西 香 花 遺 跡

5614　雨ヶ森・東原古墳群　 　35 上三谷古墳群　 　 西香花塚

15 猪の窪古墳　 36 塩塚古墳 　 57 市場南組窯跡

37 原 池 遺 跡 　 58 かわらがはな窯跡

38 客池古墳 　 59 曽根の石造層塔

39 嶺昌寺古墳 　 60 堂ヶ谷経塚

　40 　横田遺跡 61 尼ヶ古城跡遺跡

41 片山遺跡 　 62 新池窯跡

16 田ノ浦遺跡　

17 風呂谷古墳　

18 松本古墳　

19　 今岡遺跡　 　

20 南坂古墳　

21　名護池Ⅱ遺跡　 　 42 太朗丸遺跡

第3図 伊予市の遺跡分布図
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第3章　猿ヶ谷2号墳

第1節 調査の概要

1　調査区の設定（第4図）

本調査区は絶対位置、北緯33゜45′38″、東経132゜44′50″、伊予市上三谷の燕池南東、行道山北麓、

松山平野を眼下にするとともに伊予灘を一望する樹枝状に突出した丘陵状（標高約88～111m）に位置

している。発掘調査以前には柑橘類を主体とする果樹園として利用されており、作業道や運搬器具の設置等に

伴い、掘削された箇所が多くみられた。調査区内では墳丘と考えられる地形が4箇所確認され、

それらを北東から順に1～4区（総面積1,350㎡）として調査を進めていくことにした。1・4区につ

いては、トレンチ調査によって遺構・遺物の検出が認められず、調査を終了することとした。2区では

多数の須恵器片を表採し、石棺部材と思われる石材が地表に散布していたことから古墳の可能性が高く

また3区の場合は地表面に石室の天井石と考えられる石材が露出し、削平を受けていた北西斜面には、

墳丘を構築した際に行われたと考えられる版築が確認できた。また、調査当初から2・3区は前方後円

墳の可能性が指摘されており、これを配慮して主軸上と考えられる方向に1ヶ所と、それに直交した形

で2・3 区に各1ヶ所の土層観察用のベルトを設定して調査を進めた。その結果、3区については主体

部に横穴式石室を持つことが確認された。

第4図　調査区位置図（1：1,500）
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第2節 遺構と遺物

1　墳丘（第5・6図）

猿ヶ谷2号墳の立地する周辺は比較的急勾配な斜面が東西に連なり、松山平野の北部を望む丘陵地帯

が発達している。2号墳はこうした丘陵群の中にあり、標高約97mを測る眺望の良好な丘陵端部に立地

している。細かくみれば2号墳の東側から西側の三方は急斜面に囲まれ、南側はややながらかな平坦面

が残されている。前述したように調査前は果樹園として利用されていたこともあり、周辺は果樹の運搬

器具の設置による広範囲な削平を受け、古墳時代当時の環境は大きく改変されていると考えてよい。こ

うしたことは猿ヶ谷2号墳の墳形を考えるにあたっては大きな障害となっていた。調査着手直前の前方

後円墳であるといった可能性は、調査前の表面的な観察から考えられたことである。しかし調査当初に

設営した土層観察用のセクションベルトによる観察所見からは、前方部と考えられた地点（2区）にお

いて版築の施された様子や地山整形の痕跡が認められないこと等、調査段階において前方後円墳と確定

できる現象は認められていない。

ここで残存する地形から墳丘の様子をみると、標高108mの等高線をみた場合、大きくくびれた部分

が認められ、この等高線から判断すれば前方後円墳としての墳形は想定し得る。また前述したように

調査着手以前から前方部と考えられる付近（2区）には石棺部材と考えられる石材の散布が認められた

ほか、同地点の表土中からは大刀（第34図408）の出土が認められている。これらのことは前方部と

考えられる付近に墓坑等の埋葬施設の存在が考えられ、愛媛県伊予三島市経ヶ岡古墳（愛媛県埋蔵文化財

調査センター1984）のように、前方部に箱式石棺を伴う前方後円墳であることも想定できる。このよう

に地形的な観察からは前方後円墳としての墳形が考えられるものの、くびれ部付近と考えられる部分で

は攪乱や削平を受けており、発掘調査においては明確なくびれ部やそれに伴う根石・列石の検出には

至っていない。したがって、現時点では前方後円墳であると断定することはできない。墳丘の平面的規

模は最大長約20mとなり、石室基底面（標高108m）から残存する墳丘の高さは約3m程である。

猿ヶ谷2号墳の墳丘は石室基底面までの地山整形と盛土によって築成されており、盛土は版築によっ

て整えられている。基本的に版築は淡・明色系土層（層厚2～50cm）と暗色系土層（層厚3～60cm）の

互層を成して検出されており、下位層に暗色系土層が多く認められている。A-A′では攪乱が多く、

版築の状況は把握しづらいものの、残存する堆積からは石室付近で大まかに積み上げられた盛土が認め

られ、石室から約2m離れた付近で細かな盛土が確認できる。B-B′では西側で石室方向に向かって

広がるような形状となる版築の状況が認められ、盛土も細かく丁寧な整形となっている。

2 横穴式石室（第7図）

墳丘のほぼ中央にはN-18゜-Wの方向に石室の主軸方向を持つ横穴式石室が南側に開口している。

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

して全体としては遺存良好である。玄門部や閉塞施設については不明であるが、玄門入口の「コ」字状

となる抜取り痕及び羨道の石組みから両袖型玄門付の石室であると考えられる。

石室の規模は玄室最大長3.5m、幅は奥壁部で2.1m、玄室中央部で2.5mで玄門は1.0mを測り、石室

の構造は、遺存する玄室と羨道の西側壁から、玄室が羨道よりも一段低い石室であったと考えられ、玄

室の平面形は、東西の両側壁が膨らみ気味に湾曲した、いわゆる胴張りの玄室となっている。玄室の床
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第5 図 墳丘と石室配置
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第6図  墳丘の盛土

13・14





第7 図 横穴式石室

15・16





第8 図 横穴式石室内の遺物分布

17・18





全面には敷石が施され、奥壁側の2.1×1.0m範囲には玉砂利状の礫が敷石され、棺台の役割を果たして

いたと考えられる。また、玄門寄りの部分には、5～20cm大の円礫が敷石されている。羨道は西側壁に

ついて20～40cm大の亜角礫が10個、横口を壁面として並べられているのが残されるのみである。

石室の構築についてはまず長辺6.0m、短辺4.4mの隅丸長方形に墓坑を掘り込んだのち、標高約108m

の地点に長さ30～80cm、幅30～60cm、厚さ20～50cm大の和泉砂岩の角礫・亜角礫のより扁平な面を縦な

いし横に据え置いて腰石としている。基底石より上位は、小口積みによって順次構築され、10cm大の礫を控え

積みすることによって強度を保っている。各側壁の持ち送りは、西側壁で床面からの高さ1.1m

で約16cm、東側壁で約13mである。

なお、本古墳の石室構築石材には、奥壁はじめ東・西側壁に和泉砂岩が主に用いられ、天井石に緑泥

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。

3 遺物 の出土 状況 （第8図）

後世の攪乱により、石室の天井部が玄室内に落下または欠失し、玄門部、羨道部が遺存していないが、

玄室内は、比較的遺存状況が良く多くの遺物が出土している。

玄室内の遺物はほとんどが玄室中央より奥の玉砂利をもちいた敷石が分布している範囲内にある。玄

室奥側西壁際には、須恵器や鉄器が折り重なるようにして出土している。南北方向に大刀（137、145、147）

が重なり、その脇には南北方向に並べられた鉄鏃（148、153、154）があり、大刀（137、145、147）の東

側に須恵器の杯身（9）、高坏蓋（15）、杯蓋（3）、耳環（126、27）、丸玉（48）がある。大刀（137、145、147）

の北側奥壁際には、東西方向に大刀（144）、無蓋短頸壺（36）がある。大刀（137、145、147）の西側、壁

際には、有蓋短頸壺（35）、杯蓋（6、7）、有蓋高杯（21）、杯蓋（4）、無蓋高坏（23）の順に南側につら

なり、有蓋高杯（21）の廻りに、板状立聞素環鏡板付轡（222）、立聞空連素環鏡板付轡（226、227、228）、

組合せ十字形辻金具が数点、鉄鏃（149）があり、有蓋高杯（21）の上にはf字鏡板付轡や鉄鏃（150、151）

がのっている。なお、須恵器の高杯蓋（15）と高杯（21）は形態などからおそらくセット関係と思われる。

このまとまりから、ややはなれた玄室中央よりに、杯蓋（5）、高杯蓋（20）、高杯（26、38）の破片、

耳環（120、123、124、128、130）が散らばっている。玄室北東部奥壁際には、東西方向に大刀（135、136、 

138、141、142）、立聞空連素環鏡板付轡（224）、鉄鏃（192、193）、鉄鎌（221）、指輪（134）がまとまって

出土し、その南側に、刀子（213）、耳環（125、132、133）、丸玉（49、50）、有蓋高杯（25）、杯蓋（2）、杯

身（10）、高杯蓋（16、17）がある。以上2つのまとまりは、新旧の遺物で構成されていることから追葬

時による「カタヅケ」によるものと考えられる。

玄室中央東壁際には、板状立聞素環鏡板付轡（223）、轡の破片（225）、鉄斧2点（219、220）、革金具（250、

251）が折り重なって出土している。その西側脇には、南北方向に大刀（139）、耳環（121）があり、杯蓋（1）、

高杯蓋（19）、高杯（30）、器台（34）などの破片が散らばっている。玄室中央部には、南北方向に大刀（140、 

143）、釣舌金具（253）があり、その北側には、高杯蓋（12、13）、南側には、高杯（27）、器台（32）の破

片がある。玄室中央東壁際のまとまりは、同一個体の須恵器の破片が離れた場所から出土していること

から、「カタヅケ」や「カキダシ」により移動させられた可能性が強い。玄室中央部のまとまりは、須

恵器と大刀の時期差が離れすぎることから、同じ時期に埋納されたものではないと思われる。

また、玄門部付近から羨道部にかけて須恵器の破片が散らばっている。これらは、追葬時の「カキダシ」

によるものと思われる。このほかにも、土砂洗浄によって確認された耳環や玉類、鉄器の破片などがある。
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須恵器については中村編年Ⅱ形式3段階（6世紀後半）にあたるものは玄室奥側にはほとんどなく、

破片として多くのものが玄門部付近にあり、それらは「カキダシ」により移勤させられたものとうかが

うことができる。中村編年Ⅱ形式4段階（6世紀後半）、中村編年Ⅱ形式5段階（7世紀初頭）にあた

るものは両端に「カタヅケ」られ、また「カキダシ」が行われていることがわかる。中村編年Ⅲ形式1

段階（7世紀前半）にあたるものは点数は少数であるもののほぼ中央にあり、「カタヅケ」「カキダシ」

が行われたとは思えない。

大刀や馬具については6世紀代のものは奥壁側に「カタヅケ」が行われていて、7世紀代のものは玄

室中程で出土している。

耳環は全部で14点出土していることから、被葬者1体に耳環2個1対と考えるならば被葬者は7体

あったと想定できる。耳環（125、132）は、法量的に見て対であり、位置関係からほぼ埋納時の位置を

とどめているものと思われる。このことにより、東側に頭を向け埋葬された被葬者を想定することがで

きる。また、玄室奥の西側の耳環などから、西に頭を向けた被葬者を想定することができ、その後の追

葬により移動させられたあとが、対である耳環（123･127）（120･130）の位置関係から読み取ることが

できる。このように、初めの頃の被葬者は玉砂利をもちいた敷石を棺台として東西方向に埋納されてい

たと思われる。その後、耳環（121、128）を身につけ、大刀（139）を持つ被葬者がおそらく北側に頭を

向け埋納されたと思われる。耳環（121、128）の位置関係から「カタヅケ」られて、大刀（140、143）を

持つおそらく北側に頭を向けた最後の被葬者が埋納されたものと考えることができる。

なお古墳の使用期間は、出土須恵器によれば中村編年Ⅱ型式3段階～Ⅲ型式1段階（6世紀後半～7

世紀前半）の範囲にあると考えられ、愛媛県内2 例目であるf 字鏡板付轡を筆頭に、馬具や装飾性のあ

る大刀などの遺物から、かなりの権力者が長期間にわたってこの地を治めていたことが分かり、また、

大和政権との密接な関わりをうかがい知ることができる。

4　 石室内出土の遺物 （第9～23図）

須恵器

石室内出土の須恵器で今回図示したものについては全部で38点あり、器種別にみると、杯蓋8点、杯

身2点、高杯蓋10点、高杯12点、器台2点、壺3点、甕1点である。

・杯蓋（第9図1～8）

全体的にみた法量は口径が10.3～14.4cm、器高は3.4～4.7cmを測り、その内8は比較的口径が小さい。

すべて天井部には回転ヘラ削り調整がなされ、やや平らで緩やかに内湾し端部に至る。回転ヘラ削り

の範囲をみると、8は1/2 、2は1/3、その他のものは1/4である。所属時期は中村編年Ⅱ型式5

段階（7世紀初頭）に納まると思われるが、8については中村編年Ⅱ型式4段階（6世紀後半）に遡る

可能性もある。なお8については壺の蓋であることも考えられる。

・杯身（第9図9・10）

9は口径11.7、受部径14.3cm、器高3.6cm、10は口径11.6、受部径13.9cm、器高4.2cmを測る。立��

ち上がりは、短く水平な受部から内傾して立ち上がる。底部は浅く丸みをもつが平らに近い。調整は底部に回

転ヘラ削り調整がなされている。回転ヘラ削りの範囲は、9は1/3、10は1/2である。所属

時期については、中村編年Ⅱ型式5段階（7世紀初頭）に比定される。
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・高杯蓋（第9図11～20）

11～14は口径16.8～18.2cm、器高6.2～6.6cmを測り、口縁部はほぼ垂直に下がり端部は丸い。天井部

はやや平らで、体部と口縁部の問に凹線を施すことによってなだらかな稜を形成する。天井部中央には

外反して立ち上がる中くぼみの比較的大きなつまみを有する。調整は天井部全面に回転カキ目調整がな

されている。所属時期については中村編年Ⅱ型式3段階（6世紀後半）に納まると思われる。

15～19は口径14.6～15.2cm、器高4.6～5.5cmを測る。天井部はやや平らで緩やかに内湾し端部に至る

天井部中央に中くぼみのつまみを有する。調整は天井部に2～3回転ほど回転ヘラ削り調整がなされて

いる。所属時期については、中村編年Ⅱ型式4～5段階（6世紀後半～7世紀前半）に納まると思われる

20は口径15.4cm、器高5.0cmを測る。天井部は丸みをもちながら下り、口縁部近くでなだらかな段を

形成したのち外下方に短くのび端部に至る。内面端部近くにやや鋭いかえりを有する。天井部中央に扁

平なつまみを有する。調整は天井部全面に回転ヘラ削り調整がなされている。所属時期については、中

村編年Ⅲ型式1段階（7世紀前半）に比定される。

・高杯（第10図21～31、第11図38）

有蓋高杯6点と無蓋高杯6点が出土している。無蓋高杯は長脚と短脚の高杯が出土している。

21と25～29は長脚2段透かしの有蓋高杯であり、上段には三方向に長方形の透かし、下段には三方向

に三角形の透かしがあり、上段と下段の間には二本の沈線が施されている。これらのうち完形品は21の

みであり、口径13.4cm、受部径15.9cm、底径15.0cm、器高17.6㎝、脚部高12.9cmを測る。立ち上がりは

内弯したのちすぐに直立して端部に至る。端部はやや鋭く、受部は短く水平にのび端部は丸い。底部は

やや平らな丸底である。脚部は太く、外反しながら外下方に下がり、短い内傾した平面をなして端部に

至る。調整は杯底部に回転ヘラ削り調整がなされたのち、脚部との接合後に回転ナデ調整がなされてい

る。所属時期については中村編年Ⅱ型式4～5段階（6世紀後半～7世紀初頭）に比定される。

22～24は、長脚で長方形の2段透かしを伴う無蓋高杯である。透かしの上段と下段の間には、沈線が

施されている。口径は11.8～15.8cmを測る。杯底部はほぼ平らで、内弯したのち外上方へのびている。

体部には明瞭な稜をもち、22はヘラがき文、23には波状文を有する。調整は回転ヘラ削り調整のち回

転ナデ調整されている。所属時期については22が中村編年Ⅱ型式4段階（6世紀後半）、23と24は中村

編年Ⅱ型式3～4段階（6世紀後半）に比定される。

30・31は脚部の一部しか遺存していないが、おそらく上下段とも長方形の長脚2段無蓋高杯であろう。

底部径は推定で13.2～15.7cmを測る。所属時期については中村編年Ⅱ型式5段階（7世紀初頭）に比

定されると思われる。

38は無蓋短脚高杯である。口径9.8㎝、底径8.6㎝、器高6.6㎝、脚部高2.9cmを測る。調整は杯底面に

回転ヘラ削りがなされている。平底気味の丸底でやや内傾したのち上方にのび、端部に至る。脚部は太

く短く大きく外反し端部に至る。端部は丸い。所属時期については中村編年Ⅲ型式1段階（7世紀前半）

に比定される。

・器台（第11図32・34）

脚部と口縁部がそれぞれ一部分出土している。32は口縁部の破片である。外反気味に立ち上がり、端

部で段をなして凸部を形成する。外面には波状文を有する。34は脚部の一部であり、推定底径は25.9cm

である。内湾気味に外下方へのび端部近くで大きく屈曲して端部に至る。端部から内面上方に短く平ら

にのびる。三角形の透かしを有し、外面には上からヘラがき文、波状文、沈線、端部最下段まで波状
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文を有している。所属時期については、おそらく中村編年Ⅱ型式3～4段階（6世紀後半）に比定される。

・壺（第11図33・35・36）

33は口縁部である。頸部から緩やかに外湾して立ち上がり、さらに外湾して端部に至る。端部は丸い。

また、太い線で構成された波状文を有する。所属時期については中村編年Ⅱ型式4～5段階（6世紀

後半～7世紀初頭）に比定される。

35は有蓋短頸壺である。口径7.9cm、器高8.7cm、体部最大径14.2cmを測る。丸底で緩やかに内湾して

立ち上がり、器高1/2ほどで体部最大径をなして大きく内湾したのち、外反し口縁部で短く垂直に立

ち上がり端部に至る。調整は底部に1/3ほど回転ヘラ削り調整がなされている。

32 33

34

35

36

38

37

第11図　石室内出土遺物3
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36は無蓋短頸壺である。口径10.8㎝、器高10.3cm、体部最大径は15.6cmを測る。丸底で緩やかに内湾

して立ち上がり、器高1/2よりやや上位で体部最大径をなし肩を張り、内上方にのび口縁部で外反し

て端部に至る。調整は底部に1/3ほど回転ヘラ削り調整がなされている。いずれも所属時期について

は中村編年Ⅱ型式4～5段階（6世紀後半～7世紀初頭）に比定されるものと思われる。

・甕（第11図37）

底部と口縁部が欠損している。底部はおそらく丸底で内湾気味に立ち上がり体部は丸く、のち外反して外上

方にのび口縁部に至る。体部最大径は21.8㎝を測る。体部外面に平行叩き、内面に円弧叩きを有

する。所属時期については中村編年Ⅱ型式4段階（6世紀後半）に比定される。

装身具類

空玉3点、棗玉1点、丸玉14点、小玉63点の総数81点が出土している。出土位置が明らかなもの

は4点で、ほかはいずれも、敷石間から採取した土砂の洗浄後発見された。

・空玉（第12図39～41）

薄手な銅製と考えられるのものである。直径約1.2～1.5cm、重量0.49～2.61gを測る。完形品は40の

みで、ほか2点は破損品である。

・棗玉（第12図42）

43はやや中膨らみで円筒形の棗玉である。器体の両端には玉ずれが見られる。直径0.70cm・器高

0.99cm・孔径0.30㎝・重量0.20gを測る。色調は赤褐色を呈し、材質は琥珀である。

・丸玉（第12図43～56）

14点出土している。いずれもガラス製である。44・45を除いてはいずれも土砂洗浄時に検出された。

43が最も大きく、直径1.21㎝・器高0.99cm・孔径0.35㎝・重量1.98gを測る。色調は白色である。そ

のほか13点は、直径0.63～0.79cm・器高0.37～0.61㎝・孔径0.10～0.30cm・重量0.22～0.43gを測る。

色調は、群青色10点、青色1点、淡橙色1点、黄褐色1点である。

・小玉（第12図57～第13図119）

いずれもガラス製が63点出土している。直径0.5㎝以上の比較的大きなものが6点（57・58・61・

62・63・68）で、これらは直径0.51～0.60cm・器高0.32～0.47cm・孔径0.10～0.15㎝・重量0.11～0.20g

を測る。そのほかの57点は、直径0.29～0.47㎝・器高0.13～0.38cm・孔径0.08～0.15㎝・重量0.02～

0.11ｇを測る。色調は規格に関係なく紫色1点、群青色3点、青色3点、橙色1点、不透明な黄緑

色3点、不透明な黄色33点、暗赤褐色19点である。

・耳環（第14図120～133）

14点出土していることから複数の被葬者を想定できる。その内出土位置がわかるものは11点である。

種類別にみると銀製耳環が2点（131・133）、その他は銅芯金張製耳環である。銀製耳環は2点とも

完形品で、銅芯金張製耳環も3点（121・122・128）ともに完形品で、その他は銅芯部のみである。法

量から対応するものを考えてみると、131と133、120と130、121と128、122と124、123と127、125と132、 

126と129で7対が考えられる。被葬者1体に耳環2個1対と考えるならば被葬者は7体あったと想定さ

れる。

・指輪（第14図134）

1点（134）のみの出土で鉄製のものである。装飾、象眼はされていない。外径は1.9cm、内径は1.6㎝

を測る。
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鉄製品

遺物は大きく分けて4か所から出土している。玄室奥側西壁際にはf字鏡板付轡、板状立聞素環境板

付轡、立聞空連素環境板付轡、組合せ十字形辻金具、大刀、鉄鏃などが、玄室北東隅奥壁際には、立聞

空連素環境板付轡、六窓鐔をもつ大刀、大刀、鉄鏃、鉄鎌、刀子、指輪などが、玄室中央東壁際には、

板状立聞素環境板付轡、大刀、鉄斧、革金具などが、玄室中央部には、金装大刀、釣舌金具などがまとまっ

て出土している。玄室奥側西壁際と玄室北東隅奥壁際、玄室中央東壁際の出土遺物は、カタヅケられて

いるものと思われる。このことにより、複数回の追葬が実施されたことがうかがえる。

・大刀（第14図135～第17図147）

13点出土している。すべて平造りの直刀である。内、1点は出土位置不明である。金銅装飾されてい

るもの、六窓鐔をもつもの、細身のものなど様々な形状の大刀が出土している。

135は切先が欠損している。関は刃側にあり垂直ぎみに深く入り茎は細い。茎尻は隅切り尻である。

茎尻から4.lcm、12.9cmの位置に目釘孔が遺存している。六窓鐔をもち鞘口金具が付属、柄に木質が付

着している。刃幅は3.8㎝である。茎の形状、六窓鐔をもつことから6世紀末～7世紀初頭のものと思

われる。136は切先が欠損している。関は刃側にあり垂直ぎみに深く入り茎は細い。茎尻は段をなす隅

切り尻である。茎尻から4.3㎝、11.0cmの位置に目釘孔が遺存している。卵形の鐔をもち鞘口金具が付属、

柄に木質が付着している。刃幅は3.6㎝である。6世紀中頃～末のものと思われる。137は切先が欠損し

ている。関は刃側にあり垂直ぎみに深く入り茎は細い。茎尻は両切り尻である。茎尻から4.1㎝、12.3㎝

の位置に目釘孔が遺存している。楕円形の鐔をもち鞘口金具が付属、柄に木質が付着している。刀身に

も若干木質が付着している。刃幅は4.0cmである。6世紀中頃～末のものと思われる。138は切先および

茎尻が欠損している。関は刃側にあり、浅く入りしだいに幅を減じている。茎はやや先細である。目釘

孔は2つある。鐔の形状は不明であるが、窓はなく円形もしくは楕円形の鐔であろう。鞘口金具が付属

している。鞘口金具と柄に、また刀身にも若干、木質が付着している。刃幅は3.6㎝である。6世紀初

頭～中頃のものと思われる。139は切先および茎部が欠損している。刃側と背側に浅い関をもつ両関で

ある。円形鐔をもち鞘口金具が付属、柄に木質が付着している。刃幅は3．0cmであり細身である。7世

紀初頭のものと思われる。140 は茎部が欠損している。関の形状は明瞭ではないが両関であろう。木鞘

の鞘口が残っている。表面には金銅装飾をしている。刀身にも同様のものが若干付着しており、鞘も金

銅装飾されていたものと思われる。刃幅は2.5㎝であり細身で全長は長い。7世紀初頭のものと思われる。 

141は切先および茎尻が欠損している。関は刃側と背側に浅く入る両関である。全体的に木質が付着してい

る。また、鞘口金具も残っている。刃幅は3.0cmで細身、短身である。7世紀初頭のものと思われる。

142は切先が欠損している。関は刃側にあり浅く入り幅を次第に減じている。茎尻は隅切り尻と思われる。

目釘孔は1つあり、刃幅は3.0cmで細身である。5世紀末～6世紀中頃のものと思われる。143は切先が

欠損している。関は刃側と背側に浅く入る両関である。茎尻は隅切尻である。茎尻から6.3㎝の位置に

目釘孔が遺存している。柄と鞘口、また刀身にも若干、木質が付着し金銅装飾が残っている。刃幅は3.0㎝

であり細身、短身である。7世紀初頭のものと思われる。144は切先および茎尻が欠損している。関は

刃側に浅く入り幅を次第に減じている。茎尻は不明。目釘孔は、1ヵ所確認できる。若干木質が付着してい

る。刃幅は2.7cm、細身で短身である。5世紀末～6世紀中頃のものと思われる。145・146・147は、

関、茎の形状は不明である。
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・鉄鏃（第18図148～第20図212）

65点出土している。内、出土位置がわかるのは8点である。形状をみていくと鏃身部については65点中、

柳葉形21点、片刃形2点、残りは不明である。ほとんどが柳葉形であり角関である。また、逆刺は見当

たらなかった。頸部については長いものがほとんどで、無頸のものは見当たらない。関部形状は確認で

きる物の中ではほとんどが棘状関であり、台形関、円形輪関が数点認められるぐらいである。時期につ

いては、6世紀末前後のものと思われる。残りの良いものを以下にあげる。

148は鏃身部が柳葉形で、断面は丸造である。鏃身関部は角関で、関部に至る線が内湾状を呈している。

頸部は長く直線状で棘状関である。茎部は木質に覆われている。茎部断面は方形と思われる。鏃身長

2.6㎝、頸部長8.4cm、茎部長5.5㎝である。149は鏃身部が柳葉形で、断面は丸造である。鏃身関部は角

関で、関部に至る線が直線状を呈している。頸部は長く、直線状で片側だけ棘状関である。茎部断面は

方形である。鏃身長4.0㎝、頸部長8.5㎝、茎部残存長2.6cmである。150は鏃身部は片刃形で逆刺はない。

鏃身関部は角関である。頸部は長く直線状で棘状関である。茎部は木質に覆われている。茎部断面は方

形と思われる。鏃身長3.2cm、頸部長6.9cm、茎部長6.3cmである。151は鏃身部が欠損している。頸部は

長く、関形状は円形輪関と思われる。茎部は木質に覆われ断面は不明。残存頸部長10.0cm、茎部長4.9㎝

である。152は鏃身部が柳葉形で、断面は丸造である。鏃身関部は角関で、関部に至る線が直線状を呈

している。頸部は長く棘状関である。茎部は木質に覆われ、断面は方形と思われる。鏃身長2.2cm、頸

部長8.8㎝、茎部長4.5㎝である。153は鏃身部が柳葉形で、断面は丸造である。鏃身関部は角関で、関

部に至る線が直線状を呈している。頸部は長いものと思われる。鏃身長3.0cm、頸部残存長6.5㎝である。

154は鏃身部が柳葉形で、断面は丸造である。鏃身関部は角関で、関部に至る線が直線状を呈している。

頸部は長いものと思われる。鏃身長2.4cm、頸部残存長4.7cmである。162は鏃身部が三角形で幅広であり、

断面は平造と思われる。鏃身関部は角関で、関部に至る線が直線状を呈している。頸部は短い。鏃身残

存長2.4cm、頸部長2.1㎝、茎部残存長1.1㎝である。

・刀子 （第20図213～218）

6点出土している。比較的残りの良いものは1点（213）で、その他は破片である。

213は切先および茎尻が欠損している。関は刃側に垂直に浅く入り、背側に垂直に深く入っている。

茎は同じ幅である。茎尻の形状は不明。木質が付着しているため、目釘孔は確認できなかった。刀身は

推定10cmぐらいで、関付近で、幅1.6cm、背厚0.6㎝である。直刀であり、刀身部にも木質が若干付着し

ている。

・鉄斧（第20図219・220）

2 点（219・220）出土している。2点とも無肩の有袋鉄斧であり残りは良い。

219は全長11.35㎝、刃幅4.3㎝である。220は全長6.0cm、刃幅2.2cmである。2点とも比較的小さい鉄

斧であり、木材の加工などに使われた道具であると考えられる。

・鉄鎌（第20図221）

先端部のみが1点（221）出土している。刃部が内反りする曲刃鎌である。6世紀初頭～中頃のもの

と思われる。

・轡（第21図222～第22図229）

229はf字鏡板付轡でほぼ完形である。鏡板は鉄製の台板に鉄製の縁金具を重ね、その上に金銅板を

被せたのち端を台板と縁金との間に折り込んでいる。縁金具には、約5mmの間隔で鋲留している。鏡板
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の長さは23.8㎝、幅は中央部で8.5㎝を測り大きい部類である。鋲数は120以上ある。銜通し孔は楕円形で、

長径3.0cm、短径1.5cmを測り、その周囲には楕円形の縁金を置いて鋲留している。また、銜通し孔の縁

金は、f字形周辺の縁金に橋状部を介して連なっていて、橋状部にも鋲留している。覆金具はない。立

聞や釣舌金具は幅3.0cmのとれたあとがあり、これは副葬の段階にはすでに失われていたように思われ

る。ただし、右側鏡板の内側にはその代 わりを成すのに使われたと思われる環状のものを付属して補修してい

る。銜は全長21.0cmの二連式であり、引手は20.0cmを測り、鏡板内側で銜先環に連結されている。

直柄一本引手で長さ8.5cmの別造りの引手壺が取り付けられている。6世紀初頭～中頃のものと思われ

る。しかし、杏葉が共伴していないこと、立聞か取れたあと補修をしていることなどはこの馬具の伝世

があったと考えられる。そうすると6世紀中頃～後半にかけて副葬されたとも考えられるのである。222

は板状立聞素環鏡板付轡で完形である。鏡板は楕円環に方形の立聞が付いたものである。楕円環の長径

は7.4cm（A）、短径は6.4cmで、立聞幅2.1㎝9B）、立聞長2.4cmである。銜は二連式である。引手長16.0cm�

の直柄一本引手で銜の端環に結合される。B/Aは0.284である。6世紀中頃のものと思われる。223は

板状立聞素環鏡板付轡であり、鏡板1点とそれに伴う引手、銜の一部が残っている。鏡板は楕円環に長

方形の立聞が付いたものである。楕円環の長径は7.0cm（A）、短径は5.8㎝で、立聞幅3.8㎝（B）、立聞

長1.5cmである。引手は銜の端環に結合されている。B/Aは0.54である。7世紀初頭のものと思われる。

224は立聞空連素環鏡板付轡であり、鏡板一対内片方は半分であり、銜の一部分が残っている。

鏡板は直径8.0cmの円形で立聞はない。銜は二連式で引手は残っていないが、銜と引手を別々に鏡板

に取り付ける別連結と思われる。6世紀初頭～後半のものと思われる。225は銜もしくは引手の一部と
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思われる。　226と227が1つの鏡板になり、228が銜の一部分で合わせて1つに構成される立聞空連素環

鏡板付轡である。鏡板は直径6.0cmの円形で立聞はない。銜は残っていないが別連結と思われる。6世

紀初頭～後半のものと思われる。

　・辻金具（第23図230～248・254・259・260）

　230～245・254は鉄地金銅張製の組合せ十字形辻金具である。233・237は方形の座金具で、残りは足

全具（爪形金具）である。足金具の内、230・231・232・234・235は2条の刻み目をもつ責金具が付属

している。230～234の5点は同位置からまとまって出土しているので、それらで一組になるものと思わ

れる。どの轡と共伴するかはわからないがおそらくf字鏡板付轡に伴うものであろう。6世紀初頭～6
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世紀中頃のものと思われる。　246～248は組合せ十字形辻金具の足金具、もしくは雲珠の脚部と思われる。 

246・247は鋲が2つ、248は鋲が3つある。責金具は付属していなかった。

　・革金具3点（第23図249～251）

　249・250・251は革金具である。250・251は完形で、形状は菱形である。直径8mmほどの鋲が4つ認

められる。

　・釣舌金具（第23図252・253）

　252・253は釣舌金具である。幅は2.6cmあり長さは不明である。どれと共伴するかはわからないが、

轡のどれかに付属していたものと考えられる。

　・鉸具（第23図255～258）

　255～258は鉸具である。いずれも破片である。
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5　封土内出土の遺物（第24図～第28図）

これらの遺物は主に墳丘の封土内から出土した遺物である。

須恵器

石室内から出土した同型式のものの他に、横穴式石室を造る以前にあったものと思われる古い形態の

ものが出土している。

・杯蓋（第24図261・262）

261は口径14.7cm、器高4.0cm、262は口径15.1cm、器高4.4cmを測り、天井部はやや平らで緩やかに内

湾し端部に至る。調整は、天井部に回転ヘラ削り調整がなされている。回転ヘラ削りの範囲は、どちら

も1/4である。所属時期についてはどちらも中村編年Ⅱ型式5段階（7世紀初頭）に比定される。

・杯身（第24図263）

 口径11.7cm、受部径14.6cm、残存高4.6cmを測り、たちあがりは、短く水平な受部から内傾してたち

あがる。受部と体部は段をもってはっきりと区別されている。底部はおそらく丸いものと思われる。調

整は、底部に回転ヘラ削り調整が23の範囲でなされている。時期については中村編年Ⅱ型式3～4

段階（6世紀後半）に比定される。

・高杯（第24図264～268・284）

264は杯部の一部のみであるが、杯部の形状は確認できる。265は口縁部の破片であり、形態はおそら

   く264とほぼ同じものと思われる。どちらも無蓋の高杯である。264の法量は推定で口径17.8cm、杯部高 

　　3.8cmを測る。杯底部は丸く、緩やかに内湾して外上方にのび、口縁近くで短く外反して端部に至る。

　　端部はやや鋭い。体部中央に稜をなしている。調整は、回転ヘラ削り調整が1/2の範囲でなされている。 

　　脚部形状は不明である。時期については中村編年Ⅱ型式2段階（6世紀中頃）に納まると思われる。

266は脚部の一部しか遺存していないが、おそらく上下段とも長方形の透かしを伴う長脚2段無蓋高 

　　杯であろう。底部径は14.4cmを測る。基部より外反して下り、上下の透かしの間に2条の沈線をなし、 

　　下段の透かしの下にも1条の沈線をなす。端部は丸い。所属時期については中村編年Ⅱ型式5段階（7

世紀初頭）に納まると思われる。

   　267は脚部の一部しか遺存していないが、おそらく透かしを伴う無蓋高杯であろう。透かしの形状は 

　　三角形もしくは台形と思われる。基部より外反して下り、透かしの下から端部の問に明瞭な稜を3条な 

　　しており、端部は段をなしている。外面は黒灰褐色、断面は小豆色である。

268は脚部の一部しか遺存していないが、おそらく上下段とも長方形の透かしを伴う長脚2段無蓋高 

 杯であると思われる。基部より外反して下り、直立する端面を呈している。所属時期については中村編 

 年Ⅱ型式5段階（7世紀前半）に比定される。

284は脚柱部の破片である。直径約5mmの円形の透かしが縦一列におそらく4方向に外から内へ穿孔 

 されている。他に稜が1条確認できる。外面は黒紫色、断面は小豆色である。

・𤭯（第24図269）

口縁部の破片である。基部から緩やかに外上方に外反したのち、短くはぼ水平に外へのびて大きく屈 

  曲し2条の稜をなしたのち、上方にやや内湾気味にたちあがり端部に至る。内面には口縁部近くに明瞭 

  な稜をなし段を形成している。
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     ・壺（第24図270・271、第27図282）

 270と271は、いずれも口縁部の破片であり、ほぼ同じ形態のものと考えられる。口径は推定で、それ

   ぞれ21.6cm、23.4cmを測る。基部からやや内湾気味に外上方にのび、段をなして端部に至る。頸部外面 

　　には波状文がなされている。所属時期については中村編年Ⅱ型式2段階（6世紀中頃）に比定される。

   282は広口小壷であり、破片を接合するとほぼ完形になる。口径8.6cm、器高7.1cmを測り、口径は体

部最大径よりも大きい。底部は平らで、体部を丸く形成し大きく内湾したのち、緩やかに外反して端部 

に至る。端部は丸い。器面は薄く、全体的に丁寧に回転ナデ調整され、頸部には明瞭な稜を2条なして

いる。外面は黒紫色、断面は小豆色である。

     ・器台（第24図272、第25図273～276、第26図277・278、第27図283）

　272は杯部の口縁の破片であり、口径30.7cmを測る。底部より大きく外反して開いてたちあがり端部    

近くでやや内湾したのち屈曲して直立し端部にいたる。やや粗雑な波状文が体部外面に施されている。

    時期については、おそらく中村編年Ⅱ型式5段階（7世紀初頭）に比定される。

273・274は杯部の破片であり、ほぼ同じ形態のものと考えられる。口径は推定でそれぞれ29.8cm、 

28.2cmを測る。底部より大きく外反して開いてたちあがり端部近くでやや内湾したのち端部にいたる。

    体部中央に波状文、体部下位と上位にそれぞれクシがき列点文が施されている。外面は黒紫色、断面は 

   小豆色である。

  275は杯部の破片であり、推定で口径44.8cmを測る。基部から大きく開いて外反し、たちあがり端部    

近くで大きく外に湾曲して端部にいたる。杯体部には、クシエ具による斜格子文、鋸歯文のみで文様が 

構成されているようである。外面は黒紫色、断面は小豆色である。

     276は器台の脚部の破片と考えられる。長方形の透かしと明瞭で突出度が高い突帯を有する。外面、

    内面とも回転ナデ調整がなされている。外面は黒灰色、断面は黒紫色である。

 277は脚部の破片であり、推定で底径30.6cmを測る。最下段には三角形、他の段は長方形の透かしが 

縦一列におそらく4方向に施され、その横には波状文、透かしの間には2条の沈線が施されている。時

期については、中村編年Ⅱ型式4～5段階（6世紀後半～7世紀初頭）に比定される。278は脚部の破

片であり、基部からほぼ垂直に下った後外下方にラッパ状に外反している。長方形の透かしを千鳥状に 

有し、その横にヘラがき列点文、透かしの間には2条の沈線が施されている。中村編年Ⅱ形式5段階（7    

世紀前半）に比定される。

  283は小型器台であり、282の広口小壷とセットのものと考えられる。推定で口径8.9cm、器高6.8cmを    

測る。杯部は基部から大きく内湾して外上方にのび、明瞭な稜をなしたのち、やや外反して端部に至る。

289
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第29図箱式石棺
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脚柱部は太く、ハの字状に内湾し、明瞭な稜を有したのちやや外反して端部に至る。外面は黒灰色、断

面は小豆色である。

・甕（第26図279～281）

279は口縁部の破片である。推定口径は26.4cmを測る。基部から内湾ぎみに外上方にのび明瞭な稜を

有したのち端部に至る。内面には指頭圧痕が確認できる。外面は黒紫色、断面は小豆色である。280は

頚部と体部のくびれの破片である。外面には回転カキ目調整、内面には同心円タタキが確認できる。外

面は黒灰色、断面は小豆色である。281は体部の破片である。体部外面に平行タタキで調整されてい

る。内面は同心円タタキのちナデ調整されている。ハリツケられた頸部の一部が付属している。時期に

ついては、おそらく中村編年Ⅱ型式5段階（7世紀初頭）に比定される。

・円筒埴輪（第27図286～288）

286は口縁部の破片であり、外面はタテハケのちナナメヨコにナデ調整され、口縁はヨコナデ調整さ

れている。内面はヨコハケ調整されている。287は胴部の破片であり、明瞭な夕方を有する。外面は夕

290 291 292 293 294 295 296 297

298 299 300 301 302 303 304 305

306 307 308 309 310 311 312 313

314 315 316 317 318 319 320 321
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330 331 332 333 334 335 336 337
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テハケ、タガはヨコナデ調整されている。内面はタテハケ調整されている。288は底部の破片であり、

外面はタテハケ、底部付近外面はハケメが消え、内面は指で押さえつけた痕があり底部調整されている

ことが確認できる。いずれも土師質の円筒埴輪である。川西編年の第Ⅴ期（6世紀）にあたるものと考

えられる。

・紡錘車（第28図289）

ほぼ完形で出土している。算盤形の紡錘車である。

・不明（第27図285）

断面は外側にやや開いたUの字で、ドーナツ状に輪になっている破片である。外面は黒紫色、断面

は小豆色である。

第32図　壺棺墓
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第33図壺棺実測図
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       第3節その他の遺構と遺物

1　箱式石棺（第29図）

猿ヶ谷2号墳の墳丘、横穴式石室の西側に長軸方向をN-57°-Eにとる箱式石棺が検出された。こ

の箱式石棺は墳丘の封土除去後に検出され、墳丘の地山整形が標高約110.0m付近までにしか至ってい

ないためか、その削平を逃れたようである。残存は比較的良好で蓋石も残されており、閉塞状況での平

面規模は最大長約2.2m、最大幅約1.3mを測る。蓋石にはやや扁平な50～80cmの円礫が使用され、蓋石

本体の長軸を石棺本体に直交するように並べ重ねている。箱式石棺内部は扁平な円礫を組みあわせたも

ので、内部最大長約180cm、最大幅約30cm、最大深度約25cmを測る。石棺の組み合わせは側石北西側で

は長さ約80～50cmのものを3枚を使用し、南西側では長さ20～50cmのものを5枚使用している。小口

南西側には長さ40cm、北東側には長さ30cmの板状礫が使用されている。床面には2～5cm程の小円礫が

隙間を持って敷き詰められている。裏込めに用いられたと思われる粘土や礫などは確認されていない。

副葬品は埋没土の水洗選別によって得られた玉類のみであった。玉類は南西側から多く出土しており、

南西側の幅がやや広く設定されていたことと合わせて考えると、被葬者の頭位方向は南西側ということ

も考えられる。なおこの箱式石棺には所属時期を決定づける遺物の出土は認められていない。

2　箱式石棺出土の遺物（第30・31図）

玉類

　小玉37点、臼玉74点の総数111点が出土している。いずれも敷石間から採取した土砂の洗浄後発見

された。小玉27点（第30図290～316）、臼玉32点（第30図327～第31図358）が石棺東側から、小玉8点

（第30図317～326）、臼玉39点（第31図359～397）が石棺西側から発見された。

・小玉（第30図290～326）

290～326はビーズ状の小玉で、直径0.40～0.60cm、厚さ0.17～0.50cm、孔径0.10～0.25cm、重量

0.06～0.19gをそれぞれ測る。材質はガラスで色調は紫色が4点、不透明な紫色が5点、群青色が21

点、不透明な群青色が2点、青色3点、不透明な黄緑色2点である。

・臼玉（第30図327～第31図400）

353・356・370が厚さと体部径が等しく、その他はいずれも器高が体部径よりも小さい、低い円筒形

となる滑石製の臼玉である。それぞれ、直径0.30～0.45cm、厚さ0.15～0.35cm、孔径0.10～0.20cm、重

量0.01～0.09gを測る。色調は緑灰色が33点、暗緑灰色が40点、灰褐色が1点である。

3　壺棺墓（第32・33図）

箱式石棺の北西側約50cm、基底レベル約108.5mに位置している。主軸を南東方向（S-50゜-E）に

とる合口式の壷棺で、箱式石棺同様、猿ヶ谷2号墳による削平を逃れた結果残されているものである。

壷棺の器形からは古墳前期と考えられる。墓坑の規模は最大長約80cm、最大幅約70cmを測り、床面は

ほぼ平坦で検出面から50cmの深さである。また棺本体と棺蓋の合口部分には、その固定の役割をしたと

思われる粘土が部分的に残されていた。

401は壷棺の棺身である。口径18.5cm、胴部最大径51.0cmを測る。胴部は肩の張る形態をもち、やや

丸みのある底部を有する。調整は外面がハケ目、内面は横方向にヘラケズリが確認される。頸部近くに
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は線刻が施されている。

  402は棺蓋の鉢形土器である。口径26.5cmを測り、最大径は口縁部と体部との境付近に位置する。体

部は外湾しながら丸い底部に伸びる器形となっている。調整は外面にハケ目、タタキ目、内面にハケ目、

ヘラケズリが認められる。

第4節 表面採集遺物

石器（第34図403～407）

・スクレイパー（第34図403・404）

403はスクレイパーである。不定形剝片を素材としたもので、刃部は下辺および下辺に形成されている。

刃部は直線的で、表裏両面には素材時の剝離面を残している。サヌカイト製。404は不定形剝片を素材

としたスクレイパーで、刃部は下辺に直線的に形成されている。安山岩製。

・石庖丁（第34図405）

405は石庖丁で、全面研磨で仕上げられたものである。左半部が欠損しているが、穿孔が2ヶ所確認

される。刃部は外湾気味で端部は方角状となる。緑泥片岩製。

・石斧（第34図406）

406は石斧である。全面が研磨で整えられているが、側部の一部には敲打痕が残される。全体形は、

刃部側か幅広の撥形となる。刃部は蛤刃となる。蛇紋岩製。

・石核（第34図407）

407は安山岩製の石核である。扁平な円礫を素材としており、交互剝離によって剝片剝離を行っている。

表裏両面には礫面を残し、左側部には分割面が認められる。安山岩製。

上記5点の石器については、406の石斧を除く4点が弥生時代のものであると考えられ、石斧（406）

については形態的仁みて縄文時代の所産であろうと考えられる。石核については形態的に礫器ともとれ

るものであるが、麻生小学校南遺跡第2次調査（宮崎1993）や平松遺跡では弥生時代のものとして扱わ

れる可能性が示唆されている。礫面を大きく残すことや大まかな交互剝離による剝片剝離など、これら

の遺跡出土の石核と共通する部分は多く、今後も注意していきたい資料である。

鉄器（第34図408）

・大刀（第34図408）

408は大刀である。中茎・関と先端部は欠損している。この大刀は前方部の表土層中より出土したも

のである。形態的には石室内出土のものに類似している。

玉類（第34図409） 

・勾玉（第34図409）

409は勾玉である。暗緑色となる碧玉製のもので最大長3.60cm、頭部最大幅2.20cm、最大厚1.70cm、

孔径0.15～0.35cm、重量11.09gを測る。全体形はコの字状となる。
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第5節　調査の成果

　猿ヶ谷2号墳は、愛媛県桧山平野南部の丘陵地帯に立地する横穴石室をもっ円墳であり、今後の資料

検討により前方後円墳である可能性も残している。周辺にはこの時期における数多くの群集墳が残され、

f字鏡板付轡の出土からも、本地域における古墳時代研究に良好な資料を提示できたと考えている。墳

丘は調査着手の段階から様々な検討がなされてきたが、調査区周辺の著しい破壊度もあり、具体的な発

掘調査の所見からは墳丘の復元には至らなかった。また埴輪列や周溝などの外装施設に関しては確認さ

れていない。結論的には前方後円墳とは現状では言い難いが、その可能性は残している。

　内部主体は横穴式石室で、古墳主軸に直交するかたちで構築されていた。玄室全長約3.5mで、開口

部は南西側をとる。羨道部はほとんど破壊されており、西側の一部が残存するにすぎないが、残される

痕跡からは両袖の形態をとるものであったことが考えられる。石室内には礫床面が施され、奥壁側の約

2.1×1.0mの範囲はより細かな礫で構成されており、棺座を意図したものと考えられた。

　石室内の出土遺物はf字鏡板付轡を筆頭に、質・量ともに豊富である。

　須恵器については中村編年Ⅱ型式3段階からⅢ型式1段階の範囲に比定され、石室の使用された時期

は6世紀中頃から7世紀前半にかけての範囲で考えることができる。また石室内におけるこれら須恵器

の出土分布をみると時期的な傾向を示しており、カタヅケなどの行為によって移動させられた状況が把

握できる。

　鉄製品の出土は鉄鏃・大刀・馬具など内容は豊富で、中でもf字鏡板付轡は伊予三島市経ヶ岡古墳に

続いて県内で2例目の出土例となった。ここで経ヶ岡古墳出土のf字鏡板付轡を見てみると、ばぼ完形

で立聞も残存している。鏡板全長23.0cm、中央部幅8.0cm、立聞幅3.5cm、銜通し孔は長径3.0cm、短径1.8cm、

街は全長21.0cmの二連式であり、19.0cmの引手が鏡板内側で街先環で連結されている。また、長さ7.5cm

の別造りの引手壺が付属している。猿ヶ谷2号墳のf字鏡板付轡とくらべるとほとんど同じ大きさであ

るが、猿ヶ谷2号墳の方が橋状部にも鋲留されており鋲数も若干多い。

　その他の鉄器の所属時期については、大刀が6世紀中頃以前（138・142・144）、6世紀中頃～末（135・

136・137）、7世紀初頭（139・140・141・143）とおおまかに3つの時期に分かれる。馬具についても6

世紀初頭～7世紀初頭の時期である。これらのことは、石室内出土の須恵器の時期ともほぼ符合している。　

　また今回の調査では、古墳時代前期の壺棺墓1基と所属時期不明の箱式石棺が確認されている。これ

らは猿ヶ谷2号墳の後円部構築の際に受けた削平を逃れて残されたものと判断され、発掘調査の所見か

らは猿ヶ谷2号墳に先行するものと考えられる。このことは封土内から出土した陶質土器や埴輪とも無

関係ではないと考えられる。つまり封土内からは川西編年Ⅴ期（川西1978）に比定されると思われる埴

輪の出土が確認されており、このことは猿ヶ谷2号墳に先行したであろう古墳の存在を想起させるもの

である。これらの遺物と箱式石棺や壷棺墓との共時性は不明な点が多く言及できないが、猿ヶ谷2号墳

に先行する古墳の存在は示唆できよう。

墳丘封土内から出土した遺物の中に、本地域で確認されているものと異なる様相の土器が確認できた。

第25図273～276、第27図282～285の8点の土器がそれで、器壁の内外面ともに光沢を持つ黒褐色の色調

で、断面が小豆色となるものである。また、形態や施文も異質で、松山平野南部において類例に乏しい

ものである。ここではそれらのものについて、簡単に触れておきたい。

　まず273・274は口縁端部が外反し、くしがき列点文と波状文の施された器台の杯部で、二者は同じ形
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態をとるものと思われる。また同じく器台の杯部には275があるが、鋸歯文と斜格子文が施されている。

これら3点の器台はいずれも装飾性に富み、特に本体すべての形態は不明なものの、275の文様構成は

大阪府大庭寺遺跡出土のものに類似している。こうした文様構成をもつ器台については、初期須恵器の

特徴を備えたものとして扱われている（冨加見1993）。またこれらの器台については、大庭寺遺跡でま

とまった出土量をみせる高坏形器台（A類）として扱うことができよう。282は広口小壷として理解で

きるもので、発達した口縁に二条の凸帯を持つものである。この土器についても焼成は表面が黒褐色で

硬質なもので、他の封土内出土のものに比して異質なものである。広口小壷を詳細に分析した論考とし

ては武末純一氏の研究があるが、口縁の特徴と全体形からは、武末分類のBⅡ2bに該当するものと考

えられる。武末氏はこうした広口小壷を陶質土器として位置づけており、類例も少数であるとしている。

今回出土した広口小壷を陶質土器に比定するには、詳細な遺物の分析をふまえた上で断定しなければ

ならないが、陶質土器に酷似したものとして扱うことができよう。・283の小形器台については、一般的

には広口小壷との共伴関係が認められると思われるが（武末1993）、今回の調査では同じ墳丘の封土内

の出土であるということ以外には、共時性について論ずることはできないが、陶質土器に類似した広口

小壷や、初期須恵器に属すると思われる器台などが出土していることを考えあわせれば、陶質土器また

は初期須恵器の系譜にあると考えられよう。284の高杯は明確な類例を他の地域において確認すること

はできず、所属時期や共伴資料の類推については不明といわざるを得ない。また285についても器種は

不明で、類例の増加を待つに留まる。これらの土器については、初期須恵器または陶質土器と呼ばれる

一群に比定できるものと考えている。しかし、産地の認定を行っているわけではなく類例に乏しいこと

もあり、類例調査と編年的位置づけなどについては調査例の増加に委ねるしかない。ちなみに愛媛県内

で陶質土器の技法を踏襲したであろう土器は、西条市飯岡北山窯跡（常盤1991）、今治市唐子台（正岡

1991）、伊予郡松前町出作遺跡（定森1993）、東宇和郡宇和町伊勢山犬塚古墳（十亀1991）などで認めら

れている。今後はこれらの類例も含め、組成や所属時期に関する詳細な研究が期待される。

猿ケ谷2号墳は出土遺物等からも、松山平野南部における首長墓的存在であることがわかった。この

猿ケ谷2号墳の存在する周辺地域では客池古墳や遊塚古墳など、首長墓系の古墳の存在が知られており、

こうしたグループ単位で存在する首長墓の検討や、被葬者の政治的立場を示す数々の副葬品の細部にわ

たる検証にも期待したい。

（多田・和田・岡本）
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第1表 石室内出土遺物観察表1 （須恵器）
　［］：推定値（ ）：残存値（単位：cm）

口（底）径
番号 器種 手法的特徴 　　　外 胎土焼成

挿図番号色調器高 　内　　　その他

13．6 自服褐色
1 杯蓋 密やや不 第9図

3．9 白灰褐色

13．5

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整
内面 中央部、無調整、その他、回転ナデ調整

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その 也、回転ナデ’ 周整 灰褐色
2 杯蓋

他、回転ナデ
密良好 第9図

4．3 内面 中央部、不整方向ナデ調整、その 周整 灰褐色

12．8 灰褐色
3 杯蓋 粗良好 第9図

4．7 灰褐色

13．1 灰褐色
4 杯蓋 粗良好 第9図

4．0 灰褐色

12．8 淡灰褐色
5 杯蓋 密良 第9図

3．9 淡灰褐色

14．0 灰褐色
6 杯蓋 粗良好 第9図

4．2 灰褐色

14．4

外面天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面回転ナデ調整

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 回転ナデ調整

外面　天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面　回転ナデ調整

外面　天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面　中央部、無調整、その他、回転ナデ調整

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その 也、回転ナデ調整 灰褐色
7 杯蓋 密良好 第9図

3．8 内面 中央部、不整方向ナデ調整、その 他、回転ナデ調整 灰褐色

［10．3］ 外面　天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整 暗灰褐色
8 杯蓋 密良好 第9図

内面　中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整 暗灰褐色

暗灰褐色
9 杯身 密良好 第9図

3．4

11．7

3．6

外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整 暗灰褐色

11．6 暗灰褐色
10 杯身 密良好 第9図

4．2 暗灰褐色

18．0 淡灰褐色
11 高杯蓋 密良 第9図

6．2 淡灰褐色

18．2

外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整
内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

外面 天井部、回転カキ目調整、その他、回転ナデ調整凹状のつまみ、沈線あり

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

外面 天井部、回転カキ目調整、その他、回転ナデ調整凹状のつまみ、沈線あり 淡灰褐色
12 高杯蓋 密良 第9図

6．6 内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整 白灰褐色

17．8 外面 天井部、回転カキ目調整、その他、回転ナデ調整凹状のつまみ、沈線あり 淡灰褐色
13 高杯蓋 密良 第9図内面6．4 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整 白灰褐色

16．8 淡灰褐色
14 高杯蓋 密良 第9図

6．4 淡灰褐色

15．2 淡灰褐色
15 高杯蓋 密良好 第9図

5．5 淡灰褐色

15．0 暗灰褐色
16 高杯蓋 密良好 第9図

5．4 暗灰褐色

14．8 暗灰褐色
17 高杯蓋 密良好 第9図

5．2

外面　天井部、回転カキ目調整、その他、回転ナデ調整凹状のつまみ、沈線あり

内面　中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整凹状のつまみあり

内面 中央部、無調整、その他、回転ナデ調整

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整凹状のつまみあり

内面 中央部、無調整、その他、回転ナデ調整

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整凹状のつまみあり

内面 中央部、無調整、その他、回転ナデ調整 暗灰褐色

14．8 外面　天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整凹状のつまみあり 黒灰褐色
18 高杯蓋 密良好 第9図

5．2 内面　中央部、無調整、その他、回転ナデ調整 灰褐色
外面

14．6 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整凹状のつまみあり 灰褐色
19 高杯蓋 内面 密良好 第9図

4．6 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整 灰褐色

15．4 外面天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整凹状のつまみ、口縁部内面にかえりあり 灰褐色
20 高杯蓋 密良好 第9図

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整 暗灰褐色

高杯 淡灰褐色
21 密良好 第10図

（有蓋）

5．0

13．4

17．6

外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整脚部に沈線、スカシ、稜あり

内面 回転ナデ調整 淡灰褐色

高杯 ［15．8］ 外面　底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整杯部に沈線、脚部にスカシあり 黒灰褐色
22 密良好 第10図

（9］ 内面　回転ナデ調整 灰褐色

11．8 外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整杯部に稜、脚部にスカシあり 灰褐色
第10図23 密良好

（無蓋）

高杯

（無蓋） （11．7） 内面 回転ナデ調整 灰褐色

高杯（杯部）［11．9］ 外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整杯部に稜あり 黒灰褐色
第10図24 密良好

（無蓋） （４．0） 内面 回転ナデ調整 灰褐色

高杯（脚部） 16．2 外面 回転ナデ調整脚部にスカシ、稜あり 淡灰褐色
25 密良好 第10図

（有蓋） （12．7） 内面 回転ナデ調整 淡灰褐色

高杯（脚部）［18．5］ 外面 回転ナデ調整脚部にスカシ、稜あり 灰褐色
26 密良好 第10図

暗灰褐色（有蓋） （4．2） 内面 回転ナデ調整

高杯（脚部）［17．6］ 外面 回転ナデ調整脚部にスカシ、稜あり 白灰褐色
27 密やや不 第10図

淡灰褐色（有蓋） （4．3） 内面 回転ナデ調整

高杯（脚部）［15．8］ 外面　回転ナデ調整脚部にスカシ、稜あり 白灰褐色
28 密良好 第10図

（有蓋） （5．6） 内面　回転ナデ調整 淡灰褐色

高杯（脚部）［14．3］ 外面 回転ナデ調整脚部にスカシあり 灰褐色
29 密良好 第10図

暗灰褐色（有蓋） 3．0 内面 回転ナデ調整

高杯（脚部）［15．7］ 外面　回転ナデ調整脚部にスカシあり 黒灰褐色
30 密良好 第10図

（有蓋） （6．1） 内面　回転ナデ調整 灰褐色

高杯（脚部）［13．2］ 外面 回転ナデ調整、脚部にスカシあり 灰褐色
31 密良好 第10図

（有蓋） （5．8） 内面 回転ナデ調整 灰褐色

外面 回転ナデ調整、波状文あり 灰褐色
第11図32 器台（口縁部） 密良好

（4．0） 内面 回転ナデ調整 灰褐色

黒灰褐色
33 壺（口縁部） 密良好 第11図

［16．2］ 外面 回転ナデ調整、波状文あり

（4．1） 内面 回転ナデ調整 灰褐色

25．9 外面 回転ナデ調整、沈線、波状文、ヘラがき列点文あり 淡灰褐色
34 器台（脚部） 密良好 第11図

（9．2） 内面 回転ナデ調整 白灰褐色

短勁壷 7．6 暗灰褐色
35 密良好 第11図

（有蓋） 8．7 暗灰褐色

短頸壷 10．8

外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

外面　底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整 暗灰褐色
36 密良好 第11図

（無蓋） 10．3 内面　中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整 灰褐色

－ 灰褐色
第11図37 甕 回転ナデ調整、体部外面平行タタキ、内面、同心円タタキ 密良好

（21．1） 灰褐色

高杯 9．8 灰褐色
第11図38 密良好

（無蓋短脚） 6．7

外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整沈線あり

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整 灰褐色
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第2表　石室内出土遺物観察表2（玉類）　
（単位：cm・g）

孔径 重量番号 種別 最大長 直径 色調 材質 挿図番号

39 空玉 1．50 0．10 0．49 暗褐色 銀 第12図

40 空玉 1．20 2．61．暗褐色 銀 第12図

41 空玉 1．40 0．62 暗褐色 銀 第12図

42 棗玉 0．99 0．70 0．30 0．20 赤褐色 琥珀 第12図

43 丸玉 ガラス 第12図

44 丸玉 ガラス 第12図

45 丸玉 ガラス 第12図

46 丸玉 ガラス 第12図

47 丸玉 ガラス 第12図

48 丸玉 ガラス 第12図

49 丸玉 ガラス 第12図

50 丸玉 ガラス 第12図

51 丸玉 ガラス 第12図

52 丸玉 ガラス 第12図

53 丸玉 ガラス 第12図

54 丸玉 ガラス 第12図

55 丸玉 ガラス 第12図

56 丸玉 ガラス 第12図

57 小玉 ガラス 第12図

58 小玉 ガラス 第12図

59 小玉 ガラス 第12図

60 小玉 ガラス 第13図

61 小玉

0．99 1．21 0．35 1．98 白色

0．50 0．65 0．15 0．30 群青色

0．45 0．79 0．10 0．43 群青色

0．46 0．71 0．20 0．24 黄褐色

0．61 0．71 0．15 0．42 淡橙色

0．43 0．64 0．20 0．28 群青色

0．47 0．64 0．15 0．29 群青色

0．52 0．66 0．20 0．29 群青色

0．55 0．69 0．20 0．38 群青色

0．37 0．73 0．30 0．25 青色

0．40 0．65 0．15 0．24 群青色

0．38 0．66 0．15 0．22 群青色

0．42 0．63 0．15 0．22 群青色

0．47 0．65 0．15 0．27 群青色

0．40 0．58 0．10 0．20 橙色

0．32 0．51 0．15 0．11 黄緑色

0．35 0．38 0．10 0．08 黄緑色

0．28 0．31 0．05 0．04 黄緑色

0．45 0．59 0．15 0．19 群青色 ガラス 第13図

62 小玉 0．47 0．58 0．15 0．20 青色 ガラス 第13図

63 0．34 0．60 0．10 0．16 群青色 ガラス 第13図

64 0．32 0．42 0．10 0．08 青色 ガラス 第13図

65 0．25 0．47 0．15 0．08 青色 ガラス 第13図

66 0．36 0．42 0．15 0．11 群青色 ガラス 第13図

67 0．38 0．45 0．15 0．11 紫色 ガラス 第13図

68 黄色 ガラス 第13図

69 黄色 ガラス 第13図

70 黄色 ガラス 第13図

71 黄色 ガラス 第13図

72 黄色 ガラス 第13図

73 黄色 ガラス 第13図

74 黄色 ガラス 第13図

75 黄色 ガラス 第13図

76 黄色 ガラス 第13図

77 黄色 ガラス 第13図

78

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

0．41 0．58 0．15 0．17

0．33 0．44 0．10 0．08

0．22 0．43 0．15 0．06

0．23 0．40 0．10 0．05

0．20 0．37 0．08 0．04

0．27 0．37 0．08 0．05

0．22 0．35 0．10 0．04

0．24 0．35 0．10 0．04

0．23 0．40 0．10 0．05

0．23 0．43 0．15 0．05

0．22 0．36 0．10 0．04 黄色 ガラス 第13図

第3表　石室内出土遺物観察表3（玉類）　
（単位：cm・g）

番号 種別 最大長 直径 孔径 重量 色調 材質 挿図番号

79 小玉 黄色 ガラス 第13図

80 黄色 ガラス 第13図

81 黄色 ガラス 第13図

82 黄色 ガラス 第13図

83

小玉

小玉

小玉

小玉

0．36 0．38 0．08 0．07

0．24 0．40 0．10 0．05

0．24 0．35 0．08 0．04

0．21 0．39 0．10 0．04

0．20 0．36 0．10 0．03 黄色 ガラス 第13図

84 小玉 0．21 0．37 0．10 0．04 黄色 ガラス 第13図

85 0．21 0．37 0．10 0．04 黄色 ガラス 第13図

86 黄色 ガラス 第13図

87 黄色 ガラス 第13図

88 黄色 ガラス 第13図

89 黄色 ガラス 第13図

90 黄色 ガラス 第13図

91 黄色 ガラス 第13図

92 黄色 ガラス 第13図

93 黄色 ガラス 第13図

94 黄色 ガラス 第13図

95 黄色 ガラス 第13図

96 黄色 ガラス 第13図

97 黄色 ガラス 第13図

98 黄色 ガラス 第13図

99

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

0．24 0．37 0．10 0．04

0．29 0．42 0．10 0．07

0．16 0．31 0．10 0．02

0．22 0．36 0．10 0．04

0．26 0．36 0．10 0．04

0．22 0．36 0．10 0．04

0．25 0．34 0．10 0．03

0．21 0．33 0．08 0．03

0．22 0．38 0．10 0．04

0．24 0．35 0．10 0．04

0．21 0．32 0．08 0．03

0．16 0．39 0．15 0．03

0．13 0．37 0．15 0．03

0．19 0．35 0．10 0．03 黄色 ガラス 第13図

100 小玉 0．18 0．33 0．10 0．03 黄色 ガラス 第13図

101 小玉 0．26 0．42 0．15 0．05 暗赤褐色 ガラス 第13図

102 0．24 0．40 0．15 0．04 暗赤褐色 ガラス 第13図

103

小玉

小玉 0．21 0．39 0．15 0．04 暗赤褐色 ガラス 第13図

104 第13図

105

0．23 0．36 0．10 0．04 暗赤褐色 ガラス

0．21 0．42 0．15 0．04 暗赤褐色 ガラス 第13図

106 第13図

107

0．19 0．34 0．15 0．02 暗赤褐色 ガラス

0．21 0．33 0．10 0．03 暗赤褐色 ガラス 第13図

108 0．23 0．33 0．10 0．03 暗赤褐色 ガラス 第13図

109 第13図

110 第13図

Ill

0．18 0．37 0．15 0．03 暗赤褐色 ガラス

0．26 0．37 0．10 0．05 暗赤褐色 ガラス

0．20 0．35 0．15 0．03 暗赤褐色 ガラス 第13図

112 0．22 0．30 0．10 0．03 暗赤褐色 ガラス 第13図

113 第13図

114 第13図

115

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

0．19 0．37 0．15 0．03 暗赤褐色 ガラス

0．23 0．35 0．10 0．04 暗赤褐色 ガラス

0．28 0．29 0．10 0．03 暗赤褐色 ガラス 第13図

116 小玉 0．27 0．32 0．10 0．04 暗赤褐色 ガラス 第13図

117 第13図

118

0．20 0．33 0．10 0．03 暗赤褐色 ガラス

0．18 0．37 0．10 0．03 暗赤褐色 ガラス 第13図

119

小玉

小玉

小玉 0．32 0．32 0．10 0．04 暗赤褐色 ガラス 第13図

第4表　石室内出土遺物観察表4（金属器）　　　　　　　　　　（単位：cm・g）

番号 器 　種 　　遺 存
法　　量

挿図番号
長さ 幅 厚さ 重　量

120 銅芯金張耳環 銅芯部のみ 2．60 2．90 0．60 9．55 第14図

121 銅芯金張耳環 完存 2．80 3．00 0．60 20．08 第14図

122 銅芯金張耳環 完存 2．30 2．50 0．60 11．14 第14図

123 銅芯金張耳環 銅芯部のみ 2．80 3．10 0．70 11．91 第14図

124 銅芯金張耳環 銅芯部のみ 2．40 2．60 0．60 5．01 第14図

125 銅芯金張耳環 銅芯部のみ 2．70 3．00 0．50 7．04 第14図

126 銅芯金張耳環 銅芯部のみ 2．90 3．10 0．60 14．86 第14図

127 銅芯金張耳環 銅芯部のみ 2．90 3．10 0．60 12．87 第14図

128 銅芯金張耳環 完存 2．60 3．00 0．60 21．25 第14図

129 銅芯金張耳環 銅芯部のみ 2．80 3．20 0．70 16．99 第14図

130 銅芯金張耳環 銅芯部のみ 2．50 3．00 0．70 12．15 第14図

131 銀製耳環 完存 2．30 2．40 0．30 2．63 第14図

132 銅芯金張耳環 銅芯部のみ 2．50 2．80 0．50 5．93 第14図

133 銀製耳環 完存 2．40 2．60 0．80 2．18 第14図

134 鉄製指輪 完存 1．90 1．60． 0．50 1．63 第14図

135 直刀 切先欠損 49．60 3．80 0．70 255．53 第14図

136 直刀 切先欠損 34．40 3．70 0．80 202．75 第14図

137 直刀 切先欠損 54．30 3．70 0．60 283．69 第15図

138 直刀 切先、茎部欠損 51．00 3．50 0．80 336．15 第15図

139 直刀 切先、茎部欠損 47．90 3．00 0．70 254．72 第15図

140 直刀 茎部欠損 40．80 2．60 0．75 260．74 第16図
141 直刀 切先、茎部欠損 47．40 2．65 0．70 320．82 第16図

142 直刀 切先欠損 51．40 3．20 0．75 216．93 第16図

143 直刀 切先欠損 34．10 2．90 0．70 238．33 第16図

144 直刀 切先、茎部欠損 28．10 2．70 0．70 139．15 第16図

145 直刀 刀身 50．40 3．30 0．60 176．31 第17図

146 直刀 切先 13．10 3．10 0．55 35．66 第17図
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第5表　石室内出土遺物観察表5（金属器）　　　　　　　　　
（単位：cm・g）

番号 器　　種 遺 　　存
法　　量

挿図番号
長さ 幅 厚さ 重量

147 直刀 刀身 48．60 3．70 0．70 251．24 第17図
148 鉄鏃 完存 16．50 1．10 0．30 9．80 第18図

149 鉄鏃 茎部欠損 15．10 1．00 0．20 6．47 第18図

150 鉄鏃 完存 16．40 0．70 0．30 6．23 第18図

151 鉄鏃 鏃身部欠損 14．90 0．45 0．40 17．57 第18図

152 鉄鏃 完存 15．50 1．00 0．20 14．56 第18図

153 鉄鏃 鏃身部、頸部 9．50 1．00 0．30 4．39 第18図

154 鉄鏃 鏃身部、頸部 7．15 0．90 0．30 4．06 第18図

155 鉄鏃 鏃身部欠損 14．95 1．30 0．50 15．21 第18図

156 鉄鏃 鏃身部欠損 15．80 0．80 0．40 17．80 第18図
157 鉄鏃 頸部欠損 13．75 1．10 0．20 16．54 第18図

158 鉄鏃 鏃身部 9．60 1．10 0．30 10．83 第18図

159 鉄鏃 頸部 6．70 1．10 0．40 6．56 第18図
160 鉄鏃 鏃身部 5．80 1．10 0．20 6．23 第18図

161 鉄鏃 鏃身部 6．50 1．20 0．40 6．87 第18図

162 鉄鏃 ほぼ完存 5．60 2．60 0．30 9．97 第18図
163 鉄鏃 鏃身部 4．80 1．20 0．20 5．34 第19図

164 鉄鏃 鏃身部 5．10 1．20 0．20 5．15 第19図

165 鉄鏃 鏃身部 5．10 1．00 0．30 6．28 第19図
166 鉄鏃 鏃身部 4．90 1．00 0．20 4．56 第19図

167 鉄鏃 鏃身部 6．90 1．10 0．30 7．79 第19図
168 鉄鏃 鏃身部 5．10 1．00 0．20 4．76 第19図
169 鉄鏃 鏃身部 4．00 1．00 0．30 4．52 第19図

170 鉄鏃 鏃身部 3．80 1．10 0．30 4．82 第19図

171 鉄鏃 鏃身部 3．90 1．00 0．30 4．02 第19図
172 鉄鏃 鏃身部 4．40 1．10 0．40 5．81 第19図

173 鉄鏃 鏃身部 3．10 1．10 0．30 2．77 第19図
174 鉄鏃 鏃身部 3．60 1．00 0．30 4．21 第19図
175 鉄鏃 頸部 4．20 1．40 0．25 5．86 第19図

176 鉄鏃 頸部 5．90 0．70 0．45 9．28 第19図

177 鉄鏃 頸部 4．30 0．90 0．45 4．95 第19図
178 鉄鏃 茎部 8．55 0．80 0．50 9．05 第19図
179 鉄鏃 茎部 9．00 0．70 0．40 13．22 第19図

180 鉄鏃 頸部 5．50 0．80 0．40 8．40 第19図
181 鉄鏃 頸部 2．80 0．75 0．45 3．43 第19図
182 鉄鏃 頸部 5．50 0．90 0．40 7．86 第19図

183 鉄鏃 頸部 6．80 0．80 0．40 8．71 第19図

184 鉄鏃 頸部 3．80 0．65 0．50 3．66 第19図
185 鉄鏃 頸部 6．80 0．80 0．30 8．00 第19図

186 鉄鏃 頸部 4．20 0．90 0．40 5．21 第19図

187 鉄鏃 頸部 4．75 0．85 0．40 6．45 第19図
188 鉄鏃 頸部、茎部 12．10 0．60 0．30 9．09 第19図

189 鉄鏃 頸部 4．70 0．60． 0．40 5．90 第19図
190 鉄鏃 茎部 3．90 0．60 0．60 3．41 第19図

191 鉄鏃 頸部 5．40 0．75 0．40 4．98 第19図

192 鉄鏃 頸部 4．80 0．70 0．30 3．59 第19図
193 鉄鏃 頸部 10．30 0．80 0．50 10．22 第19図

194 鉄鏃 頸部 3．90 0．85 0．50 4．59 第19図

195 鉄鏃 頸部 3．60 0．60 0．40 4．21 第19図
196 鉄鏃 鏃身部 3．10 1．00 0．30 3．35 第19図

197 鉄鏃 頸部 2．50 0．70 0．40 3．09 第19図

198 鉄鏃 頸部 3．70 0．70 0．50 4．86 第19図
199 鉄鏃 頸部 3．80 0．60 0．40 4．10 第19図
200 鉄鏃 頸部 2．80 1．00 0．40 3．19 第19図

201 鉄鏃 頸部 5．60 0．70 0．40 6．01 第20図

202 鉄鏃 頸部 6．50 0．60 0．30 7．32 第20図
203 鉄鏃 頸部 7．10 0．60 0．30 6．49 第20図

204 鉄鏃 頸部 5．20 0．50 0．50 7．75 第20図

205 鉄鏃 頸部 4．70 0．65 0．40 6．03 第20図
206 鉄鏃 頸部 4．50 0．60 0．35 4．20 第20図

207 鉄鏃 頸部 5．30 0．60 0．30 4．24 第20図

208 鉄鏃 頸部 4．60 0．60 0．30 3．20 第20図
209 鉄鏃 頸部 5．20 0．70 0．40 5．27 第20図

210 鉄鏃 頸部 3．40 0．65 0．40 4．10 第20図

211 鉄鏃 頸部 3．25 0．95 0．20 4．53 第20図
212 鉄鏃 頸部 4．90 0．80 0．40 5．78 第20図
213 刀子 ほぼ完存 12．50 1．60 0．60 5．48 第20図

214 刀子 破片 4．60 1．50 0．60 6．36 第20図
215 刀子 破片 2．80 2．20 0．40 7．36 第20図
216 刀子 破片 4．20 1．30 0．40 4．24 第20図

217 刀子 破片 2．80 2．10 0．40 3．56 第20図
218 刀子 破片 4．20 1．50 0．30 8．44 第20図
219 鉄斧 完存 11．35 4．30 2．90 115．11 第20図

220 鉄斧 完存 9．00 2．20 1．50 42．76 第20図

221 鉄鎌 先端部 6．00 2．30 0．40 10．32 第20図
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第6表　石室内出土遺物観察表6（金属器）　　　　　　　　　　（単位：cm・g）

番号 器種 遺存
法　　量

挿図番号
長さ 幅 厚さ 重量

222 板状立聞素環鏡板付轡 完存 7．50 6．50 0．70 134．85 第21図

223 一部欠損 7．00 5．50 0．70 50．53 第21図

224 ほぼ完存 8．00 8．00 0．70 78．52 第21図

225 破片 5．80 2．00 0．90 12．68 第21図

226 破片 6．20 0．60 6．85 第21図

227 破片 6．50 0．50 5．38 第21図

228

板状立聞素環鏡板付轡

立聞空連素環鏡板付轡

轡

立聞空連素環鏡板付轡

立聞空連素環鏡板付轡

立聞空連素環鏡板付轡 一部欠損 15．50 1．50 0．50 11．11 第21図

229 ほぼ完存 23．60 10．90 0．50 650．26 第22図

230 完存 3．50 3．50 1．40 13．24 第23図

231 完存 3．10 3．40 1．60 11．35 第23図

232 完存 3．30 3．50 1．30 10．77 第23図

233 完存 3．30 3．10 1．70 15．77 第23図

234 完存 3．30 3．50 1．30 11．38 第23図

235 完存 3．00 3．30 1．50 11．03 第23図

236 完存 2．40 2．80 1．30 6．77 第23図

237 ほぼ完存 3．10 2．90 0．80 8．11 第23図

238 完存 2．10 2．40 1．10 5．34 第23図

239 完存 2．20 2．70 0．90 5．77 第23図

240 ほぼ完存 2．30 2．60 1．00 5．13 第23図

241 完存 2．20 2．60 1．10 3．64 第23図

242 完存 2．30 2．60 1．20 6．85 第23図

243 ほぼ完存 2．30 2．70 1．00 4．94 第23図

244 ほぼ完存 2．20 2．60 1．10 4．68 第23図

245 完存 2．10 2．50 1．10 4．81 第23図

246

f字形鏡板付轡

組合せ十字形辻金具

組合せ十字形辻金具

組合せ十字形辻金具

組合せ十字形辻金具

組合せ十字形辻金具

組合せ十字形辻金具

組合せ十字形辻金具

組合せ十字形辻金具

組合せ十字形辻金具

組合せ十字形辻金具

組合せ十字形辻金具

組合せ十字形辻金具

組合せ十字形辻金具

組合せ十字形辻金具

組合せ十字形辻金具

組合せ十字形辻金具

辻金具 完存 2．90 2．20 1．10 3．57 第23図

247 完存 2．90 2．20 1．20 5．57 第23図

248 完存 2．70 2．10 1．30 5．28 第23図

249 破片 2．50 2．00 1．60 5．80 第23図

250 完存 4．60 3．20 1．40 16．31 第23図

251

辻金具

辻金具

革金具

革金具

革金具 完存 4．40 3．40 2．30 14．90 第23図

252 破片 3．80 2．50 0．70 5．00 第23図

253 破片 5．10 2．80 0．80 9．16 第23図

254 破片 3．00 2．90 0．70 4．05 第23図

255

釣舌金具

釣舌金具

組合せ十字形辻金具

校具 破片 4．40 3．00 0．50 3．57 第23図

256 破片 2．40 2．40 0．50 1．42 第23図

257 破片 2．20 2．20 0．30 1．28 第23図

258

校具

校具

欽具 破片 2．40 1．20 0．40 1．40 第23図

259 破片 2．90 0．80 0．30 1．20 第23図

260

責金具
責金具 破片 2．60 0．80 0．30 1．12 第23図

第7表 封土内出土遺物観察表1　　　　　　　　
［］：推定値（）：残存値

　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：cm）

番号 器種
口（底）径
器高 手法的特徴 色調 外

　　

内
胎土　焼成

挿図番号
その他

261
［14．7］

杯蓋
4．0

暗灰褐色

灰褐色
密　良好 第24図

262
［15．1］

杯蓋

外面天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整
内面中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

外面天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

灰褐色
灰褐色

密　良好 第24図

263 杯身

（4．4）

［11．7］

（4．6）

引火褐色

膏灰褐色
密　良好 第24図

264
高杯（杯部）
（無蓋）

［17．8］
（5．6）

暗灰褐色

暗灰褐色
密　良好 第24図

265
高杯（口縁部）［16．0］

（3．7）
暗灰褐色

灰褐色
密　良好 第24図

266

（無蓋）

高杯（脚部） 14．4
（8．8）

灰褐色

灰褐色
密　良好 第24図

267

（無蓋）

高杯（脚部）［10．8］

（6．0）

黒灰褐色
黒灰色

密　良好 第24図

268

（無蓋）

高杯（脚部）
（無蓋）

［12．2］

（4．5）

黒灰褐色

暗灰褐色
密　良好 第24図

269 *（口縁部）
［13．8］

（4．2）

淡灰褐色

淡灰褐色
密　良好 第24図

270 壺（口縁部）
［21．6］

（7．2）

暗灰褐色

暗灰褐色
密　良好 第24図

271 壺（口縁部）
23．4

（9．4）

暗灰褐色

灰褐色
密　良好 第24図

272 器台（口縁部）
30．7

9．6

暗灰褐色
灰褐色

密　良好 第24図

［29．8］
273 器台（口縁部）

（9．5）

黒紫色

灰紫色
密　良好 第25図

274 器台（口縁部）
［28．2］

（4．3）

黒紫色

灰紫色
密　良好 第25図

275 器台（杯部）
［44．8］

（16．2）

外面底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面回転ナデ調整
外面底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、稜あり

内面中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

州聞底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、稜あり

内面回転ナデ調整

外面回転ナデ調整、沈線、スカシあり
内面回転ナデ調整

外面回転ナデ 調整、稜、スカシあり

内面回転ナデ 調整

州面回転ナデ調整、沈線、スカシあり
内面回転ナデ調整

外面底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、沈線あり

内面回転ナデ調整

外面回転ナデ調整、沈線、波状文あり

内面回転ナデ調整
外面回転ナデ調整、沈線、波状文あり

内面回転ナデ調整

外面回転ナデ調整、沈線、波状文あり

内面回転ナデ調整

外面回転ナデ調整、沈線、クシがき列点文、波状文あり

内面回転ナデ調整
外面回転ナデ調整、クシがき列点文、波状文あり

内面回転ナデ調整

外面回転ナデ調整、沈線、斜格子文、鋸歯文あり

内面回転ナデ調整

黒紫色

暗灰色
密　良好 第25図
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第8表　　　 封土内出土遺物観察表2

　　　　　

［］：推定値（）：残存値（単位：cm）

番号 器種
口（底）径

器　高
手法的特徴 色調 外

内

胎土焼成
その他

挿図番号

276 器台（脚部）
（8．9）

黒灰色

黒紫色
密良好 第25図

277 器台（脚部）
［30．6］
（26．8）

外面回転ナデ調整、突帯文、スカシあり

内面回転ナデ調整

外面回転ナデ調整、沈線、波状文、スカシあり
内面回転ナデ調整

淡灰褐色

淡灰褐色
密良好 第26図

278 器台（脚部）
（13．2）

外面

内面

回転ナデ調整、沈線、ヘラがき列点文、スカシあり

回転ナデ調整

暗灰褐色

灰褐色
密良好 第26図

279 甕（口縁部）
［26．4］

（8．5）

外面回転ナデ調整、稜あり

内面回転ナデ調整、指頭圧痕あり

黒紫色

黒紫色
緻密良好 第26図

280 甕（頚部）
（4．1）

外面

内面
回転ナデ調整、体部、回転カキ目調整
回転ナデ調整、同心円タタキ

黒灰色

暗灰色
緻密良好 第26図

281 甕（体部）
（5．9）

淡灰褐色

淡灰褐色
密良好 第26図

282 広口小壷
8．6
7．1

黒紫色
黒灰色

密良好 第27図

283 小型器台
［8．9］

6．8

黒灰色

灰紫色
密良好 第27図

284
高杯（脚部）

（円孔高杯） （4．8）

外面回転ナデ調整、体部、平行タタキ

内面回転ナデ調整、同心円タタキ
外面 回転ナデ調整、頚部に稜あり
内面 回転ナデ調整
外面回転ナデ調整、稜あり

内面回転ナデ調整

外面回転ナデ調整、円形スカシ、稜あり

内面回転ナデ調整

黒紫色

暗紫色
緻密良好 第27図

285 不明
［10．5］

（3．4）

回転ナデ調整 黒紫色

黒紫色
緻密良好 第27図

286
円筒埴輪

（口縁部） （11．7）

黄褐色

黄褐色
粗やや良 第27図

287
円筒埴輪
（体部） （11．6）

黄褐色

黄褐色
粗やや良 第27図

288
円筒埴輪

（底部）
［18．0］

（13．1）

外面

内面

外直

内面

外面
内面

外面

内面

回転ナデ調整

ハケ目あり

ハケ目あり

突帯文、ハケ目あり

ハケ目あり
ハケ目あり

タタキ、指頭圧痕あり

淡黄褐色

黄褐色
粗やや良 第27図

289 紡錘車
4．4

1．6
算盤形

黒灰色

黒灰色
緻密良好 第28図

第9表　石棺出土遺物観察表1（玉類）　 （単位：cm・g）

番号 出社位置 種別 最大長 直径 孔径 重量 色調 材質 挿図番号

290 石棺東側 小玉 0．28 0．55 0．20 0．09 紫色 ガラス 第30図

291 石棺東側 小玉 0．30 0．47 0．15 0．10 紫色 ガラス 第30図

292 石棺東側 小玉 0．48 0．50 0．20 0．19 青色 ガラス 第30図

293 石棺東側 小玉 0．40 0．54 0．15 0．15 群青色 ガラス 第30図

294 石棺東側 小玉 0．34 0．53 0．15 0．13 群青色 ガラス 第30図

295 石棺東側 小玉 0．46 0．54 0．15 0．16 紫色 ガラス 第30図

296 石棺東側 小玉 0．27 0．43 0．15 0．07 群青色 ガラス 第30図

297 石棺東側 小玉 0．43 0．52 0．15 0．16 群青色 ガラス 第30図

298 石棺東側 小玉 0．37 0．56 0．20 0．13 紫色 ガラス 第30図

299 石棺東側 小玉 0．30 0．46 0．15 0．09 青色 ガラス 第30図

300 石棺東側 小玉 0．27 0．47 0．15 0．08 群青色 ガラス 第30図

301 石棺東側 小玉 0．29 0．45 0．15 0．06 青色 ガラス 第30図

302 石棺東側 小玉 0．48 0．51 0．10 0．17 黄緑色 ガラス 第30図

303 石棺内 小玉 0．30 0．60 0．20 0．13 紫色 ガラス 第30図

304 石棺内 小玉 0．40 0．60 0．10 0．17 群青色 ガラス 第30図

305 石棺内 小玉 0．40 0．50 0．15 0．15 群青色 ガラス 第30図

306 石棺内 小玉 0．30 0．55 0．25 0．10 群青色 ガラス 第30図

307 石棺内 小玉 0．45 0．55 0．10 0．13 群青色 ガラス 第30図

308 石棺内 小玉 0．30 0．55 0．15 0．10 紫色 ガラス 第30図

309 石棺内 小玉 0．40 0．50 0．10 0．12 群青色 ガラス 第30図

310 石棺内 小玉 0．40 0．50 0．15 0．12 群青色 ガラス 第30図

311 石棺内 小玉 0．35 0．50 0．10 0．11 群青色 ガラス 第30図

312 右棺内 小玉 0．20 0．50 0．10 0．08 群青色 ガラス 第30図

313 石棺内 小玉 0．25 0．50 0．10 0．08 群青色 ガラス 第30図

314 石棺内 小玉 0．40 0．55 0．20 0．11 紫色 ガラス 第30図

315 石棺内 小玉 0．50 0．45 0．10 0．12 群青色 ガラス 第30図

316 石棺内 小玉 0．30 0．55 0．15 0．10 黄緑色 ガラス 第30図

317 石棺内 小玉 0．25 0．60 0．25 0．11 群青色 ガラス 第30図

318 石棺内 小玉 0．35 0．50 0．20 0．11 群青色 ガラス 第30図

319 石棺内 小玉 0．40 0．50 0．20 0．14 群青色 ガラス 第30図

320 石棺内 小玉 0．40 0．40 0．20 0．12 群青色 ガラス 第30図

第10表石棺出土遺物観察表2（玉類） （単位：cm・g）

番号 出土位置 種別 最大長 直径 孔径 重量 色調 材質 挿図番号

321 石棺内 小玉 0．50 0．50 0．25 O．10 群青色 ガラス 第30図

322 石棺内 小玉 0．40 0．50 0．20 0．10 群青色 ガラス 第30図

323 石棺内 小玉 0．30 0．45 0．20 0．07 紫色 ガラス 第30図

324 石棺内 小玉 0．30 0．50 0．20 0．07 紫色 ガラス 第30図

325 石棺内 小玉 0．40 0．52 0．15 0．14 群青色 ガラス 細川
326 石棺内 小玉 0．17 0．50 0．20 0．06 群青色 ガラス 第30図

327 石棺東側 臼玉 0．22 0．39 0．15 0．06 暗緑灰色 滑石 第30図

328 石棺東側 臼玉 0．16 0．40 0．15 0．04 緑灰色 滑石 第30図

329 石棺東側 臼玉 0．15 0．35 0．10 0．03 暗緑灰色 滑石 第30図

330 石棺東側 臼玉 0．25 0．38 0．15 0．04 緑灰色 滑石 第30図

331 石棺東側 臼玉 0．22 0．38 0．15 0．05 緑灰色 滑石 第30図

332 石棺東側 臼玉 0．33 0．41 0．15 0．07 緑灰色 滑石 第30図

333 石棺東側 臼玉 0．23 0．37 0．10 0．05 緑灰色 滑石 第30図

334 石棺東側 臼玉 0．32 0．36 0．10 0．06 暗緑灰色 滑石 第30図

335 石棺東側 臼玉 0．29 0．35 0．10 0．04 暗緑灰色 滑石 第30図

336 石棺東側 臼玉 0．32 0．36 0．10 0．05 暗緑灰色 滑石 第30図

337 石棺東側 臼玉 0．32 0．35 0．10 0．05 暗緑灰色 滑石 第30図

338 石棺内 臼玉 0．35 0．40 0．15 0．09 緑灰色 滑石 第31図

339 石棺内 臼玉 0．20 0．40 0．10 0．04 暗緑灰色 滑石 第31図

340 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．10 0．07 緑灰色 滑石 第31図

341 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．10 0．07 暗緑灰色 滑石 第31図

342 石棺内 臼玉 0．25 0．40 0．20 0．05 暗緑灰色 滑石 第31図

343 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．10 0．05 緑灰色 滑石 第31図

344 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．10 0．05 暗緑灰色 滑石 第31図

345 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．10 0．06 緑灰色 滑石 第31図

346 石棺内 臼玉 0．25 0．40 0．10 0．04 暗緑灰色 滑石 第31図

347 石棺内 臼玉 0．25 0．35 0．10 0．04 暗緑灰色 滑石 第31図

348 石棺内 臼玉 0．20 0．40 0．10 0．04 暗緑灰色 滑石 第31図

349 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．10 0．06 暗緑灰色 滑石 第31図

350 石棺内 臼玉 0．35 0．40 0．10 0．03 暗緑灰色 滑石 第31図

351 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．10 0．05 暗緑灰色 滑石 第31図
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　第11表 石棺出土遺物観察表3（玉類）
（単位：cm・g）

番号 出土位置 種別 最大長 直径 孔径 重量 色調 材質 挿図番号

352 石棺内 臼玉 0．20 0．35 O．10 0．04 暗緑灰色 滑石 第31図

353 石棺内 臼玉 0．40 0．40 0．10 0．06 緑灰色 滑石 第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

354 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．10 0．05 暗緑灰色 滑石

355 石棺内 臼玉 0．30 0．45 0．10 0．06 暗緑灰色 滑石

356 石棺内 臼玉 0．35 0．35 O．10 0．05 暗緑灰色 滑石

357 石棺内 臼玉 0．25 0．40 0．10 0．05 緑灰色 滑石

358 石棺内 臼玉 0，25 0．40 0．15 0．05 暗緑灰色 滑石 第31図

359 石棺内 臼玉 0．15 0．40 0．20 0．01 緑灰色 滑石 第31図

滑石 第31図360 石棺内 臼玉 0．20 0．35 0．15 0．02 緑灰色

361 石棺内 臼玉 0．20 0．45 0．15 0．02 緑灰色 滑石 第31図

362 石棺内 臼玉 0．20 0．40 0．15 0．03 緑灰色 滑石 第31図

363 石棺内 臼玉 0．25 0．40 0．15 0．03 緑灰色 滑石 第31図

364 石棺内 臼玉 0．30 0．35 0．15 0．04 緑灰色 滑石 第31図

365 石棺内 臼玉 0．35 0．40 0．10 0．04 緑灰色 滑石 第31図

366 石棺内 臼玉 0．30 0．35 0．15 0．04 緑灰色 滑石 第31図

367 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．20 0．04 緑灰色 滑石 第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

368 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．20 0．07 暗緑灰色 滑石

369 石棺内 臼玉 0．25 0．40 0．15 0．05 暗緑灰色 滑石

370 石棺内 臼玉 0．35 0．35 0．10 0．07 暗緑灰色 滑石

371 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．20 0．05 緑灰色 滑石

372 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．15 0．08 暗緑灰色 滑石

373 石棺内 臼玉 0．25 0．45 0．15 0．07 暗緑灰色 滑石

374 石棺内 臼玉 0．20 0．40 0．10 0．06 暗緑灰色 滑石

375 石棺内 臼玉 0．20 0．40 0．10 0．05 緑灰色 滑石 第31図

第12表 石棺出土遺物観察表4（玉類） （単位：cm・g）

番号出土位置 種別 最大長 直径 孔径 重量 色調 材質 挿図番号

376 石棺内 臼玉 0．25 0．40 O．10 0．07 暗緑灰色 滑石 第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

377 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．15 0．05 緑灰色

378 石棺内 臼玉 0．30 0．35 0．20 0．04 灰褐色

379 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．20 0．05 緑灰色

380 石棺内 臼玉 0．20 0．40 0．10 0．05 緑灰色

381 石棺内 臼玉 0．25 0．35 0．15 0．04 緑灰色

382 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．15 0．06 緑灰色

滑石

滑石

滑石

滑石

滑石

滑石 第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

第31図

383 石棺内 臼玉 0．20 0．40 0．15 0．05 暗緑灰色 滑石

384 石棺内 臼玉 0．25 0．35 0．15 0．05 暗緑灰色 滑石

385 石棺内 臼玉 0．25 0．35 0．15 0．07 暗緑灰色 滑石

386 石棺内 臼玉 0．30 0．35 0．15 0．05 緑灰色 滑石

387 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．10 0．04 暗緑灰色 滑石

388 石棺内 臼玉 0．30 0．40 0．15 0．05 緑灰色 滑石

389 石棺内 臼玉 0．20 0．40 0．15 0．04 暗緑灰色 滑石

390 石棺内 臼玉 0．25 0．40 0．15 0．04 緑灰色 滑石

391 石棺内 臼玉 0．20 0．30 0．15 0．04 暗緑灰色 滑石

392 石棺内 臼玉 0．15 0．40 0．15 0．04 暗緑灰色 滑石

393 石棺内 臼玉 0．20 0．40 0．10 0．04 暗緑灰色 滑石

394 石棺内 臼玉 0．20 0．40 O．i5 0．03 暗緑灰色 滑石

395 石棺内 臼玉 0．20 0．35 0．15 0．03 暗緑灰色 滑石

396 石棺内 臼玉 0．20 0．35 0．15 0．04 暗緑灰色 滑石

397 石棺内 臼玉 0．20 0．35 0．15 0．04 暗緑灰色 滑石 第31図

398 石棺内 臼玉 0．24 0．38 0．10 0．04 緑灰色 滑石 第31図

滑石 第31図399 石棺内 臼玉 0．26 0．40 0．15 0．05 緑灰色

400 石棺内 臼玉 0．28 0．40 0．15 0．06 緑灰色 滑石 第31図

第13表　壷棺墓観察表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
［］：推定値（）：残存値（単位：cm）

番号 器種
口（底）径
器高

手法的特徴 色調
　　　 外

内
胎土焼成

その他
挿図番号

401 壷

一

（14．3）

外面ハケ目、頚部に線刻あり

内面ケズリ

赤褐色

赤褐色
密良好 第33図

402 壷

－

（62．5）

外面ハケ目、タタキ

内面ハケ目、ケズリ、指頭圧痕あり

赤褐色

暗褐色
密良好 第33図

第14表　表面採集資料遺物観察表　
（単位：cm・g）

番号 器種 石材 残存 最大長 最大幅 最大厚 重量 挿図番号

403 スクレイパー サヌカイト 完形 2．50 5．70 0．65 9．80 第34図

404 スクレイパー 安山岩 上部欠損 3．60 6．50 0．80 12．90 第34図

405 石包丁 緑泥片岩 半部欠損 4．50 8．60 0．60 39．60 第34図

406 石斧（蛤刃） 蛇紋岩 完形 10．20 4．80 2．60 207．50 第34図

407 石核 安山岩 完形 12．70 11．60 3．10 471．00 第34図

第15表　採集資料遺物観察表1（鉄器）　
（単位：cm・g）

番号 器　　種 遺　　存 長さ 幅 厚さ 重量 挿図番号

408 直刀 刀身 36．00 3．60 0．70 148．38 第34図

第16表　採集資料遺物観察表2（玉類）　　　　　　　　　　 （単位：cm・g）

番号 種類 長さ 幅 厚さ 孔径 重量 色調 材質 挿図番号

409 勾玉 3．60 2．20 1．70 0．35 11．09 暗緑色 碧玉 第34図
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第4章　上三谷原古墳

第1節　 調査の概要

1　調査区の設定（第35図）

上三谷原古墳は絶対位置北緯33゜45’28″、東経132゜44’44″を測り、桧山平野南部を眼下にするとと

もに伊予灘を一望する標高約107～110mの丘陵上に位置している。南東側は行道山の比較的急勾配な斜

面を控え、古墳の立地する付近でながらかな勾配となり、北西側か再び急斜面となる。北東方向には猿ヶ

谷2号墳を望み、直線距離で約300mを測る。調査前の段階で既に天井石と思われる石材が墳頂部に露

出しており、主体部の存在箇所を考慮して、l00㎡の範囲を調査区に設定した。この段階で墳丘の形状

や規模などは農地開墾による削平もあり不明な点も多かったが、残存する地形や墳頂周辺の状況から考

えて円墳として扱うこととなった。

第35図 調査区位置図（1：1：500）
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第2節　遺構と遺物

1　墳丘（第36～38図）

前述したように調査前は果樹園として利用されており、農道の設置や開墾によりかなりの掘削を受け

ていた。残存する墳裾は今回の調査では明確に確認できず、石室の基底が墳裾の標高に一致すると仮定

した場合、標高約106.6mあたりが墳裾として捉えられる。こうした場合の平面的規模は、直径15～18m

の円墳であろうと考えられる。残存する墳丘の高さは約2．6mを測る。第36図にみられる埴輪列や列石

は外装施設として考えられるものではなく、埴輪列については古墳主体部と正反対に弧を描くように配

列されており、調査区外（道路用地外）へ連なるものであることがわかる。なお、この埴輪列に伴う古

墳は確認されていない。また列石は墳丘盛土を除去した後に検出されたもので、いわゆる外護列石といっ

た外装施設として構築されたものではない。

墳丘は地山の整形と盛土によって築成されたもので、盛土の断面観察からは明・淡色系土と暗色系土

を幾重にも重ね、版築を行いながら形成した過程を考えることができる（第37図）。版築土はb-b´、 

d-d´の断面観察によれば、石室側に厚く広がるようになっている。これに直交するa-a´、c-c´では

ほぼ同じ厚さの版築土が形成されている。これらの盛土の堆積状況を見ると、地山の整形後に細かな版

築が施され、その後やや大まかに墳丘を被覆するように盛土が行われていることがわかる。しかし

c-c′では約1.3m厚の版築がほぼ均等に堆積しており、a-a´よりもそれは顕著である。このことは地

山の整形段階の状況に大きく関係しているようである。ここで地山の整形状況をみてみると、僅かに石

室の墓坑側へ落ち込むような傾斜を持ちながら、開口部はテラス状に切り出したような整形を行ってい

る。この部分にはさらにもう一段のテラス状の整形痕が確認され、あたかも階段状に仕上げられている。

こうしたことがc-c´に認められる版築の状況と関係しており、墳丘の他の部分よりもより規模のある

版築を必要とした結果、他に比してより厚い堆積の版築を残したと考えられる。

開口部にある列石は階段状に整形された部分にあり、盛土の除去過程で検出されたものである。この

列石はいわゆる外護列石として機能したものではなく、検出状況から考えれば盛土の版築を行う過程で 、

その補強的なものとして残されたと想定できる。

2　横穴式石室（第39図）

　墳丘の中央N-25°-Wに主軸方向を持つ横穴式石室が確認されている。発掘調査以前より、天井石

は既に地表面に露出していたほか、墳頂から床面にまでかけて大きく撹乱を受けており、さらに羨道部

は農地開墾による削平に伴って、石材などは殆ど抜かれた状態にあった。このように遺存状況は良好と

はいえないまでも、残存する石材からは奥壁側の幅がやや広がる、両袖型玄門付の横穴式石室であろう

ということは考えられる。石室の規模は最大長約4.0m、玄室最大長約3.5m、奥壁幅約2.0m、玄門幅

約1.0m、羨道最大長約1.3mを測る。また石室床面から最も残存している西壁の最大高は約2.0mである。

　床面は礫床となっており、直径3～12cm程の小円礫が全面にわたって敷石されている。奥壁から約2

分の1の範囲は撹乱によってほとんど遺存していないが、残存から判断すると奥壁側の敷石にはより小

さな円傑が使用されており、棺台を意図したものであろうことが考えられる。玄室は羨道部よりも約0.3m

程低く構築されており、羨道と玄室の境界は明確に段状となって残されている。

　石室の構築についてはまず長辺約6.0m、短辺約4.5mの隅丸長方形に墓坑を掘り込んだのち、腰石を
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第36図 墳丘と石室配置
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第37図 版築状況
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第38図 地山整形
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第39図 横穴式石室
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設置し、順次上部へと石材を構築したと考えられる。腰石については、標高106.6mの地点に長さ20～

50cm、厚さ10～20cm大の和泉砂岩の角礫、亜角礫のより扁平な面を縦ないし横に据え置いている。基底

石より上位は、小口積みによって順次構築され、10cm大の礫を控え積みすることによって強度を保って

いるが、上方部分は削平を受けて構築当時の状態は保っていないと思われ、各側壁の持ち送り等の詳細

は不明である。なお上三谷原古墳の石室構築石材には、奥壁をはじめ東・西側壁に和泉砂岩が主に用い

られ、撹乱を受けて地表面に露出していた天井石と思われる石材は緑泥片岩であった。石材の状態から

みると、角・亜角礫が多用されており、円・亜円礫は敷石に用いられている。

3　列石（第40図）

石室の南約1mの位置と約1.5mの2ヶ所に列石が確認された。西側のものは、石室から南西の方向

に長径約15cm～50cmの和泉砂岩性の角礫が13個、長さ約3.5mに渡って並べられており、東側のものは3

個の礫で構成されている。列石は平面的にみると西側のものは羨道部からあたかも開くように直線的に

並んでいる。垂直的にはほぼ水平に配置されている。これらの列石は墳丘盛土の除去作業中に検出され

たもので、盛土の版築に並行して設置されたものと考えられる。当初は外護列石ではないかと疑問視さ

れたが、石室および墳丘との位置関係をみると外護列石として捉えることは困難であろう。この列石

は版築の際の補強的な役割を果たしたと考えられ、盛土構築の一例として捉えられよう。

4  遺物の出土状況（第41図）

石室内における遺物の出土は、調査以前からの撹乱もあり、必ずしも良好な状態にあるとはいえない。

特に奥壁側は棗玉（第45図22）が1点出土しかほかは遺物の出土は見られない。また石室中央部に関

していえば、西壁側の数点の鉄鏃（第47図35・36・41）がまとまって出土している他は、殆ど無遺物の

状態であった。しかし中央部に対して袖部西側ではまとまった遺物出土が認められ、その状況は一括性

の高いものとして評価できた。

袖部西側における遺物の集中は、約20数点に及ぶ須恵器や鉄製品などで占められ、集積されたような

出土状況を示している。須恵器には蓋（第42図1～3）、高杯（第42図4～第43図13）、壷（第43図14～

第40図 列石
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第44図21）である。個別に出土状況を見ると、袖部に接して脚付長頸壷（第44図21）が蓋（第44図20）

付きの状態で出土している。西側壁に沿って短頸壷（第43図16）が正位置に、そして有蓋高杯（第43図8・

9）が横転した状態で出土している。9の高杯は杯部と脚部が分離し、礫をはさんだ位置で出土している。

短頸壷（第43図15・第44図17）、広口壷（第44図18）が正位置に、無蓋高杯（第43図13）は杯部と脚部

が分離した状態で出土している。

袖部西側のまとまりには鉄器も混在していた。素環鏡板付轡（第48図60・61）、引手（第48図64）、（第

48図63）、革金具（第49図73・76）、U字形鋤先（第46図34）、鉄斧（第47図57）などで、馬具・農具・

工具で占められている。また石室内の覆土からは、水洗選別によって玉類の出土も認められている。以

上のように遺物が玄室奥壁側や中央ではほとんど出土しておらず、壁際や玄門付近に集中してみられる

ことから、追葬による「カキダシ」や「カタヅケ」が行われたものについてのみが撹乱を逃れたという

ことが考えられる。なお羨道部については、遺物の出土は確認できなかった。

5 石室内出土の遺物（第42～49図）

須恵器

石室出土の須恵器は24点である。器種別にみると、蓋4点、高杯13点、壷7点てある。これらの須恵

器は、ほとんどが完形品であり、遺存状態は良好であったが、「カタヅケ」もしくは盗掘により、出土

は左裾部の近辺に限られていた。

・杯蓋（第42図1～3）

1～3は有蓋高杯の蓋である。1・2は、天井部外面中央に上面凹状のつまみを付し、口縁部との境に

わずかな稜が巡っている。口縁部はほぼ垂直に下り、端部は内傾する平面をなす。調整は天井部外面に回

転ヘラ削りが施され、そのほかは回転ナデ調整である。3は天井部が凹み、内湾しながら垂直に下り口縁

部に至る。端部は丸い。天井部中央には扁平なつまみを有する。調整は天井部外面が回転ヘラ削りが施され、

そのほかは回転ナデ調整である。所属時期については中村編年Ⅱ型式3段階（6世紀後半）に比定される。

・高杯（第42図4～第43図13）

　4～11は有蓋高杯、12・13は無蓋高杯である。4～11は長脚2段透かしのもので、上・下段ともに三

方向から三角形の透かしが施されている。4～10は上下互い違いに、11は同一方向からのものである。

口径12.3～15.2cm、器高12.6～18.2cm、を測る。4には上下の透かしの間に刺突文が施され、これを含

めたすべてに上下透かしの間には2条の沈線が施されている。杯部の調整は回転ヘラ削りの後にナデ調

整が行われている。

　12・13は長脚二段透かし高杯である。上・下段ともに同一方向からの長方形の透かしが三方向から施

されている。□径10.0～12.9cm、器高14.4～19.8cm、を測る。12には櫛描波状文が施されている。杯部

の調整は回転ヘラ削りの後にナデ調整が行われている。

　所属時期については中村編年Ⅱ型式3段階（6世紀後半）に相当するもの（4～10）が最も多く、4

がそれ以前（中村編年Ⅱ型式1段階）、12・13がそれ以後（中村編年Ⅱ型式4～5段階）に相当するも

のと思われる。

・壷（第43図14～第44図17）

14～17は短頸壷である。口径11.9～13.6cm、器高9.9～19.8cmを測る。14は口縁部が上外方にのび、

体部はやや扁平な球体状となる。外面底部側3分の1程の回転ヘラ削り調整が認められる。15は口縁端
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第41図 横穴式石室内の遺物分布
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部の外反するもので、胴部から底部にかけてカキメ調整が施される。16・17も15と同様に外面にはカキ

メ調整が施されているが、17には口縁端部には凹線が認められ、内面に弧状タタキ目を残す。所属時期

については中村編年Ⅱ型式4段階（6世紀後半）に比定される。

・広口壷（第44図18・19）

18・19は広口壷である。18は口径15.8cm、器高21.0cmを測る。口縁部は外反気味にひろがり、口頸部

には凹線が3条2段に施され、さらに2段の簾状文が認められる。肩部には3段の刺突文が施され、そ

れぞれの刺突文の下に1・2条の凹線が巡っている。19は18よりも大型で、□縁部はラッパ状に外反し

て端部は水平にのびる。口頸部には3段に2条の凹線が巡り、その間に列点文が施されている。体部に

は上位3分の1に凹線が1条巡り、3分の2より底部にかけて平行タタキが施された後、カキ目調整が

施されている。口縁部口面から肩部にかけて緑灰色の自然粕が付着している。所属時期については中村

編年Ⅱ型式4段階（6世紀後半）に比定される。

・有蓋脚付壷（第44図21）

21は脚付長頚壷である。口頸部は直立気味に外反し、端部は尖り気味になる。胴部外面にはカキ目調

整が施され、脚部には2条の凹線が巡り、長方形の透かしが2段2方向から施されている。所属時期に

ついては中村編年Ⅱ型式4段階（6世紀後半）に比定される。

・壷蓋（第44図20）

　20は21に伴う脚付長頸壷の蓋である。天井部には上面が凹状のつまみを有し、天井部よりなだらかに

下り端部に至る。内面端部には内傾するかえりを有する。調整は天井部外面が回転ヘラ削りが施され、

そのほかは回転ナデ調整である。所属時期については中村編年Ⅱ型式4段階（6世紀後半）に比定される。

装身具類

優玉1点、丸王5点、小玉4点の総数10点が出土している。棗玉を除いては、いずれも敷石間から採

取した土砂の洗浄後発見された。

・棗玉（第45図22）

　22は断面が楕円形で平面形は円筒形をした棗玉である。直径1.70cm、最大長2.30cm、孔径0.20cm、

重量3.44gを測る。孔は両方から穿たれている。色調は赤茶色を呈し、材質は琥珀である。

・丸玉（第45図23～27）

5点出土している。なかでは23が直径0.93cm、最大長0.74cm、孔径0.20cm、重量0.81gを測り、比較

的大きい。24～26はそれぞれ直径0.78～0.92cm、最大長0.45～0.55cm、孔径0.20cm、重量0.41～0.57g

を測り、扁平なビーズ状のものである。27は直径0.68cm、最大長0.45cm、孔径0.15cm、重量0.26gを測

り最も小さい。材質はいずれもガラスであり、色調は群青色3点、紫色2点である。

・小玉（第45図28～31）

いずれもガラス製が4点出土している。28・29は直径0.45～0.47cm、最大長0.31～0.33cm、孔径0.15cm、

重量0.08gを測り、9・10は7・8よりも小さく直径0.37cm、最大長0.17～0.26cm、孔径0.10～0.15cm、

重量0.03～0.04gを測る。色調は7・8は薄青緑色、9は不透明な黄緑色、10は不透明な黄色となって

いる。

・耳環（第45図32・33）

32・33は銀製耳環である。ともに、銀の棒を環状に曲げて製作されている。32は直径1.6cm、断面径0.2cm

を測る。33は直径1.4cm、断面径0.1cmを測る。
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鉄製品

・U字形刃先（第46図34）

34はU字形刃先でほぼ完形である。柄のものと思われる本質が付着しているが、柄の部分は残存して

いないために鍬として使用されたものか、鋤として使用されたものか不明である。刃部が大きく曲線を

描いている。60・61の扇状兵庫鎖立聞鏡板付轡とともに玄室西側袖部付近から出土している。

・鉄鏃（第47図35～55）

総数21点を数え、その内訳は尖根1点、細根の長頸鏃10点、形式不明10点である。

　35は尖根の三角形鏃で、鏃身は長三角形を呈し、断面は両丸造となっている。鏃身は長さ5.3cm、幅

2.2cmを測る。関は直角で、頸の長さは3cmを測る。36は細根の長頸鏃である。鏃身は柳葉形で、長さ

2.7cm、幅1.0cmを測り、断面は片丸造である。頸は長さ8.8cmを測り、関の形状は台形である。35・36・41

の鉄鏃は玄室中央部西側の壁付近から出土している。37は細根の長頸鏃であるが、頸の一部と茎は欠損して

いる。鏃身は柳葉形で、長さ2.8cm、幅1.1cmを測り、関は角関で、断面は片丸造である。その形状から36

と同一のものと思われるが、関にはわずかに逆刺がある。38・39は細根の長頸鏃の鏃身であると考えら

れるが、頸が遺存していないため断定はできない。鏃身の断面は両丸造である。40は細根の長頸鏃の鏃

身と頸であるとみられ、断面は両丸造である。銹のために詳細は不明である。41・42はともに細根の長

頸鏃であるが、鏃身の部分は欠損している。42は片側に撫角の関が残っていることから、鏃身の形状は

片刃形であると推測される。42は玄室西側袖部付近の第1堆積から多数の須恵器とともに出土している。 

43～47は長頸鏃の頸と茎である。43・44・47の茎には本質が付着している。48・50は茎の一部で、断面

は円形である。49は頸の一部であるが遺存状態は悪い。51～53・55は頸と茎の一部だが、51の茎の断面

は円形、52・53・55の茎の断面は方形をしている。54は鏃身の一部であると思われるが、欠損と銹のた

め形状ははっきりしない。

　・刀子（第47図56）

　56は刀子である。刀身部の幅は狭く、1.3cmを測る。関の部分は両関で不均等関であり、木質が付着

している。刀身部の断面形は二等辺三角形で、平造である。

　・鉄斧（第47図57）

　57は袋状鉄斧である。無肩で、刃部の幅が3cm、身の厚さが1.3cmと小型だが頑丈な造りとなっている。

　また、柄として用いられたと思われる木質が鉄斧の内側に残存している。玄室西側袖部付近でU字形

刃先などとともに出土した。

　・直刀（第47図58・59）

　58は直刀の切先の部分である。刃の断面は二等辺三角形の平造で、刀身幅は2.7cm、背の厚さは0.6cm

を測り、先端部に鞘の一部と思われる木質が付着している。59は鍔である。長径の推定値は5.5cmで、

刀身部の幅は2.7cmで、平造となっている。刃の周辺に木質が付着している。

　・轡（第48図60～65、第49図80・81）

　60・61は立聞の部分に兵庫鎖のついた扇状兵庫鎖立聞鏡板付轡で、一対のものである。鏡板の部分の

径は8cmで、兵庫鎖の数は不明であるが、他の出土遺物から推測すると1～3個ではないかと考えられる。

また、66の兵庫鎖はこの轡の一部であると思われる。60の引手の部分は「く」の字状をしており、別造

りの引手壷は取り付けられていない。引手の長さは15．5cmを測る。また、64の引手も「く」の字状であり、

長さは12．0cmを測る。63は鞍である。円形の座金具に鋏具が付く形である。60・61・63・64・73・76の
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第42図  石室内出土遺物1
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第43図 石室内出土遺物2
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第44図 石室内出土遺物3
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馬具は玄室西側袖部付近の第2堆積から出土しており、一体の馬具であったと考えられる。62・65は鏡

板の部分に立聞が見られず、立聞空連素環鏡板付轡であると考えられる。62は鏡板と銜の一部で、鏡板

の径は7.0cmを測る。65は鏡板で、径7.2cmを測る。鏡板の断面形はともに方形である。80は轡の銜の御

金の部分か、銜と引手を連結する銜先環の部分であると思われる。81は「く」の字状の引手であり、そ

の引手壺の先端部分であると考えられる。

・辻金具（第49図71・72）

71・72は有脚伏鉢形辻金具で、72の1脚が欠損しているが、遺存状態は良い。ともに鉄地金銅張製で

ある。脚の形状は爪形で、鋲は各脚に1つある。71は伏鉢部の直径4.1cm、高さ2.5cm、爪形の脚の長さ1.7

～2.0cm、幅1.7cmを測り、伏鉢部中央の飾鋲が欠損している。72は伏鉢部の直径4.1cm、高さ1.6cm、爪

形の脚の長さ1.7～1.9cm、幅1.7cmを測り、2脚と伏鉢部中央の飾鋲が遺存している。62・65・71・72

の馬具は玄室中央部東側の壁付近でかたまって出土しており、同一個体であると思われる。

・鉸具（第48図67～70、第49図78・79）

67～70・78・79は鉸具の一部であると思われるが、遺存部位が少なく、その部位などは不明である。 

・革金具（第49図73～77）

73～77は革金具である。内訳は方形4 点（73～75・77）、菱形1 点（76）を数える。すべて鉄製で、

鋲などに金銅張や銀張は行われていない。73は、方形で鋲が4つ打たれているが、その内2つの鋲頭が

欠損している。長さ2.9cm、幅2.7cmを測る。74・75は長方形で、それぞれ鋲が2つ打たれているが、半

分が欠損していることから、本来は73のように方形で鋲が4つ打たれていたと推察される。74 は長さ

1.7cm、幅2.5cmを測る。75は長さ1.4cm、幅2.4cmを測る。76は方形に近い菱形で、長対角線は3.6cm、

短対角線は3.4cmを測る。鋲は4つ打たれており、形状はほぼ球状である。77は長方形で、ほぼ完存で

ある。長さ2.0cm、幅2.9cmを測り、鋲は2つ打たれている。

・吊り金具（第49図82）

82は本製壺鐙の吊り金具の一部であると思われる。長さ6.0cm、幅2.1cm、厚さ1.1cmを測る。止め金具

らしい部分が銹着しており、吊り金具の部分には木質が付着している。

22

23
24 25 26 27

28 29 30 31 32 33

第45図 石室内出土遺物4
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6 封土 内 出土 の遺物 （第50図）

弥生土器

・甕（第50図83）

口縁端部にノの字状列点文が施され、頸部には刻み目突帯が認められる。口縁部断面形はくの字状となり、

内面には横位方向のヘラ磨きが行われている。口径40.0cm、残存器高13.9cmを測る。時期的には

弥生時代中期後半の段階に比定される。

・壺（第50図84）

口縁端部に2条の凹線を持つものである。表面の風化が著しいため不明な部分もあるが、内外面とも

にナデ調整が行われているようである。口径9.8cm、残存器高5.2cmを測る。時期的には弥生時代中期後

半の段階に比定される。

・埴輪（第50図85・86）

85は円筒埴輪の底部である。胴部により近い部位では縦位方向のハケ目を残し、底部接地部分は押圧

によってハケ目が消されている。この押圧は板状工具によって行われたものと考えられるが、部分的に

指頭圧によるものも認められる。内面には指頭圧痕が残されている。86 は円筒埴輪の口縁部である。外

面には縦位方向のハケ目を残し、内面は指頭圧痕が連続的に残されている。これらの埴輪は残る調整痕から川

西編年V期（川西1978）に比定される。

・器台（第51図87）

出土位置が明確ではないが開口部付近の封土中から弥生時代後期後半の所産と思われる大型器台の破

片が出土した。出土した23点の破片は同一個体と思われ、各破片を実測した後、図面上で合成した。

34

第46図 石室内出土遺物5
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第47図 石室内出土遺物6
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第48図 石室内出土遺物7
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87-1は受部である。径は、復元で39.6cmを測る。下方に拡張された端部は、櫛描波状紋が施され、

S字状渦浮紋が付されている。また受端部上方には竹管による刺突列点紋が施され、内面には端部に沿っ

て施された櫛描直線紋と端部から放射状に施された櫛描直線紋が認められる。87-2は柱部と裾部であ

る。柱部径は復元で16.6cm、裾部径は復元で38cmを測る。柱部には径2cmの円形透孔が施されている。

裾端部には竹管による刺突列点紋が施されている。なお施された竹管紋の径には2種類あり、当初は別

個体と考えていたが同一破片で2種を確認したため、同一個体として捉えた。

大型器台は松山平野では集落遺跡内からの出土例（筋違F 遺跡など）と墓に供献された出土例（土壇原

遺跡）が確認されている。今回出土した大型器台は、尾根上で単独出土であることから上三谷原古墳が

築造される以前に弥生時代後期後半の遺構（墓あるいは祭祀遺構か？）があり、それに供献された土器の

可能性が考えられる。いずれにしても尾根上での大型器台の単独出土は、県内では初例になるため、供

献土器としての可能性も含めて今後の類例を待ちたい。

71
72
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76 77

78 79
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82

第49図 石室内出土遺物8

84



83

84

85

86

第50図 封土内出土遺物1
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第3節 そ の 他 の 遺 構 と 遺 物

埴輪配列（第52図）

主体部の南西側、約5.5mの位置に4個の円筒埴輪による配列が確認された。これらはいずれも基底

部と掘り方が残存するのみであったが、60cm～90cmの間隔で南側に弧を描くような配列となっている。

掘り方はいずれも円形となり、最大径は約25cm～35cmを測り、深度は10cm～15cm残存している。

この埴輪配列は上三谷原古墳に伴うものではなく、前述したように調査区外（用地外）に存在すると

思われる古墳に伴うものと考えられる。

・1号埴輪（第53図88）

最大径18.3cmを測る。外面には縦位方向のハケ目が残され、底部接地面付近にも同様に認められる。

内面には連続的な指頭圧痕がのこされ、接地部分は板状の工具あるいは指頭圧による調整痕が認めら

れる。底部は自重によって内外面側に変形している。

87－1

87 －2

第51図 封土内出土遺物2
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第52図 埴輪配列
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・2号埴輪（第54図89）

最大径16.6cmを測る。外面には縦位方向のハケ目が残され、内面にはナデおよび指頭圧による調整痕

が認められる。底部接地部分は自重によって内面側へ大きく変形している。この変形後にも内面側には

指頭圧による調整が行われている。

・3号埴輪（第54図90）

最大径14 .8cmを測る。外面には縦位方向のハケ目が残されており、接地部分はハケ目が板状工具また

は指頭圧によって消されている。内面は指頭圧痕が残され、接地部分では板状の工具による押圧が施さ

れている。

・4号埴輪（第54図91）

最大径15.8cmを測る。外面には縦位方向のハケ目が残されており、接地部分はハケ目が板状工具また

は指頭圧によって消されている。内面は指頭圧痕が残され、接地部分では板状の工具による押圧が施さ

れている。底部接地部分は自重によって内面側へ変形しており、この部分には板状工具による押圧が行

われている。

これら4点の埴輪はいずれも川西編年V期（6世紀）に比定される。

88（1 号埴輪）

第53図 埴輪実測図1
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89（2号埴輪）

90（3号埴輪） 91（4号埴輪）

第54図 埴輪実測図2
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第4節　表面採集遺物

須恵器

・把手付碗（第55図92）

把手付碗の胴部片で、把手は残されていない。最大口径12.1cm、残存器高7.1cmを測る。胴部中間部

には2条の突帯と口縁側および突帯で区画された中段に波状文が施されている。内面はナデによって仕

上げられている。

・器台（第55図93・94）

93は器台の口縁部である。2条の突帯が施され、その突帯の下部には波状文が施されている。内面は

ナデによって仕上げられている。最大口径17.7cm、残存器高4.2cmを測る。94は把手付のもので、脚部

の大部分は失われているが、おそらくは長方形状の透かしが4方向から施されていたと思われる。把手

は下部の接合部分だけを残している。外面はヘラ削りの後にナデ調整を、内面はナデ調整によって仕上

げている。

・甕（第55図95）

口縁部には突帯が1条施され、口縁端部は方角状となる。内外面はナデ調整によって仕上げられてい

る。最大口径28.4cm、器高5.2cmを測る。

93

92

95

94

第55図 表面採集物
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第5節 調 査 の 成 果

松山平野の南部を眺望する丘陵地帯に立地する上三谷原古墳は、横穴式石室をもつ円墳として既に周

知されていた古墳であった。調査前の段階でかなりの破壊度は考慮されており、発掘調査ではどの程度

の遺存状況であるかが危惧されていた。しかし調査を進めていくにつれて、石室内の遺物はほとんどが

失われ、石室の破壊もあり、充分な遺存状況とはいえないまでも発掘調査で得られた成果は多い。今回

の調査はこの地域一帯の古墳時代の研究を行う上での一資料を提示できたと考えている。

墳丘は地山の整形後、盛土を行うことによって構築されている。地山の整形は石室の開口部側をテラ

ス（階段）状に整形しており、盛土の際には版築によるものばかりでなく、部分的ではあるが礫を補強

することによって築成されたものと考えられた。

石室は両袖式の横穴式石室である。床面は大小の礫で覆われた礫床を形成し、奥壁側では棺床を意図

した造りになっていることが考えられた。羨道部は既に失われており、詳細については不明なままであ

る。こうした破壊の状況もあって遺物の残存は良好でなかったものの、玄室内羨道側においてはカタヅ

ケによって残されたと思われる一括性の高い遺物が残されていた。また側壁西側の一角には鉄鏃がまと

まって確認されている。石室内出土の須恵器は、中村編年Ⅱ型式1段階から5段階（6世紀前半～7世

紀初頭）の範囲のものが確認されており、当初埋葬から追葬段階に至るまでの時間的範囲をこうした編

年観の中で捉えることができよう。その他の出土遺物には、U字形刃先・鉄斧や轡などの馬具、鉄鏃や

大刀などの武具、耳環や玉類などの装身具が出土している。

古墳に伴わない遺構・遺物の中に、埴輪配列がある。これは調査区外（用地外）に存在したであろう

古墳に伴うものと思われ、周辺に上三谷原古墳以外にも複数の古墳が存在していた可能性を示唆するも

のとして評価できる。この埴輪配列を構成する埴輪は、川西編年Ⅴ期（6世紀）に比定されるもので、

基本的に上三谷原古墳に並行していたことが考えられよう。

また封土内からは上三谷原古墳の造営時期を遡る特殊器台や把手付碗などの遺物が確認されており、

弥生時代終末から古墳時代前半段階の遺跡の存在が想起されよう。

今回の発掘調査では、松山平野南部丘陵地帯における古墳時代の一様相を捉えたにすぎないが、上三

谷原古墳を含めた周辺の群集墳との関係を、今後の課題として残していかなければならない。また今回

の発掘調査を機に、類例資料の増加と新資料の確認に期待するところは大きい。（和田・多田）

参考文献

中村浩1981『和泉陶邑窯の研究　須恵器生産の基礎的考察』柏書房。
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第17表　石室内出土遺物観察表1（須恵器）　 ［］：推定値（）：残存値（単位：cm）

口（底）径
番号 器 種 手 法 的 特 徴 色調

胎土 焼成
挿図番号

その他器 高

［17．8］ 外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、凹状のつまみ、沈線あり 暗灰褐色
1 杯蓋 密 良好 第42図

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整 灰褐色

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、凹状のつまみ、沈線あり
2 杯蓋 密 良好 第42図

3 杯蓋 密 良好 第42図

5．8

17．8

6．6

15．5

4．5

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、凹状のつまみあり

内面 回転ナデ調整

暗灰褐色

灰褐色

暗灰褐色

暗灰褐色

15．2 外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、脚部にスカシ、クシがき列点文あり 黒灰褐色
4 高坏 密 良好 第42図

17．3 内面 回転ナデ調整 暗灰褐色

13．6 黒灰褐色
5 高坏 密 良好 第42図

18．2 暗灰褐色

12．3 黒灰褐色
6 高坏 密 良好 第42図

17．1 暗灰褐色

13．8 黒灰褐色
7 高坏 密 良好 第42図

15．0 暗灰褐色

13．3 黒灰褐色
8 高坏 密 良好 第43図

14．6

外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、脚部にスカシ、沈線、稜あり

内面 回転ナデ調整

外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、脚部にスカシ、沈線、稜あり

内面 回転ナデ調整

外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、脚部にスカシ、沈線あり

内面 回転ナデ調整

外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、脚部にスカシ、沈線あり

内面 回転ナデ調整 暗灰褐色

12．6 外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、脚部にスカシ、沈線、稜あり 黒灰褐色
9 高坏 密 良好 第43図

12．6 内面 回転ナデ調整 暗灰褐色

13．4 外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、脚部にスカシ、沈線、稜あり 黒灰褐色
10 高杯 密 良好 第43図

13．6 内面 回転ナデ調整 暗灰褐色

13．3 外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、脚部にスカシ、沈線あり 黒灰褐色
11 高杯 密 良好 第43図

13．6 内面 回転ナデ調整 暗灰褐色

12．9 外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、脚部にスカシ、沈線あり 暗灰褐色
12 高坏 密 良好 第43図

19．8 杯部に波状文、稜、沈線あり、内面、回転ナデ調整 灰褐色

10．0 外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、脚部にスカシ、沈線あり 黒灰褐色
13 高坏 密 良好 第43図

14．4 杯部に稜、沈線あり、内面、中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整 暗灰褐色

11．8 外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整 暗灰褐色
14 短頸壺 密 良好 第43図

9．9 内面 中央部、無調整、その他、回転ナデ調整 暗灰褐色

13．5 外面　口縁部、回転ナデ調整、その他、回転カキ目調整 暗灰褐色
15 短頸壺 密 良好 第43図

14．8 内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整 暗灰褐色

11．5 外面 底部、回転ヘラ削り調整、体部、回転カキ目調整、口縁部、回転ナデ調整 灰褐色
16 短頸壺 密 良好 第44図

17．1 内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整 灰褐色

13．0 外面 底部、平行タタキ調整、体部、回転カキ目調整、口縁部、回転ナデ調整、沈線あり 暗灰褐色
17 短頸壺 密 良好 第44図

19．8 内面 中央部、同心円タタキ、その他、回転ナデ調整 灰褐色

15．8 外面 底部、回転ヘラ削りのち回転ナデ調整、体部、回転ナデ調整、沈線、クシがき列点文あり 灰褐色
18 長頸壺 密 良好 第44図

頸部、沈線、ヘラがき文あり、その他、回転ナデ調整、内面、回転ナデ調整 灰褐色

暗灰褐色
19 長頸壺 密 良好 第44図

灰褐色

20．7

19．9

24．1

12．3

外面 底部、回転カキ目調整、体部、沈線あり、頸部、沈線、ヘラがき文あり

その他、回転ナデ調整、内面、回転ナデ調整

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、凹状のつまみあり 灰褐色
20 壺蓋 密 良好 第44図

3．0 内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整、かえりあり 暗灰褐色

外面 底部、体部、回転カキ目調整、その他、回転ナデ調整、脚部にスカシあり 灰褐色
21 脚付長頸壺 密 良好 第44図

11．3

28．1 内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整 灰褐色

第18表 石室内出土遺物観察表2（玉類）
（単位：cm・g）

番号 種 類 長 さ 直 径 孔 径 重 量 色 調 材 質 挿図番号

22 棗玉 2．20 1．50 0．30 3．45 赤褐色 琥珀 第45図

23 丸玉 0．74 0．93 0．20 0．81 群青色 ガラス 第45図

24 丸王 0．49 0．82 0．20 0．48 群青色 ガラス 第45図

25 丸玉 0．55 0．92 0．20 0．57 紫色 ガラス 第45図

26 丸玉 0．45 0．78 0．20 0．41 紫色 ガラス 第45図

27 丸玉 0．45 0．68 0．15 0．26 群青色 ガラス 第45図

28 小玉 0．31 0．47 0．15 0．08 薄青緑色 ガラス 第45図

29 小玉 0．33 0．45 0．15 0．08 薄青緑色 ガラス 第45図

30 小玉 0．26 0．37 0．10 0．04 黄緑色 ガラス 第45図

31 小玉 0．17 0．37 0．15 0．03 黄色 ガラス 第45図
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第19表　石室内出土遺物観察表3（金属器類）
（単位：cm・g）

番号 器 種 遺 存
法 量

挿図番号
長 さ 幅 厚 さ 重 量

32 耳環 1．60 1．50 0．20 1．09 第45図

33 耳環 1．40 1．30 0．20 0．71 第45図

34 U 字形鉄鋤 15．80 5．80 0．40 119 ．52 第46図

35 鉄鏃 11．90 2．00 0．35 9．19 第47図

36 鉄鏃

完存

完存

完存

完存

完存 14．50 1．00 0．30 7．92 第47図

37 鉄鏃 5．60 1．10 0．30 2．63 第47図

38 鉄鏃 3．40 1．80 0．40 5．07 第47図

39 鉄鏃 2．50 1．30 0．30 3．28 第47図

40 鉄鏃

鏃身部

鏃身部

鏃身部

鏃身部 6．80 1．10 0．30 10．88 第47図

41 鉄鏃 9．60 0．55 0．50 5．99 第47図

42 鉄鏃 15．30 0．60 0．20 7．08 第47図

43 鉄鏃 10．20 0．60 0．40 13．09 第47図

44 鉄鏃 7．60 0．70 0．50 11．98 第47図

45 鉄鏃 7．80 0．60 0．50 10．44 第47図

46 鉄鏃 4．30 0．60 0．40 7．08 第47図

47 鉄鏃 5．50 0．50 0．30 7．22 第47図

48 鉄鏃 2．20 0．40 0．40 0．74 第47図

49 鉄鏃 2．60 0．80 0．60 4．33 第47図

50 鉄鏃 3．60 0．40 0．35 1．34 第47図

51 鉄鏃 4．40 0．50 0．50 5．15 第47図

52 鉄鏃 4．80 0．75 0．50 5．95 第47図

53 鉄鏃 3．50 0．75 0．50 3．69 第47図

54 鉄鏃 3．70 1．20 0．45 3．95 第47図

55 鉄鏃

鏃身部欠損および茎部欠損

鏃身部欠損

鏃身部欠損

鏃身部欠損および茎部欠損

鏃身部欠損および茎部欠損

鏃身部欠損および茎部欠損

鏃身部欠損および茎部欠損

茎部

鏃身部欠損および茎部欠損

茎部

茎部

鏃身部欠損および茎部欠損

鏃身部欠損および茎部欠損

鏃身部

茎部 3．60 0．70 0．50 4．08 第47図

56 刀子 鏃身部欠損および茎部欠損 3．00 1．20 0．40 3．31 第47図

57 袋状鉄斧 8．70 2．90 2．20 70．77 第47図

58 直刀 26．10 2．75 0．60 110．24 第47図

59 直刀

完存

切先

鍔部 3．60 1．95 0．60 42．75 第47図

60 素環鏡板付轡 8．20 7．00 0．80 77．10 第48図

61 素環鏡板付轡 7．90 7．10 0．80 53．02 第48図

62 素環鏡板付轡

鏡板・引手

鏡板

鏡板・銜 7．40 7．10 0．60 34．03 第48図

63 鞖 ほぼ完存 5．80 4．30 2．00 13．01 第48図

64 引手 12．00 2．40 0．90 15．58 第48図

65 素環鏡板付轡 7．30 6．70 0．60 19．12 第48図

66 兵庫鎖 5．60 2．40 0．60 10．90 第48図

67 鉸具

一部

鏡板

一部

一部 5．10 1．00 0．30 3．64 第48図

68 鉸具 4．80 3．30 0．30 3．75 第48図

69 鉸具 3．00 1．10 0．50 1．57 第48図

70 鉸具

1／2

一部

一部 1．90 1．00 0．20 0．71 第48図

71 有脚伏鉢形辻金具 一部欠損 7．60 3．70 25．51 第49図

72 有脚伏鉢形辻金具 7．80 7．80 2．60 37．15 第49図

73 革金具 2．90 2．80 1．00 3．99 第49図

74 革金具 2．60 1．70 0．70 2．37 第49図

75 革金具 2．50 1．40 0．60 1．90 第49図

76 革金具 3．60 3．40 1．00 4．17 第49図

77 革金具 2．90 1．90 0．70 6．33 第49図

78 鉸具 2．80 0．90 0．40 1．76 第49図

79 鉸具 3．20 1．80 0．90 5．83 第49図

80 素環鏡板付轡 2．60 2．00 0．60 4．01 第49図

81 素環鏡板付轡 3．00 2．20 0．70 3．23 第49図

82 木製壺鐙

完存

完存

1／2

完存

完存

完存

一部

一部

一部

一部

一部 6．00 3．30 0．90 23．66 第49図
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第20表 封土内出土遺物観察表1 ［］：推定値（）：残存値（単位：cm）

口（底）径 胎土 焼成
番号 器 種 手 法 的 特 徴 色調 挿図番号外

内
その他

淡黄褐色
83 甕（口縁部） 粗 やや良 第50図

器 高

［40．0] 外面 ナデ 調整、口縁部、列点文、頸部、刻目突帯文あり

（13．9） 内面 ナデ、ハケ目調整 黄褐色

黄褐色
84 短頸壺 粗 やや良 第50図

黄褐色

黄褐色
85 円筒埴輪 粗 やや良 第50図

9．8 外面 ナデ調整、口縁部、沈線あり

（5．2) 内面 ナデ調整

［20．6］ 外面 ナデ、ハケ目調整

（11．4） 内面 ナデ調整、指頭圧痕あり 黄褐色

淡黄褐色
86 円筒埴輪 粗 やや良 第50図

淡黄褐色

外面 ナデ、ハケ目調整

（9 ．9） 内面 ナデ調整、指頭圧痕あり

［39．6］ 外面 ハケ目調整、櫛描き、ナデ 赤褐色
87 器台 密 良 第51図

内面 ナデ 赤褐色

第21表 埴輪配列遺物観察表 ［］：推宗値（）：残存値（単位：cm）

胎土 焼成口（底）径 手 法 的 特 徴
外
内 挿図番号番号 器 種 色調 その他器 高

円筒埴輪 18．4 外面 ナデ、ハケ目調整 淡黄褐色
88 粗 やや良 第53図

（底部） （16．2） 内面 ナデ調整、指頭圧痕あり 淡黄褐色

円筒埴輪 17．1 外面 ナデ、ハケ目調整 黄褐色
89 粗　やや良 第54図

（底部）　（19．9) 内面 ナデ調整、指頭圧痕あり 黄褐色

黒灰褐色
密 良好90 第54図

14．8 外面 ナデ、ハケ目調整

（15．2） 内面 ナ デ調整、板削り、指頭圧痕あり 暗紫色

淡黄褐色
91 粗　やや良 第54図

円筒埴輪

（底部）

円筒埴輪

（底部）

15．9 外面 ナデ、ハケ目調整

（12.8) 内面 ナデ調整、指頭圧痕あり 淡黄褐色

第22表 表面採集遺物観察表
［］：推定値（）：残存値（単位：cm）

口（底）径
色調 胎土 焼成 挿図番号番号 器 種 手 法 的 特 徴器 高

外
内その他

暗灰褐色
92 把手付碗 密 良好 第55図

［12．1］ 外面 回転ナデ調整、波状文、沈線、稜あり

（7．1） 内面 回転ナデ調整、沈線あり 暗灰褐色

［17．7］ 外面 回転ナデ調整、波状文、沈線、稜あり 暗灰褐色
93 器台 密 良好 第55図

（4．2） 内面 回転ナデ調整 暗灰褐色

暗灰褐色
94 器台 密 良好 第55図

灰褐色

暗灰褐色
95 甕 密 良好 第55図

外面 回転ナデ調整、台と取っ手らしきものがある

（3 ．2 ） 内面 回転ナデ調整

［28．4 ］ 外面 回転ナデ調整、稜あり

（5 ．2 ） 内面 回転ナデ調整 灰褐色

94



第5章　大人塚古墳

第1節 調 査 の 概 要

1　調査区の設定（第56図）

大人塚古墳は柳井田池の西側に位置し、北側に上野Ⅱ遺跡を控えている。本調査区の行政的位置は、

伊予市上野字立岩2808-1であり、絶対的位置は東経132゜45′18″、北緯33゜45′59″である。本遺跡は四

国縦貫自動車道建設に伴うサービスエリア予定地にかかるもので、191㎡の調査を行った。

調査の方法はトレンチを設定し、表土以下の層序を確認した上で重機により遺物包含層上面まで掘削

した。その後、遺物包含層の掘り下げ及び遺構の検出を行った。

本調査区は、発掘調査前は果樹園として利用されており、以前その造成のために古墳を掘削しており、

調査区の東側の小高いところに祠が2基安置されていた。

第56図　調査区位置図（1：1,500）
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2　土層堆積状況（第57図）

調査区内の土層堆積状況は、表土（第Ⅰ層：層厚30cm）、黄褐色粘性土（第Ⅱ層：層厚30cm）、暗灰褐

色粘性土（第Ⅲ層：層厚20cm）、黒褐色粘性土（第Ⅳ層：層厚20cm）、暗灰褐色粘性土（礫まじり：第V

層：層厚20cm）、黄褐色砂礫土（地山）の順に堆積しているが、調査区の東・西部角は、後の果樹園造

成のためか表土下は、すぐに地山になっており、特に西部角は、大きく窪んでいる。

第Ⅲ～第V層からは、弥生土器、石器、須恵器等が出土しており、弥生～古墳時代にかけての包含層

と考えられるが弥生土器・須恵器共に混じりあって出土しているところから、安定した包含層と言えない。

第2節 遺 構 と 遺 物

1 墳丘 （第57図）

墳丘は、果樹園造成のため削平され、全壊に近い状況になっており、今回の調査においては、周溝の

一部及び石室の石材を集積したと思われる石組により古墳の存在を確認するに留 まった。

周溝は調査区のほぼ中央を北東部から南西部へ緩やかなカーブを描いて湾曲し、確認できなくなって

いる。周溝の埋土は黒褐色粘性土であり、調査区北壁の土層断面にも同様の掘り込みが確認でき、周溝

調査区西部角にある石組の手前で確認できなくなっている。周溝の埋土は黒褐色粘性土で、調査区北壁

の土層断面にも同様の掘り込みが確認でき、周溝が側に延びていたとも考えられるが、調査区外へと続

くため、周溝の全様は不明である。

周溝の各部の計測値は、全長9m、溝幅は2～3.2m、深さは0.28mを測るものである。

古墳の施設で確認できたものは周溝のみであるが、その周溝より墳形と規模をみると周溝の内湾状況

から円墳と考えることが出来る。また周溝内側から北方向5mの地点より玉及び耳環が2点ずつ出土し

ており、その地点を石室があった場所 と仮定するならば周溝外側の円周から推定して外側の直径が約

16m、内側では約13mとなる。

2 遺物 出土状 況 （第57・58図）

遺物は、周溝内より須恵器が7点、周溝北側で須恵器3点、玉2点、耳環2点が出土している。

 周溝における出土状況をみると、溝のほぼ中央部と西端角の2ヶ所で集中的な分布をしていることが

わかる。ここで出土した須恵器を器種別にみると、杯蓋（第60図1・2）、高杯（第60図3）、𤭯（第60図

4）、子持器台（第61図5）、大型壺（第62図6・7）である。これらの須恵器のほとんどが周溝底面直上

から出土しており、その中でも杯蓋（第60図1・2）はほとんど完形に近い形で検出されているため、

当初から周溝内に据え置かれていたと思われる。子持器台（第61図5）と大型壺（第62図6・7）は破損

が著しく据え置きの状態は考えにくいがほとんど1個体ずつ固まって出土しており、大型壺においては、

上から押しつぶされたような状態で検出されているところより意図的に破砕し、置かれたと推定できる。

3 周溝内 の出土 遺物 （第60～62図）

須恵器

・杯蓋（第60図1・2）

　　1・2は口径14.2～14.6cm、器高4.2～4.5cmを測る。丸みをおびたやや平坦な天井部より内湾しなが

ら口縁部に至り、端部はいずれも尖り気味に丸い。1が2よりやや扁平であるが、ほとんど形状は変わ

　らない。調整は、天井部外面に回転ヘラ削りが施され、内面及び口縁部外面は、回転ナデ調整である。
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Ⅰ　表土

Ⅱ　黄褐色粘質土層

Ⅲ　暗灰褐色粘質土層：遺物包含層

Ⅳ　黒褐色粘質土層：遺物包合層

Ⅴ　暗灰褐色粘質土層：遺物包含層

第57図 遺構全測図
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第58図 周溝内の遺物出土状況
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第59図 石室石材散布状況

・高杯（第60図3 ）

3は脚裾部11.0cm、脚高15.6cm、脚部径3.5cmを測る長頸3段透かしの無蓋高杯である。平坦な杯底

部よりやや外傾してしてひらき、底部外面と杯部中位に櫛状の工具による斜行列点文が施されている。

脚部は細い基部より直線的に下りた後外反して広がり、端部近くでわずかに屈曲し丸い端部へ至る。脚

部は2条の凹線が2ヵ所に施されており、その上部に長方形の透かし、下部に三角形の透かしを3方向

に持ち、脚中央部外面に櫛状工具による列点文が施されている。時期的にみると、脚部に三角形透かし

という古い要素をみることが出来るが、杯部、脚部の形状より中村編年Ⅱ形式5段階（7世紀初頭）に

相当すると思われる。

・𤭯（第60図4）

  4は口頸部の上半を欠失しており、頸部径2.8cm、体部最大径9.1cm、残存高13.3cmを測るものである。

細い基部から外反し漏斗状に開き屈曲して口縁部に至る。扁球形の体部に凹線が2条施されており、
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凹線を施した後、直径1.8cmの孔が焼成前に穿たれている。その穿孔時に落とし込まれたと思われる粘

土塊（直径1.7cm、厚み0.8cm）が中に入っている。調整は口頸部が回転ナデ調整、体部は上から2/3

まで回転ヘラ削り後ナデ調整、下部1/3及び底部は手持ちヘラ削りである。

・子持器台（第61図5 ）

5は受部径27.3cmを測り、受部に小型の高杯及び壺或いは𤭯を載せる装飾器台である。受部は浅い皿

状を呈し口縁部は装飾の高杯を載せるために粘土を貼り付け、肥厚させている。受部が1/2しか残っ

ていないため全容は不明であるが、口縁部に3ヵ所、中央部に1ヵ所、剝落の痕跡があり、このことか

ら推定すると口縁部に6ヵ所中央部に1ヵ所装飾されていたと思われる。𤭯は細目の頸部から漏斗状に

外反する口頸部で、口頸部の中央に2 条の凹線が巡り、その上部に波状文が施されている。体部は緩や

かに内湾し、肩部に1条の凹線が施されその下には二枚貝の貝殻によると思われる刺突列点文が施され

ている。調整は外面が回転ヘラ削り後ナデ調整、内面頸部に絞り痕が見られる。

器台の脚部はほとんど欠失して不明であるが、受け部と脚部の境に粘土を貼り付け、そこをなでることに

より鋭い稜を作っている。基部の直下には円形の透かしが入っている。調整は受け部中心より2/3

は外面が平行タタキ、内面が同心円タタキ、口縁部付近は装飾土器を貼り付けた時についたと思われる

指頭圧痕が見られる。

・甕（第62図6・7）

6・7はいずれも大型の甕である。6は口径17cm、器高55.1cm、体部最大径51cmを測る、球形に近い

形をした壺である。口縁部はほぼ直立し、端部は平坦な面をなす。体部は上位1/3に最大径をとった

後急にすぼまり丸底に至っている。口縁部には上下2条ずつの凹線が施され、その間に刺突列点文が施

される。頸部直下に半環状の把手が4ヵ所付されている。調整は外面が平行タタキ、内面が同心円タタ

キである。7は口径18.5cm、器高53.9cm、体部最大径53.5cmを測り、口縁部は短く外反し、端部は平坦

面をなす。体部は上位1/3で最大径を測った後緩やかに内湾し、丸底と思われる底部に至る。頸部直

下に鈎状の把手が付けられている。調整は体部外面が平行タタキ後カキ目調整、底部はカキ目調整のみ

である。内面は同心円タタキが施されている。口縁部は両者ともに回転ナデ調整である。

1

2
3

4

第60図 周溝内出土遺物1
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5

第61図 周溝内出土遺物2
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6

7

第62図 周溝内出土遺物3
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第3節 そ の 他 の 遺 物

弥生土器

・壺（第63図8～20）

8～11は口縁部または胴部である。8は水平に開きやや外傾気味に下に肥厚した端部を持つ口縁部で、

端部に山形状の刻み文が施され、口縁部内面には円形浮文が貼り付けられている。内外面ともにハケ後

ナデ調整である。9は櫛描波状文を持つ胴部である。10は水平に開きやや外傾気味に上部に肥厚した端

部を持つ口縁部で、端部に5条の凹線が施されている。調整は内外面ともにナデ調整である。11は垂直

に伸びた頸部から口縁部近くで外方に折れ曲がり、丸みを持つ端部に続くものである。調整は不明であ

る。12～20は底部である。12～19は底径ないし推定底径が9～10cmを測るものである。底部は平底な

いし若干の上げ底を呈し、12～15は外面ヘラミガキ、内面はナデ、15～17は外面を板状工具によりナ

デており、16は、その上から横ミガキを施している。内面は15・16がナデ、17は板状工具によるナデ

である。18・19は磨耗が著しく不明である。20は底径4cmを測るもので、前述のものより底径が小さ

く底部の開きが大きいものである。外面はハケ調整、内面には指頭圧痕が残っている。

・甕（第63図21～第64図57）

21～33は口頸部の破片である。21～23は口縁端部に1～2条の凹線を持つもので22は頸部にノ字列点

文が施されている。外面は22が板状工具によるナデ調整、その他が内外面ともにナデ調整である。24～27は頸

部にヘラ状工具によるキザミあるいは布目圧痕を施した突帯を持つもので、調整は27が外面ハケ調

整、他はナデ調整である。28～33は口縁部に凹線を施さない口頸部の破片である。28～30は口縁端部が

丸く仕上げられたやや厚手のものであり、調整は磨耗が著しいため不明な点が多いが、29の内面に指頭

圧痕が残っている。31～33は薄手のもので31は上に32は下に若干拡張している。調整は33が口縁端部内

外面に指頭圧痕が見られ、頸部内面に工具による横ナデが見られる。その他は不明である。34～57は底

部である。34～44・54は平底のもので、45～57 は上げ底のものである。上げ底の中にも外の突出してい

るもの（45～51）、まっすぐ立ち上がるもの（52・53）、外に開くもの（54～57）がある。

・高坏（第64図58～62）

58・59は凹線文期の高坏で58は口縁部に5ないしは6条の凹線を持つ高杯の口縁部で凹線下にノ字列

点文が施されている。外面にハケ調整が見られる。59は矢羽根透かしを持つ脚部で脚部に浅い2条の凹

線を持つ。60～62は弥生後期～古墳初頭の脚部である。60はやや長めの筒形の柱部より裾部に向かって

広がるもので、裾部3ヶ所に円孔をを持つと思われる。外面はハケ調整、内面に絞り痕が見られる。61

は低い柱部より裾部に向かって広がるものである。62はわずかに外反しながら裾部に向かって広がるも

のである。両者ともに内面に絞り痕が見られる。

石器

・石鏃（第65図63～67）

63は凸基、64・65は緩やかな凹基となるもので、63・64は全体形が二等辺三角形状をしており、65は

右の基辺が左より長いものである。64・65は表面の中央に素材時の剝離痕を残している。63・64は赤色

珪質岩製、65 はサヌカイト製である。66・67は石鏃の未成品と考えられるもので、66は主に先端部の調

整のみで残されたもの、67は側縁の調整のみで残されたものである。両者とも赤色頁岩製である。
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第63図 包含層出土遺物1
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34 35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57

59 60
58

61 62

第64図 包含層出土遺物2
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63
64 65

66

67

68

69

70
71 72

第65図 包含層出土遺物3
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・石錐（第65図68）

68は石錐の機能部をわずかに残すものである。表裏両面に素材時の剝離痕を残している。赤色頁岩製

である。

・石庖丁（第65図69）

69は半分を欠損したもので、穿孔は1ヶ所しか確認できない。全体形を想定すると左右両端は丸味を持

つものと考えられ、背部は直線的、刃縁は若干弧を描くと思われる。全面を研磨しあげており、研磨は

背部・左端部まで及んでいる。緑泥片岩製である。

・扁平片刃石斧（第65図70）

70は縦半分を欠損したもので、平面形は長方形を呈す。前主面、左側面、基端面に研磨痕を残し、鋭

い刃部を研磨によって形成している。結晶片岩製である。

・スクレイパー（第65図71）

71は横長剝片を素材としたもので、表裏両面からの加撃によって下は鋭く、上は鋭い刃部を形成して

いる。裏面に主要剝離面が残る。赤色頁岩製である。

・石斧（第65図72）

72は刃部の欠損している厚手のものである。形状は、長台形を呈し、敲打痕が残されている。安山岩

製である。

須恵器

・杯身（第66図73）

73は口径12.4cm、受部径15.1cm、器高4.2cmを測る完形品である。短い尖り気味の受部より、内湾気

味に下り、丸みを帯びた平底に至る。調整は底部2/3が回転ヘラ削り、そのたの内外面が回転ナデ調

整である。底部外面に回転ヘラ切りの跡が明瞭に残っている。

74
73

75 76 77 78

第66図 包含層出土遺物4
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・長頸壺（第66図74）

74は長頸壺の口頸部である。太い基部よりわずかに直立した後、外反して広がり、口縁端部付近で折

れ曲がり下方向に若干肥厚し、端面は尖り気味である。頸部中位に浅い2条の凹線が巡り、その上位に

1条の波状文が2段に施されている。調整は内外面ともに回転ナデ調整である。

装身具類

・耳環 （第66図75 ・76）

75は銅地金張りのもので、環外径3.3cm×3.0cm環内径1.8cm×1.6cm環身径0.7cm突合部間隙は0.1cm重

量は24.3gである。76は銅地金張りのもので環外径2.7cm×2.5cm環内径1.7cm×1.5cm環身径0.5cm重量

5.5gである。

・玉（第66図77・78）

77は棗玉である。直径1.3cm器高1.3cm孔径0.35cm～0.1cm、重量3.22gを測り、材質は白色透明の水

晶である。形態は扁平な球体に近く、孔は両方から穿たれてある。78は丸玉であり、長径1.1cm器高0.8cm

孔径0.25cm重量1.42gを測り、形態は低い円筒形を呈しており、上下の端面が平坦に仕上げられている。

材質は群青色を呈するガラスである。

第4節 調 査 成 果

大人塚古墳は、丘陵の括れ部の標高90mの緩斜面に立地している。古墳の遺存状況は非常に悪く、墳

丘・石室共に確認できなかった。石室の石材と思われる石が集積されていたが、原位置は留めておらず、

石室の構造や規模は不明である。しかし、調査区中央部の緩やかに弧を描く周溝より須恵器を数点検出

する事が出来た。出土した須恵器から中村編年Ⅱ形式5段階（7世紀初頭）相当と考えられる。

高坏については、長脚であり、長方形の透かしを三方向に2段に施すという中村編年Ⅱ形式5段階（7

世紀初頭）の様相に加えて三角形の透かしという古い様相（中村編年Ⅱ形式3段階・6世紀後半）も同

時に持つものである。現在のところ、このような資料はこの高杯1点であるため十分なことは言えない

が、この時期の須恵器を考える上で興味深い資料といえよう。

これ以外にも周溝内からは、焼成後内外面に多数の敲打痕を持つ装飾土器や破損した四耳壺が出土し

ており、出土状況から意図的に破砕し、周溝内に投棄した可能性が考えられる。

以上、周溝内の遺物から古墳の造営は6世紀後半段階と考えることができる。

その他にも弥生中期中葉、同中期後半、弥生後期～古墳初頭にかけての土器・石器が出土しており、

周辺地域にこの時期の遺跡の存在を予想することができる。（西川）
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第23表 周溝出土遺物観察表1（須恵器） ［ ］：推 定値 （ ）：残存 値 （単位 ：cm ）

口（底）径番号 器 種 手 法 的 特 徴
外
内

胎土 焼成色調 挿図番号器 高 その他
14．6 淡灰褐色

1 杯蓋 密 良好 第60図
4．2 灰褐色

14．1 灰褐色
2 杯蓋 密 良好 第60図

4．1

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整
内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整
外面  天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面  中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整 暗灰褐色
黒灰褐色

3 高杯 密 良好 第60図
11．0
17．8

外面、内面、回転ナデ調整、杯部、クシがき列点文あり

脚部、スカシ、沈線、クシがき列点文あり 暗灰褐色
3．8 外面、底部、手持ちヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、体部、沈線と円孔あり 暗灰褐色

4 * 密 良好 第60図
13．6 暗灰褐色

黒灰褐色
5 子持器台 密 良好 第61図

19．7 黒灰褐色

17．1 黒灰褐色
6 甕 密 良好 第62図

55．1 暗灰褐色
18．6 淡灰褐色

7 甕 密 良好 第62図
53．7

頸部、沈線あり、口縁部、稜、沈線あり、内面、回転ナデ調整
器台外面、回転ナデ調整、平行タタキ、沈線、稜あり、内面、同心円タタキ
付属、高坏外面、回転ナデ調整、クシがき列点文、稜あり、内面、回転ナデ調整

外面、体部、平行タタキ、取っ手あり、頸部、沈線、ヘラがき列点文あり

内面 同心円タタキ
外面 体部、平行タタキのち回転カキ目調整、取っ手あり
内面 同心円タタキ 淡灰褐色

第24表　包含層出土遺物観察表1

番号 口（底）径 色調 外器 種 手 法 的 特 徴
胎土 焼成

挿図番号
器 高 その他内

赤褐色
8 ハケ目のちナデ調整、円形浮文、鋸歯文あり 密 良 第63図赤褐色

円筒埴輪
（口縁部） （2．6）

9 ナデ調整、波状文あり
黒褐色

密 良 第63図
不明

（土器片） （5．1）
壺

淡赤褐色

赤褐色
10 ナデ調整、口縁部に沈線あり 密 良 第63図（口縁部） （3．1） 淡赤褐色

赤褐色
11 ナデ調整 粗 良 第63図

壺
（口縁部） （5．4） 赤褐色

10．2 外面 ヘラ磨き 淡茶褐色
12 密 良 第63図

淡茶褐色

壺
（底部）

壺
（3．6） 内面 ケズリ
［8．8］ 外面 ハケ目 黒褐色

13 密 良 第63図淡茶褐色（5．8　） 内面 ナデ調整、指頭圧痕
［11.7] 外面 ハケ目 茶褐色

14 密 良好 第63図

（底部）
壺

（底部） 淡茶褐色

甕

（5．8） 内面 ナデ
［9．6］ 外面 ハケ目、ナデ 淡茶褐色

15 密 良 第63図
（底部） （6．7） 内面 ナデ、指頭圧痕 淡茶褐色

壺 10．9 外面 ヘラ磨き 黒褐色
16 密 良好 第63図（底部） （3．1 ） 内面 ナデ 淡茶褐色

壺 黒褐色
17 密 良好 第63 図（底部）

［5 ．8］外面 ハケ目
（2．6） 内面 ナデ 黒褐色

甕 9．0 外面 ナデ 淡赤褐色18 粗 不良 第63図（底部） 灰茶褐色
甕

（4 ．6） 内面 ナデ、指頭圧痕
［9 ．2］ 外面 ナデ 淡赤褐色

19 密 良好 第63図（底部） 淡黒褐色
壺 淡黒褐色

20 密 良 第63図（底部）

（4 ．6） 内面 ナデ、指頭圧痕

3．9 外面 ハケ目、ナデ
（3．5） 内面 ナデ、指頭圧痕 淡茶褐色

甕 外面 ナデ、口縁部、沈線あり 淡赤褐色
21 密 良 第63図（口縁部） （3．0） 内面 ナデ 淡黄褐色

外面 ハケ目、ナデ、口縁部、沈線、頸部、ヘラがき列点文あり 淡赤褐色
22 密 良 第63図（口縁部） （5．7) 淡茶褐色

甕
内面 ナデ
外面 ナデ、口縁部、沈線あり 赤褐色

23 粗 良 第63図
（口縁部） （3．3） 内面 ナデ 赤褐色

甕 外面 ナデ、口縁部、刻み目文、頸部、布圧刻目突帯文 淡赤褐色
24 密 良 第63図

（口縁部） （2．7） 内面 ナデ 淡赤褐色
甕 外面 ナデ、口縁部、布圧刻目突帯文 淡赤褐色

25 密 良 第63図（口縁部） （2．7） 内面 ナデ 淡赤褐色
淡茶褐色

26 粗 良 第63図
甕

（頸部）
外面 ナデ、刻目突帯文

（4.6) 内面 ハケ目、ナデ 淡灰白色
甕 外面 ナデ、ハケ目、刻目突帯文 淡赤褐色

27 密 良 第63図（頸部） （3．4） 内面 ナデ 淡赤褐色

11．9 外面 ナデ 淡赤褐色
28 甕 密 良 第63図

5．2 内面 ナデ、指頭圧痕 茶白色

淡赤褐色
29 粗 良 第63図

甕 ［13.3］ 外面 ナデ
（口縁部） （5 .2） 内面 ナデ、指頭圧痕 淡黄褐色

甕 ［15.7］ 外面 ナデ 淡赤褐色30 粗 良 第63図（口縁部） （5.0) 内面 ナデ 淡茶褐色

淡赤褐色
31 密 良 第63図

甕 ）
（口縁部

外面 ナデ
（3．8 ） 内面 ナデ 淡茶褐色

外面 ナデ、 指頭圧痕 灰褐色
32 甕 密 良 第63図3．8 灰褐色

甕
内面 ナデ、 指頭圧痕
外面 ナデ 淡赤褐色

33 密 良 第63図（口縁部） （3．9） 内面 ナデ 淡赤褐色
茶褐色

34 密 良好 第64図
甕

（底部）
5．4 外面 ヘラ磨き

（2 ．6） 内面 ナデ 茶褐色
甕 淡赤褐色

35 密 良好 第64図（底部）
6．7 外面 ヘラ磨き

（2．9 ） 内面 ナデ 赤褐色
甕 淡茶褐色

36 密 良 第64図（底部）
6．4 外面 ナデ

（2 ．7） 内面 ナデ 淡茶褐色
甕 淡黄褐色

37 密 良好 第64図（底部）
5．4 外面 ナデ、指頭圧痕

（3．6） 内面 ナデ 淡黒褐色
甕 淡赤褐色

38 密 良好 第64図（底部） 淡茶褐色
甕 赤褐色

39 密 良好 第64図（底部）

6．0 外面 ヘラ磨き、ナデ
（2．4） 内面 ナデ
［5 ．9］ 外面 ヘラ磨き、ナデ

（2 ．9） 内面 ケズリ、ナデ 赤褐色
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包 含層 出土遺物観察表2第25表
［ ］：推定値（ ）：残存値 （単位：cm）

胎土 焼成口（底）径 手 法 的 特 徴 挿図番号番号 器 種 色調
外
内その他器 高

甕 ［7.3] 外面 ナデ 淡赤褐色
40 密 良好 第64図

（底部） （4．2） 内面 ナデ 淡茶褐色
甕 淡黄褐色

41 密 良好 第64図
（底部）

5．5 外面 ハケ目、ケズリ、ナデ
（4．0） 内面 ナデ、指頭圧痕 淡黄褐色

甕 外面 ナデ 赤褐色
42 密 良好 第64図

（底部） 淡茶褐色
甕 淡赤褐色

43 密 良好 第64図
（底部） 淡黄褐色

甕

内面 ナデ

外面 ナデ
内面 ナデ

外面 ナデ 赤褐色
44 粗 不良 第64図

（底部） 淡茶褐色
甕 淡茶褐色

45 粗 良 第64図
（底部）

［4.8]
（2.4)
［5.0]
（1.9)

［4.2]

（ 4.2)
［5.2]

（3.7)

内面 ナデ、指頭圧痕

外面 ナデ
内面 ナデ 淡茶褐色

甕 ［7 ．6］ 外面 ヘラ磨き、ナデ 淡赤褐色
46 密 良好 第64図（底部） （3．6） 内面 ナデ 黒褐色

甕 ［5 ．4］ 外面 ナデ 淡赤褐色
47 密 良 第64図（底部） （2 ．5） 内面 ナデ、指頭圧痕 黒褐色

甕 ［8 ．6］ 外面 ナデ 淡茶褐色
48 密 良好 第64図

（底部） （3 ．9） 内面 ナデ 淡茶褐色
甕 ［7 ．2］ 外面 ナデ 淡赤褐色

49 密 良 第64図
（底部） （3．4） 内面 ナデ 淡茶褐色

茶褐色
50 密 良好 第64図

淡茶褐色
赤褐色

51 粗　 不良 第64図
赤褐色
淡赤褐色

52 粗　不良 第64図
茶褐色

淡黄褐色
53 密 良 第64図

甕
（底部）

甕

（底部）
甕

（底部）
甕

（底部）

［6 ．6］ 外面 ナデ
（3 ．9） 内面 ナデ

5．8 外面 ナデ

（5．1） 内面 ナデ
3．8 外面 ナデ

（2 ．8） 内面 ナデ

5．1 外面 ナデ
（3 ．0） 内面 ナデ 淡茶褐色

甕 淡赤褐色
54 粗 不良 第64図

（底部） 淡茶褐色
甕

3．4 外面 ナデ

（5 ．4） 内面 ナデ、指頭圧痕
［4 ．4］ 外面 ナデ 淡赤褐色

55 粗 良 第64図
（底部） 黒褐色

甕
（6 ．8） 内面 ナデ

3．5 外面 ナデ 淡茶褐色
56 密 良 第64図（底部） （2 ．7） 内面 ナデ 淡茶褐色

甕 淡赤褐色
57 粗 不良 第64図

（底部）
5．2 外面 ナデ

（9 ．3） 内面 ナデ、指頭圧痕、しぼり痕 淡茶褐色
高杯 ［17．0］ 外面 ナデ、沈線、ヘラがき列点文あり 赤褐色

58 密 良 第64図
（口縁部） （4 ．4） 内面 ナデ 赤褐色

高杯 赤褐色
59 密 良 第64

（脚部） （4．0） 淡赤褐色
図

高杯

外面 ナデ、沈線あり
内面 ナデ

外面 ハケ目、ナデ、円孔スカシあり 淡黄褐色
60 密 良好 第64図

（脚部） （7．3） 内面 ナデ、しぼり痕 淡黄褐色

高杯 外面 ナデ 淡黄褐色
61 粗 良 第64図

（脚部） （6．1） 内面 ナデ、しぼり痕 淡茶褐色
高杯 赤褐色

62 密 良 第64図
（脚部）

州面 ナデ

（9．1）　内面 ナデ、しぼり痕 淡赤褐色

第26表 包含層出土遺物観察表3（石器）
（単位：cm･g）

番号 器 種 石 材 残 存 最大長 最大幅 最大厚 重 量 挿図番号

63 石鏃 赤色珪質岩 一部欠損 2．50 1．50 0．40 1．30 第65図
64 石鏃 サヌカイト 一部欠損 2．30 1．60 0．35 0．80 第65図

65 石鏃 赤色珪質岩 完存 2．30 1．60 0．40 1．00 第65図

66 石鏃未成品 赤色珪質岩 完存 3．10 1．80 0．60 2．80 第65図
67 石鏃未成品 赤色珪質岩 完存 4．20 2．20 0．90 7．43 第65図
68 石錐 赤色珪質岩 完存 3．30 1．90 0．90 2．80 第65図
69 石庖丁 緑泥片岩 1／2 3．70 7．10 0．80 26．40 第65図

70 扁平片刃石斧 結晶片岩 完存 4．90 3．50 0．65 16．70 第65図
71 スクレイパー 赤色珪質岩 完存 3．60 5．50 1．10 18．20 第65図
72 石斧 安山岩 1 ／2 13．20 8．00 4．70 761．50 第65図

第27表包含層出土遺物観察表4（須恵器）
［］：推定値（）：残存値（単位：cm）

口（底）径 外 胎土 焼成番号 器 種 手 法 的 特 徴 色調 挿図番号
器 高 その他
12．4

73 杯身 密 良好 第66図
4．2

外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

内

灰褐色

灰褐色

長頸壺 ［13 4．］ 外面 回転ナデ調整、波状文、沈線あり 暗灰褐色
74 密 良好 第66図

（口縁部） （8 2．） 内面 回転ナデ調整 暗灰褐色

第28表 包含層出土遺物観察表5（耳環）
（単位：cm・g）

法量
番号 器 種 遺 存 挿図番号

長 さ 幅 厚 さ 重 量

75 銅芯金張耳環 ほぼ完存 3．40 1．80 0．80 24．28 第66図
76 銅芯銀張耳環 ほぼ完存 2．70 2．50 0．50 5．42 第66図

第29表　包含層出土遺物観察表6（玉類)
（単位：cm・g）

番号 種 類 長 さ 直 径 孔 径 重 量 色 調 材 質 挿図番号
77 棗玉 1．40 1．20 0．35 3．22 白色透明 水晶 第66図
78 丸玉 0．80 1．10 0．25 1．42 群青色 ガラス 第66図
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第6章　名護池古墳Ⅱ

第1節 調査 の概要

1 調査区の設定（第67図）

本調査区は伊予市上野の行道山を南に仰ぎ、松山平野・長尾上池を北に望む、北緯33゜46′08″、東経

132゜45′30″、標高約78m～79mの丘陵上に位置している。本調査区から東に約150mの地点には長尾谷

川が流れており、本調査区は行道山から運ばれた和泉砂岩の削剝岩が堆積した扇状地上にある。

海岸までの直線距離は約5kmである。約300㎡を測る調査区は、発掘調査以前には柑橘類を主体とす

る果樹園として利用されており、墳頂部には祠が安置されていた。

調査は墳丘の尾根上に南北にトレンチを設定し、墳形の遺存状況等を観察した後、重機による表土剝

ぎ、人力による遺構検出をおこなった。

第67図　調査区位置図（1：2,000）
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第2節 遺構 と遺物

1　墳丘（第68・69図）

調査区は果樹園として利用されていたことなどから、石室が敷石を除いて全て消失するなどかなりの

掘削を受け正確な墳形や規模は不明である。外表施設としても、わずかに外護列石の一部と考えられる

列石が検出されているのみで、その他周溝、埴輪などについては確認されなかった。

墳頂部においては、版築が行われていたことが確認された。古墳築造方法としては、自然の山を利用

してその山頂部に墓坑を堀り込み、石室を構築した後、淡黄褐色粘性土と暗茶褐色粘性土を交互に叩き

締めながら墳丘を築造したものと考えられる。

墳丘のほぼ中央と考えられる部分に、長方形の墓坑が配されていた。墓坑の規模は長さ約7.5m、

玄室幅約3.0m、羨道幅約2.3mを測る。

2　横穴式石室（第70・71図）

石室は墳丘のほぼ中央に、主軸をN-11゜30′-Wにとり、南東に開口する横穴式石室である。墓坑

の掘り方から両袖型のものと思われるが類推の域を出ない。既述したように遺存状態は極めて悪く

床面の敷石が残っているにすぎない。敷石の範囲は長さ3.2m、幅1.7mのほぼ長方形で、玉砂利大の

河原石が全面に施されている。敷石の周辺に散乱した角礫が検出されたが、側壁石の落下したもの

かと思われる。敷石の上面に堆積した土層を観察したところ礫を含む黄褐色土から茶褐色土の土層の幾重もの堆積

や根穴などが確認され、この敷石上面がかなり撹乱されたものであることがわかる。

第68図 古墳検出前の状況
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1．淡黄褐色粘土

2 ．淡黄褐色粘土（礫が少量）

3 ．淡黄褐色 粘土（礫が多量）

4 ．淡黄褐色粘土（赤い礫が多量）

5 ．淡黄褐色粘土（4 より褐色が少 ない）

6 ．淡黄褐色粘土（砂質が強い）

7 ．暗茶褐色粘土

8 ．暗茶褐色粘土（礫少量）

9. 暗茶褐色粘土（礫、異物まじる）

10．暗茶褐色粘土（9より少し暗く礫なし）

11．暗茶褐色粘土（10より少し暗い）

12．暗茶褐色粘土（10より少し淡い）

13．暗茶褐色粘土（しまりが悪い）

14．暗茶褐色粘土（13よりしまりが悪い）

15．淡灰黄褐色粘土（礫少量）

16．淡灰黄褐色粘土（15より異物多い）

17 ．淡灰黄褐色粘土（15より礫 、異物多い）

18．淡灰黄褐色粘土（17より褐色強い）

19．暗灰褐色粘土（礫少量）

20．暗灰褐色粘土（礫多量）

21．暗灰褐色粘土

22 ．暗灰褐色粘土（21よりしまりが悪い）

23．暗灰褐色粘土（22より礫 が多い）

24．礫 地山

第69図 墳丘と石室配置
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この部分に
　朱が見られる 

第70図 横穴式石室1
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1．淡黄褐色土

2．淡黄褐色土（礫少量）

3．淡黄褐色土（白味が強く、礫少量）

4．淡黄褐色土（礫多量）

5．淡黄褐色土（灰色強い）

6．暗黄褐色土

7．暗黄褐色土（灰色強い）

8．灰黄褐色土（礫多量）

9．灰黄褐色土（黄色味強く、礫多量）

10．灰黄褐色土（さらに黄色味強く、礫多量）

11．灰茶褐色土

12．灰茶褐色土（礫多量）

13．灰茶褐色土（白味強い）

14．淡灰黄褐色土（礫少量）

15．淡灰黄褐色土（礫多量）

16．淡灰茶褐色土（し まり悪い）

17．淡灰茶褐色土（礫多量）

18．灰褐色土

19．灰褐色土（キメ細かく、しまっている）

20．淡茶褐色土

21．淡茶褐色土（礫少量）

22．淡茶褐色土（暗 めの色）

23．黄褐色土

24．黄褐色土（礫多量）

25．淡茶褐色土

26．灰黄褐色土

27．灰黄褐色土（礫少量）

28．灰褐色土（カーボン含む）

29．暗茶灰色土（礫多量）

30．暗灰茶褐色土（礫多量）

31．暗灰黄褐色土

32．暗黄褐色土（礫多量）

33．赤茶褐色土（キメ粗く、礫多量）

敷石部分

第71図 横穴式石室2

116



第72図 外護列石

敷石部分

第73図 床面の分割概念図

3 列石（第72図）

石室の北西約8mの地点に外護列石の一部と思われる列石が検出された。安山岩製の亜角礫が5 

点、0.7mの範囲にわたって検出されたのみでこれを外護列石と判断することは難しいが、かりに外

護列石と考えると直径14m前後の円墳か、長径14m前後の方墳の可能性があることになる。

4 遺物の出土状況

敷石床面上をドット記録と水洗選別によって遺物の取り上げを行った。水洗選別については、床面を

主軸にそって東西南北に分割し、南東をA、南西をB、北東をC、北西をDと分類し選別を行った。

C区隅からは杯身、D区隅からは杯蓋や杯身、B区隅からA区隅にかけては杯蓋や短頸壺と短頸壺の

蓋、土師器の小壺が出土している。これらはいずれも中村編年Ⅱ型式4段階（6世紀後半）のものと思

われる。またB区隅からはⅡ型式2段階（6世紀中葉）の杯身とⅡ型式5段階（7世紀初頭）と思われ

る高杯が並んで出土している。またD区からⅡ型式2段階の杯蓋が出土している。以上のことから、Ⅱ 

型式2段階からⅡ型式5段階までの土器がほぼ北と南の隅にかたまるように出土しているが、大半はⅡ 

型式4段階のものであることがわかる。土器の時期差が「カタヅケ」や「カキダシ」といった追葬によ

るものかどうかといったことは、かなり撹乱を受けている出土状況からは読みとることができない。

ものの点数をまとめたものが、右の第30表である。これ

で見る限り、装飾品は切子玉を除いてA・B区よりも

C・D区に、つまり南よりも北に集中していることがわ

かる。特にC区から出土した耳環の近辺の敷石上面から

「朱」の分布がみられたことと、耳環の直上にある枕石

あるいは棺台に似た形状の石の検出から、北に頭位を取

る被葬者を想定できよう。

装飾品の出土状況（第75図・第30表）

装飾品としては、耳環、切子玉、管玉、丸玉、小玉が 第30表 装飾品の出土状況

切子玉 管 玉出土している。ドット記録をしたものと水洗選別による 耳 環 丸 玉 小 玉

A
1

2（1） （1） （19）

B 4（4） 4（4） 1（1） （12）

C
1

2 4 8（27）

D 1 1（2） 1（1） （1） 19（13）

※数字は点数（）内は水洗選別
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第74図 石室内の遺物出土状況1
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敷石部分

第75図 石室内の遺物出土状況2
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第76図 石室内の遺物出土状況3
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鉄器の出土状況（第76図）

鉄器については、C区から、平根式鉄鏃・尖根式鉄鏃・刀子・刀装具・鉄鏃の茎部などがまとまって

出土している。水洗選別も含めてこのC区に遺物の集中がみられその他からは数えるほどの出土しかな

い。装飾品のところで触れた「北に頭位を取る被葬者」のものとも考えられるが、明確なことはいえない。

その他から鉄鏃の刀身と思われる破片が、B区からは馬具の一部と思われる破片が、A区からは水

洗選別で鍔の断片が出土している。

5 石室 内出土 の遺 物 （第77～81図）

須恵器

石室内で出土した須恵器は総数78点を数える。その内復元実測できたものは17点である。 

・杯蓋（第77図1～6）

1は口縁部が内湾してほぼ直下に下り、端部は内傾する明瞭な段をもつ。口径に比して器高が低いた

め、やや扁平な感を与える。天井部と口縁部との間に鈍い沈線を巡らせることによって形骸化した稜を

浮かび上がらせている。天井部外面の回転ヘラ削りは全体の2/3 程度である。2は口縁部が内湾して

やや「ハ」の字状に外方に開き、端部は内傾する段をもつ。口径に比して器高が低いため、やや扁平な

感を与える。天井部と口縁部との間に鈍い沈線を巡らせることによって形骸化した稜を浮かび上がらせ

ている。天井部内面にタタキ痕をもつ。天井部外面の回転ヘラ削りは全体の2/3程度である。3は、

口縁部が内湾してやや「ハ」の字状に外方に開き、端部は内傾する段をもつ。口径15cm、器高4.1cmと1・

2よりも扁平である。天井部と口縁部との間に鈍い沈線を巡らせることによって形骸化した稜を浮かび上がら

せている。天井部外面の回転ヘラ削りは全体の2/3程度である。4は口縁部が内湾してやや「ハ」

の字状に外方に開き、端部は丸く仕上げられている。天井部外面の回転ヘラ削りは全体の2/3程度で

ある。5・6は口縁部が内湾してやや「ハ」の字状に外方に開き、端部は丸く仕上げられている。天井

部はほぼ扁平である。天井部外面の回転ヘラ削りは全体の1/2 程度である。

・壺蓋（第77図7 ）

7は有蓋短頸壺の蓋であろう。口縁部が内湾してやや「ハ」の字状に外方に開き、端部は内傾する段

をもつ。天井部外面の回転ヘラ削りは全体の1/2程度である。天井部内面に不整方向のナデがみられる。

・杯身（第77図8～10）

8は全体的に扁平で、平底の底部から内湾しながら開き受部は短く端部は尖り気味である。立ち上が

りは短く内傾し端部は尖り気味に丸い。底部外面の回転ヘラ削りは全体の1/2程度である。9は、丸

底の底部から内湾しながら開き受部は短く端部は丸い。立ち上がりは短く内傾し端部は尖り気味に丸い。

底部外面の回転ヘラ削りは全体の1/2 程度である。10は、丸底の底部から内湾しながら開き受部は短く端部は

尖る。立ち上がりは短く内傾し端部は尖り気味である。底部外面は回転ヘラ切り後、ナデ調整を施している。

所属時期については、8が中村編年Ⅱ型式2段階（6世紀中頃）、9はⅡ型式4段階（6

世紀後半）、10はⅡ型式4段階～Ⅱ型式5段階（6世紀後半～7世紀初頭）までのものと思われる。

・高杯（第77図11・12）

　 11は無蓋長脚の高杯と思われる。平坦な杯底部から内湾しながら上外方に開くもので、口縁端部は尖

り気味に丸い。上位1/2に鈍い稜が巡っている。底部外面は回転ヘラ削りの後、回転ナデを施している。 

12も無蓋の高杯である。平坦な杯底部から内湾しながら上外方に開くもので、口縁端部は尖り気味に丸
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い。上位1/3に鈍い稜が巡っている。底部外面は回転ヘラ削りの後、回転ナデを施している。所属時

期については中村編年Ⅱ型式5段階（7世紀初頭）のものと思われる。

・壺（第77図13～15）

13・14は有蓋短頸壺である。口縁部は短く直立気味に立ち上がり端部は丸い。肩のはった扁球状の体部か

ら丸みをもって内湾している。15は壺の底部である。所属時期については中村編年のⅡ型式4段階

（6世紀後半）のものと思われる。

土師器

石室内で出土した土師器の破片は総数7点を数える。そのうち復元実測できたものは1点のみである。

・小型壺（第77図16）

口径7.2cm、器高8.8cmと小型のものである。平底の底部からほぼ球形の体部をなし頸部で屈曲した後、

やや長い口縁部にいたる。口縁端部は尖り気味に丸い。外面ほぼ2/3 、内面ほぼ1/2までに赤色塗

彩を施す。頸部外面、体部外面に荒いハケメ調整を施し、体部に指頭圧痕が多数観察された。所属時期につい

ては共伴した土器との関係から6世紀後半段階のものと思われる。

装飾品類

石室内から水洗選別によって検出されたものも含めて耳環3点、切子玉16点、管玉9点、丸玉96点が

出土した。

・耳環（第78図17 ～19）

いずれも断面ほぼ正円形の銅の棒を「C」字形に湾曲して作られたもので、表面は銀装で仕上げられ

ている。17は直径2.7cmと3点の中では最も大きいものである。敷石の西側隅ほぼ中央で出土した。18

は直径2.1cmを測るものでA地区北寄りほぼ中央で出土した。19は断面径0.2cmと細いもので、出土した

近辺から朱の分布が検出された。

・切子玉（第78図20～26、第79図27～35）

16点中11点がA・B区からの出土である。六面体を呈しほとんどが水晶製であるが、中に碧玉製のも

のが1点（30）、木質製のものが1点（37）確認された。法量は軸長0.9cm～2.3cm前後、孔径は0.1cm～0.4cm

前後であり、片面穿孔であるが、30・37を除いて反対側からも幾分調整されている。

・管玉（第78図36～44）

9点中6点がC・D区から出土した。いずれも碧玉製であり、法量は長さ1.5cm～2.3cm、断面径は0.5cm

～0.8cm、孔径は0.1cm～0.3cmである。片面穿孔であるが38～40は反対側からも幾分調整されている。

・丸玉（第79図45）

47は丸玉であろう。1点D区より出土した。長さ0.5cm、断面径0.9cm、孔径0.2cmを測り、楕円形を

呈している。ガラス製で色は群青色である。

・小玉（第79図46～78、第80図79～134）

98点中67点がC・D 区からの出土である。その内、9点は部分破片であり図化しなかった。48は直径が

0.6cmと比較的大きいもので、幅0.1cm程度の不純物が混入しているものである。49～104は空色、105～127

は群青色、126～133は暗い空色、134・135は黄色、136は赤褐色のものである。すべてガラス製である。

鉄器

石室内から水洗選別によって検出されたものも含めて鉄器は総数77点出土している。そのうち復元実

測できたものは26点である。
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第77図 石室内出土遺物1
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・鉄鏃（第81図135～151）

総数17点を数え、平根6点、尖根2点、不明9点に判別できる。

135～143は一部鏃身部を欠いているものもあるが、平根と考えられる。そのうち135・136は深い逆刺

をもつ腸抉三角形鏃である。鏃身部の断面は片丸造であり、篦被部の断面は方形を呈する。137・138は

浅い逆刺をもつ三角形鏃である。鏃身部の断面は片丸造である。139 は三角形鏃に属する。鏃身関部は

ほとんど逆刺をもたない。鏃身部はやや小型であり片鎬造である。関部は棘状突起による棘箆被を有し

篦被部の断面は方形、茎部の断面は円形である。140は当初剣の刀身部破片の可能性を考えたが、135と

鏃身部の幅がほとんど等しいことと6 世紀後半において剣が非常に少なくなっていることと考えあわせ

て平根鏃の鏃身部破片と考えた。141・142は尖根長頸鏃である。鏃身部の断面は140が片丸造、141が両

丸造である。143 は当初平根方頭鏃を考えたが、レントゲン写真により鉄鏃の篦被部から茎部であるこ

とが判明した。長頸鏃のものか短頸鏃のものかは遺存状態からは判断できない。144は鉄鏃の篦被部で

あろう。全面に木質が銹着し、上部に木皮を巻いたような痕が残る。145・146は鉄鏃の箆被部から茎部

であろう。篦被部は方形、茎部は円形の断面を呈する。144の茎部にはほぼ全面に木質が銹着している。 

147～151は鉄鏃の茎部の一部であろう。147・148は全面に木質が銹着しており、149・150は矢柄を装着

した際についたと思われる糸巻きの痕跡が観察される。151は部分的に木質が銹着している。断面は147

～149が円形、150・151が方形である。

・刀子（第81図152～154）

152は刀身部、柄部ともに断面は逆二等辺三角形であり、全体的に薄手の仕上がりである。錆のため

判然としないが両関造りと思われ、柄部には木質が銹着している。153は切先で152と接合はしなかった

が、同一破片の可能性が高い。154 は刀身部の破片であるが、やや厚手の仕上がりとなっている。

・直刀（第81図155・156）

155は刀身の破片であり、156は柄尻部の破片であろう。156には直径約0.5cmの円形の目釘の穴が穿

17
18

19

20 21 22 23 24 25 26

第78図 石室内出土遺物2
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第79図 石室内出土遺物3
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第80図 石室内出土遺物4
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第81図 石室内出土遺物5

127



たれており、目釘穴内面に木質が銹着していることから、木製の釘が使われていたことがわかる。また

着柄により、ほぼ全面に木質が銹着している。

・刀装具（第81図157～159）

157は欠損品であり、やや薄い鉄板を卵形に曲げて作られたと思われるもので内面には全面に木質が

銹着している。柄金具か鞘金具の可能性があるものである。158・159は鍔の同一破片と考えた。仮に復

元すると長径5.5cm、短径4.1cm、厚さ0.4cmの倒卵形、中央の孔は長径3.4cm、短径2.1cmの倒卵形にな

ると考えられる。

・馬具（第81図160）

160は鍔の可能性も考えられたが、鍔と考えるとかなり大形のものになることから素環鏡板の一部と

した。断面は方形を呈する。

第3節 調 査 成 果

古墳の築造方法について

おそらく自然の地形を利用してその山頂部に墓坑を掘り込み石室を構築した後、地山の土と暗茶褐色

粘質土を交互に叩き締めながら墳丘を築造したものと思われる。なお、一部石列を除いて墳丘及び外表

施設はほとんど完全に消失しており、墳形、規模などは不明である。また石室についても敷石以外すべ

て消失するという状態で、遺存状況は極めて悪く、かろうじて墓坑の掘り方から両袖型の石室であった

ことが推定できるにすぎない。

古墳内の埋葬者について

耳環とその直上にある枕石あるいは棺台と思われる石の検出及び周辺の朱の分布から北に頭位をとる

被葬者が一体想定できる。その他土器の時期差などから追葬の可能性も考えられるが、撹乱されている

遺物出土状況からは明確なことはいえない。

古墳の築造時期について

出土した須恵器は陶邑編年からⅡ型式2段階～5段階のものと考えられる。このことから6世紀中葉

でも古い段階から後葉にかけてのものであることがわかる。周辺で発掘された猿ヶ谷2号墳、上三谷原

古墳の築造時期が6世紀後葉でも新しい段階のものであることから、これらの古墳よりも古い時期のも

のであることが考えられる。（湖西）
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第31表　 石室内出土遺物観察表1 []：推定値（）：残存値　（単位：cm）

番号 器 種
口（底．5）径
器 高

手 法 的 特 徴 色調
胎土 焼成

挿図番号
その他

1 杯蓋
14．6
4

暗灰褐色

灰褐色
密 良好 第77図

2 杯蓋
15．0

4．4

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、沈線あり

内面 回転ナデ調整

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整、沈線あり

内面 回転ナデ調整

灰褐色

灰褐色
密 良好 第77図

3 杯蓋
15．0

4．2

淡灰褐色

淡灰褐色
密 良好 第77図

4 杯蓋 [13．9］
3．6

暗灰褐色

暗灰褐色
密 良好 第77図

5 杯蓋
［15．3］

4．2

灰褐色

灰褐色
密 良好 第77図

6 杯蓋
［14．8］

3．7

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整 灰褐色

灰褐色
密 良好 第77図

7 壺蓋
10．0

3．9

暗灰褐色

暗灰褐色
密 良好 第77図

8 杯身
12．5

4．0

内面 回転ナデ調整

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整 灰褐色

灰褐色
密 良好 第77図

9 杯身
［11.8］

5．2

自灰褐色

白灰褐色
密 良好 第77図

10 杯身
13．2

4．5

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

外面 底部、回転ヘラ削りのち不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

内 面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

外面 底部、回転ヘラ削りのち不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

白灰褐色

白灰褐色
密 良好 第77図

11
高杯

（杯部）

13．8

6．0

外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

淡灰褐色

淡灰褐色
密 良好 第77図

12
高杯

（杯部）

13．0

6．0

底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整 淡灰褐色

淡灰褐色
密 良好 第77図

13 短頸壺
［8．1］

（8 ．0）

外面

内 面

外面

内面

中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

回転ナデ調整

回転ナデ調整

灰褐色

灰褐色
密 良好 第77図

14 短頸壺
［10．0］

（5 ．3）

外面 回転ナデ調整

内面　回転ナデ調整

灰褐色

灰褐色
密 良好 第77図

15 壺
13．1

4．4

天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整 灰褐色

灰褐色
密 良好 第77図

16 小形壺
［7 ．3］

8．8

外面

内 面

外面

内面

中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

ナデ、指頭圧痕、頸部、ハケ目

ナデ、指頭圧痕

淡黄褐色

淡黄褐色
密 良 第77図

（単位：cm・g）

番号 器 種 遺 存

第32表　 石室内出土遺物観察表2（耳環）     

法量
挿図番号

長 さ 幅 厚 さ 重 量

17 銅芯金張耳環 ほぼ完存 2．7 2．5 0．5 6．30 第78図

18 銅芯金張耳環 ほぼ完存 2．1 2．1 0．5 4．48 第78図

19 銅芯金張耳環 破片 （2.1） （1．9） 0．2 0．22 第78図

第33表　石室内出土遺物観察表3（玉類） 
（単位：cm・g）

番号 種別 長さ 直径 孔径 重量 色調 材質 挿図番号

水晶 第78図
水晶 第78図
水晶 第78図

水晶 第78図

水晶 第780図
水晶 第78図
水晶 第78図

水晶 第79図

碧玉 第79図
水晶 第79図
水晶 第79図
水晶 第79図

水晶 第79図
水晶 第79図
水晶 第79図

20 切子玉 1．80 1．40 0．35 4．94 白色透明

21 切子玉 0．85 1．00 0．30 1．56 白色透明

22 切子玉 1．40 1．30 0．30 2．77 白色透明

23 切子玉 2．25 1．30 0．40 4．08 白色透明

24 切子玉 1．80 1.40 0．35 3．93 白色透明

25 切子玉 1．75 1．15 0．35 3．02 白色透明

26 切子玉 1．00 0．95 0．30 1．50 白色透明

27 切子玉 1．65 1.20 0．30 2．93 白色透明

28 切子玉 1．20 1．00 0．20 1．15 暗緑色

29 切子玉 1．80 1．10 0．35 3．21 白色透明

30 切子玉 1．85 1．05 0．35 1．83 白色透明

31 切子玉 1．70 1．10 0．30 3. 24 白色透明

32 切子玉 1．70 1．30 0．40 4．00 白色透明

33 切子玉 1．75 1．10 0．25 2．89 白色透明

34 切子玉 L20 1．15 0．25 3．05 白色透明

35 切子玉 1．75 1．15 0．20 1．21 黒褐色 木製 第79図

36 管玉 碧玉 第79図

37

1

2．30 0．70 0．20 2．34 暗緑色

1．80 0．60 0．25 1．4 暗緑色 碧玉 第79図

38 1．90 0．70 0．30 2．05 暗緑色 碧玉 第79図

39 碧玉 第79図

40 碧玉 第79図

41 碧玉 第79図

42 碧玉 第79図

43 碧玉 第79図

44 碧玉 第79図

45 ガラス 第79図

46

2．10 0．80 0．30 2．95 暗緑色

2．00 0．60 0．25 1．77 暗緑色

2．10 0．80 0．30 3．07 暗緑色

2．00 0．70 0．30 1．90 暗緑色

1．50 0．50 0．35 0．78 暗緑色

1．85 0．30 1．12 暗緑色

0．50 0．90 0．20 0．56 群青色

0．55 0．60 0．15 0．12 薄青色 ガラス 第79図

47

管玉

管玉
管玉

管玉

管玉

管玉

管玉
管玉

丸玉

小玉
小玉 0．30 0．40 0．15 0．08 空色 ガラス 第79図

48 小玉 0．20 0．50 0．10 0．08 空色 ガラス 第7・9図

第34表　石室内出土遺物観察表4（玉類） 
（単位：cm・g）

番号 種別 長さ 直径 孔径 重量 色調 材質 挿図番号

49 小玉 空色 ガラス 第79図

50 小玉 空色 ガラス 第79図

51 小玉 空色 ガラス 第79図
52 小玉 空色 ガラス 第79図
53 小玉 空色 ガラス 第79図

54 小玉 空色 ガラス 第79図

55 小玉 空色 ガラス 第79図
56 小玉 空色 ガラス 第79図

57 小玉 空色 ガラス 第79図

58 小玉 空色 ガラス 第79図

59 小玉 空色 ガラス 第79図

60 小玉 空色 ガラス 第79図
61 小玉 空色 ガラス 第79図

62 小玉 空色 ガウス 第79図

63 小玉 空色 ガラス 第79図

64 小玉 空色 ガラス 第79図

65 小玉 空色 ガラス 第79図
66 小玉 空色 ガラス 第79図

67 小玉 空色 ガラス 第79図

68 小玉 空色 ガラス 第79図

69 小玉 空色 ガラス 第79図

70 小玉 空色 ガラス 第79図
71 小玉 空色 ガラス 第79図

72 小玉 空色 ガラス 第79図

73 小玉 空色 ガラス 第79図

74 小玉 空色 ガラス 第79図

75 小玉 空色 ガラス 第79図
76 小玉 空色 ガラス 第79図

77 小玉

0．45 0．40 0．10 0．11

0．25 0．45 0．20 0．06
0．30 0．40 0．15 0．07

0．25 0．45 0．20 0．08

0．30 0．45 0．10 0．08

0．25 0．50 0．15 0．09

0．25 0．45 0．15 0．09
0．45 0．35 0．15 0．08

0．25 0．45 0．10 0．09

0．25 0．50 0．15 0．08

0．20 0．50 0．15 0．08
0．25 0．40 0．15 0．06

0．30 0．40 0．15 0．07

0．30 0．40 0．10 0．05

0．25 0．45 0．15 0．07

0．25 0．45 0．15 0．07

0．25 0．50 0．15 0．08
0．30 0．45 0．15 0．09

0．30 0．50 0．15 0．08

0．30 0．45 0．15 0．08

0．30 0．40 0．10 0．07
0．30 0．35 0．10 0．05

0．30 0．45 0．15 0．10

0．20 0．45 0．15 0．07

0．20 0．40 0．15 0．03

0．25 0．40 0．15 0．05
0．30 0．40 0．15 0．08

0．30 0．35 0．15 0．07

0．20 0．40 0．10 0．05 空色 ガラス 第79図
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第35表石室内出土遺物観察表5（玉類） 
(単位:cm・g）

番号 種別 長さ 直径 孔径 重量 色調 材質 挿図番号

78 小玉 0．35 0．45 0．15 0．08 空色 ガラス 第79図

79 小玉 0．30 0．45 0．15 0．09 空色 ガラス 第80図

80 小玉 0．35 0．40 0．15 0．08 空色 ガラス 第80図
81 小玉 0．20 0．40 0．10 0．05 空色 ガラス 第80図

82 小玉 0．30 0．40 0．15 0．06 空色 ガラス 第80図

83 小玉 0．25 0．40 0．15 0．07 空色 ガラス 第80図

84 小玉 0．40 0．45 0．15 0．08 空色 ガラス 第80図

85 小玉 0．20 0．45 0．15 0．06 空色 ガラス 第80図

86 小玉 0．35 0．45 0．15 0．08 空色 ガラス 第80図
87 小玉 0．30 0．35 0．10 0．05 空色 ガラス 第80図

88 小玉 0．30 0．45 0．15 0．10 空色 ガラス 第80図

89 小玉 0．30 0．35 0．10 0．07 空色 ガラス 第80図

90 小玉 0．20 0．45 0．15 0．04 空色 ガラス 第80図
91 小玉 0．30 0．40 0．10 0．08 空色 ガラス 第80図
92 小玉 0．25 0．30 0．10 0．03 空色 ガラス 第80図

93 小玉 0．30 0．45 0．15 0．09 空色 ガラス 第80図

94 小玉 0．35 0．40 0．15 0．05 空色 ガラス 第80図
95 小玉 0．20 0．30 0．10 0．03 空色 ガラス 第80図
96 小玉 0．35 0．45 0．10 0.10 空色 ガラス 第80図

97 小玉 0．30 0．475 0．175 0．11 空色 ガラス 第80図

98 小玉 0．20 0．32 0．15 0．02 空色 ガラス 第80図
99 小玉 0．25 0．35 0．15 0．04 空色 ガラス 第80図
100 小玉 0．30 0．45 0．15 0．08 空色 ガラス 第80図
101 小玉 0．15 0．30 0．13 0．02 空色 ガラス 第80図

102 小玉 0．18 0．35 0．15 0．03 空色 ガラス 第80図

103 小玉 0．20 0．30 0．10 0．04 空色 ガラス 第80図

104 小玉 0．25 0．40 0．20 0．04 空色 ガラス 第80図

105 小玉 ガラス 第80図

106 小玉
0．25 0．35 0．15 0．03 群青色

0．35 0．55 0．15 0．12 群青色 ガラス 第80図

第36表石室内出土遺物観察表6（玉類） 
（単位：cm・g）

番号 種別 長さ 直径 孔径 重量 色調 材質 挿図番号

107 小玉 0．25 0．35 0．10 0．04 群青色 ガラス 第80図

108 小玉 0．20 0．35 0．15 0．05 群青色 ガラス 第80図

109 小玉 0．20 0．40 0．10 0．04 群青色 ガラス 第80図

110 小玉 0．20 0．40 0．15 0．04 群青色 ガラス 第80図

111 小玉 0．20 0．40 0．10 0．04 群青色 ガラス 第80図

112 小玉 0．30 0．35 0．10 0．06 群青色 ガラス 第80図
113 小玉 0．20 0．35 0．10 0．04 群青色 ガラス 第80図

114 小玉 0．20 0．32 0．10 0．03 群青色 ガラス 第80図

115 小玉 0．20 0．35 0．15 0．03 群青色 ガラス 第80図

116 小玉 0．20 0．35 0．10 0．04 群青色 ガラス 第80図

117 小玉 0．20 0．40 0．15 0．04 群青色 ガラス 第80図
118 小玉 0．30 0．40 0．10 0．07 群青色 ガラス 第80図

119 小玉 0．20 0．30 0．10 0．02 群青色 ガラス 第80図

120 小玉 0．20 0．33 0．10 0．03 群青色 ガラス 第80図

121 小玉 第80図
122 小玉 第80図

123 小玉 第80図

124 小玉 第80図

125 小玉

0．20 0．30 0．15 0．02 群青色

0．20 0．30 0．10 0．03 群青色

0．25 0．31 0．10 0．03 群青色

0．25 0．35 0．10 0．04 群青色

0．20 0．30 0．10 0．02 群青色

ガラス

ガラス
ガラス

ガラス

ガラス 第80図

126 小玉 第80図
127 小玉 第80図

128 小玉 第80図

129 小玉

0．15 0．35 0．15 0．03 暗い空色 ガラス
0．20 0．35 0．15 0．04 暗い空色 ガラス

0．20 0．35 0．15 0．04 暗い空色 ガラス

0．20 0．35 0．10 0．03 暗い空色 ガラス 第80図

130 小玉 0．30 0．30 0

0

0．04 暗い空色 ガラス 第80図

131 小玉 .100．35 0．35 ．10 0．05 暗い空色 ガラス 第80図

132 小玉 0．20 0．30 0．10 0．02 黄色 ガラス 第80
図

133 小玉 0．25 0．35 0．10 0．03 黄色 ガラス 第80 図

134 小玉 0．20 0．30 0．15 0．02 赤褐色 ガラス 第80図

第37表　石室内出土遺物観察表7（鉄器）
（単位：cm・g）

番号 器 種 残 存 長 さ 幅 厚 さ 重 量 挿図番号

135 鉄鏃 鏃身部 （9．50） 2．70 0．30 33．44 第81図

136 鉄鏃 鏃身部 （5．70） 2．20 0．50 10．77 第81図

137 鉄鏃 鏃身部 （4．60） 2．15 0．20 9．93 第81図

138 鉄鏃 鏃身部 （4．90） 3．30 0．20 12．21 第81図

139 鉄鏃 鏃身部 （9．00） 2．50 0．45 17．46 第81図

140 鉄鏃 鏃身部 （7．00） 2．00 0．50 14．78 第財図

141 鉄鏃 鏃身部 （5．80） 2．70 0．50 25．21 第81図

142 鉄鏃 鏃身部 （3．60） 0．90 0．30 2．36 第81図

143 鉄鏃 鏃身部 （3．30） 1．00 0．30 3.14   第81図

144 鉄鏃 頸部 （4．35） 0．90 0．50 4．59 第81図

145 鉄鏃 頸部 （5．95） 0．80 0．35 4．16 第81図

146 鉄鏃 茎部 （2．80） 0．70 0．50 2．81 第81図

147 鉄鏃 茎部 （4．40） 0．60 0．60 3．40 第81図

148 鉄雄 茎部 （1．65） 0．35 0．30 0．49 第81図

149 鉄鏃 茎部 （1．90） 0．30 0．30 0．39 第81図

150 鉄鏃 茎部 （1．65） 0．35 0．20 0．37 第81図

151 鉄鏃 茎部 （1.40） 0．30 0．20 0．32 第81図

152 刀子 ほぼ完存 （17．2） 4．50 0．30 22．48 第81図

153 刀子 切先 （2．40） 1．00 0．25 1．41 第81図

154 刀子 切先 （5.00） 1．40 0．40 7．82 第81図

155 直刀 刀身 （4．90） 2．20 0．50 18．92 第81図

156 直刀 茎尻部 （2．50） 1.30 0．70 6．22 第81図

157 鞘口金具 1／2 （3．70） 2．00 0．10 3．79 第81図

158 鍔 1／3 （4．65） 1．00 0．35 6．02 第81図

159 鍔 1 ／3 （4．40） 1．00 0．30 11．56 第81図

160 轡 破片 （6．75） 1．00 0．50 16．71 第81図
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第7章 原 池 遺 跡

第1節 調査 の概 要

1 調査区の設定（第82図）

本調査区の位置は西に標高455mの谷上山、北東側に松山平野を望む小高い丘陵地帯である。調査区の

東側には松山平野の南部を西流する大谷川上流域と小規模な河岸段丘が展開しており、原池遺跡はこうし

か丘陵地帯の標高約70mを測る丘陵斜面に立地している。絶対的位置は北緯33°45′19″東経132 4゚4′27″

で、この周辺の大谷川流域では低位の段丘に上三谷古墳群があり、さらに下流になると出作遺跡などの

立地する沖積低地が開けている。

調査区の設定にあたっては、調査前の段階から既に箱式石棺の蓋石は地表面から露出していたこと

もあり、丘陵安部の形状と石棺以外の遺構の検出を考慮して、石棺の長軸に並行する幅5m、標高70～

76mの範囲まで調査区を設定した。調査はまず初めに土層観察用のセクションベルトを設定し、人力

によって表土を掘削する作業を行った。

第82図 調査区位置図（1：2,000）
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2  土層堆積状況（第83図）

表土の直下にはこの地域において普遍的に認められる弥生～古墳時代の遺物包含層である黄褐色土

（第Ⅱ層）の堆積上が確認でき、さらにその下位には赤褐色粘土層（第Ⅲ層）が堆積している。しかし

箱式石棺の存在する付近では第Ⅲ・Ⅳ層が欠落して表土直下に第Ⅴ層が確認でき、石棺墓坑の検出面は

第V層上面となる。本来的は第Ⅱ～Ⅳ層の堆積は存在していたであろうと思われるが、浸食による結果、

第V層が石棺墓坑の検出面になったと考えられる。

第2節 遺構 と遺 物

1 箱式石棺（第83・84図）

箱式石棺は緑泥片岩製の礫を板状に加工したものが使用されており、調査着手以前から既に蓋石が地

表面に露出しており、箱式石棺の東側小口部分は一部破損を受けていた。また蓋石は側石や小口から遊

離し、西側小口に接する部分では破損も著しい。小口についても東側では既に失われており、石棺内の

埋没上が確認されるほどで、結果的に残存していた棺材は、小口石1枚、側石3枚、底石2枚、蓋石と

思われるもの3枚であった。

箱式石棺の長軸はばぼ東西に並行し、掘り方の平面プランもそれに同じく整然とした長方形状となっ

ている。また箱式石棺の平面形状および掘り方の平面プランともに僅かに東側が幅広で、箱式石棺底面

の計測値は東側の幅が0.33m、西側の幅が0.24mとなりその差が明確となる。なお箱式石棺の残存値は

最大長1.93m、最大幅0.47m、最大深度0.30mを測る。

箱式石棺の構造をみると西側小口は1枚の小口で造られ、側石は北側2枚、南側1枚で構成されている。

しかし北側の側石の場合、その形状と残存値から本来的には1枚の側石が破損した結果、2 枚の側石が施

されたようになっている。つまり東側小口部分の破損時に北側の側石東側か大きく上方へ移動されたため

に、側石が破損したと考えられるのである。このことを示すかのように、北側の側石の底面は東側が整然

とした水平になっていない。またさらに底石も中間部あたりで分離しているようであるが、これについて

も石材の形状と残存値から、1枚の底石であったと考えられる。この底石の破損は底面が整然と水平に保

たれていることから後の撹乱によるものとは考えにくく、埋没土による圧力であった可能性が指摘でき

る。また蓋石についてもあくまで可能性であるが、残される蓋石は長軸を石棺下部の長軸と同じくして

おり、また石棺西側の破損度を考えあわせれば、本来的には1枚の蓋石であったことが考えられよう。

棺材の組み合わせをみると小口端部と側石端部は整然と接するもので、どちらかが突出することもな

く、小口が側石に挟まれるように組み合わされている。また小口に伴う掘り込みも側石や底石に比して

より深く施されていることが解る。蓋石の状況はすべて側石や小口石からは遊離しており、本来的にど

のような状態であったかは想定し難い。つまり東側の小口部分の破壊に伴って蓋石が欠落していたり、

一見して平面的には整然と重ねたように見える西側の蓋石も、石棺の下部構造とは並列した状態になら

ないばかりでなく、複数枚の棺材が繁雑に積み重なっている。こうしたことを考えあわせれば、蓋石の

全てにおいて構築時のまま残されたものであるとは考えられず、閉塞状況の細部は不明であるといえる。

またこの箱式石棺の場合、底石と側石および小口石との接する部分には、充填補強の為と思われる粘

土が残されており、同様な粘土が西側に残される小口石と墓坑との間でも確認されている。石棺内部で

確認できるこの粘土は、石棺内部北惻惻石部分と西側小口の部分で、幅約3cm 程度で残されている。
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　Ⅰ　　黒褐色粘土層　

　Ⅱa　淡黄褐色粘土層（締まりが強い）

　Ⅱb　暗黄褐色粘土層（締まりか弱い）

　Ⅱc　暗赤褐色粘土層（締まりか弱い）

　Ⅱd　暗茶褐色粘土層（弥生土器出土）

　Ⅲ　　赤褐色粘土層

　Ⅳ　　淡黄褐色粘土層（締まりか弱い）

　Ⅴa　礫層（淡黄褐色）

　Ⅴb　礫層（礫がVaよりも多い）

第83図 遺構分布と調査後の地形
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第84図 箱式石棺
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また両側石の部分及び小口石の内面には朱彩が施されており、確認されなかった部分はあるものの、

本来的には棺内の全面に朱彩が残されていたと考えられよう。

棺材の重量は蓋石の合計が約131kg、側石の合計が約91kg、底石の合計が約29である。その他小口� 

部より差し込まれた石や浮いた石などの総重量は約67kgを測る。また棺材の厚さは5～10cm内外で、

ほぼ均等な厚さをもつ。

箱式石棺の構築に伴う掘り込みは、長辺約1.9m、短辺約0.7～0.8m、深さ約0.3mで平面形が隅丸方

形をとなるが、東側がより幅広となっている。墓坑の長辺断面をみると西側では小口石を埋め込むた

め、石棺の底よりも約0.2m程深く掘り込まれている。石棺組み込み部の掘り込み底面はほぼ水平に仕

上げられている。

2 人骨の出土状況

人骨の残存は箱式石棺束半分の範囲に限られ、西半部では全く出土していない。また人骨以外に石棺

内に残されたものはなく、箱式石棺の所属時期を決定づける遺物は確認されなかった。

人骨の残存状況は松下孝幸氏（第13章）に鑑定結果をうけたとおりであり、前頭骨、下顎骨、歯、上

肢骨、上腕骨などの一部が確認されている。箱式石棺内における人骨の散布状況については、東側に限

定されることを先に述べたが、松下氏の鑑定によれば、残されていた人骨の大部分が頭骨から腰にかけ

ての上半身部分であった。このことは石棺の幅が東側になるにつれて大きくなることと密接に関係して

いる。つまり石棺東側が頭位側になることを裏付ける結果となったわけである。

なお出土しか人骨は、松下氏の鑑定によれば1 体の熟年女性と推定された。この詳細については第13

章の松下氏による報告に譲ることとしたい。

第85図　箱式石棺復元模式図
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第3節 調 査 成 果

原池遺跡の発掘調査では箱式石棺1基を検出するにとどまったが、箱式石棺の検出は大谷川上流域に

展開する丘陵斜面であり、近接した丘陵部や段丘には原池遺跡に直接関係する遺跡の存在は知られてい

ない。また箱式石棺内からの副葬品の出土がなく、こうした状況は箱式石棺の年代的位置づけを考察す

る上では障害となる。ここではまず周辺地域の類例を振り返りながら石棺の構造等について再度確認し

編年的位置づけについて考えてみたい。

原池遺跡の箱式石棺は緑泥片岩の大形な礫を板状に整形し、それを棺材として構築されたものである。

箱式石棺内部の副葬品については発掘調査で確認することができず、1体の人骨のみが残存していた。

箱式石棺の残存具合は東側や蓋石などの状況からかなりの撹乱を受けていることは否めず、人骨も上半

身部分がわずかに検出されたにすぎない。しかし発掘調査の所見からは、内部に朱彩が施され、小口や

側石にそれぞれ1枚の板石を用いた長方形状の箱式石棺であること、被葬者の頭位は東側に置くことな

どを確認できた。さらに松下氏による人骨鑑定では、熟年女性1体の埋葬であることが判断された。こ

こで松山平野を含めた周辺で主な箱式石棺の類例を挙げてみると、本報告書中の猿ヶ谷2号墳の調

査時に確認されたものや（本報告第3章第4節）、伊予市猪の窪古墳（長井ほか1981）、伊予郡砥部町釈

迦面山1・3号墳（長井ほか1981）、同町釈迦面山南遺跡第1号石棺（長井ほか1981）、同町釈迦面山遺

跡1～5号方形周溝墓（長井ほか1981）、松山市高月山第2・3号墳（西尾ほか1988）などがある。松山

平野とその周辺で参考になると考えられるものについては第38表に一覧した。

主なものについて述べてみると、まず釈迦面山1号墳1・2石棺の構築であるが、平面的には箱式石

棺の周囲を覆うように粘土が被覆され、さらに裏込め部分に至るまでその粘土が覆う形となっている。

釈迦面山南遺跡第1号石棺と釈迦面山遺跡1～5号方形周溝墓も基本的に粘土が被覆されていたようで、

釈迦面山遺跡群の全ての箱式石棺において、構築法に共通点が多いことが見出せる。そしてこれらの多

くが墳丘や周溝を伴うことなどを考えあわせれば、釈迦面山遺跡群における全ての箱式石棺は本来的に

墳丘を伴うものであり、古墳の主体部として機能していたことが考えられる。釈迦面山遺跡群についての諸見

解はすでに正岡睦夫氏や相田則美氏によっても論究されており、両氏ともに古墳時代の所産であ

るとしている（正岡1983b・相田1984）。また高月山古墳群の第2・3号墳についても、粘土による箱

式石棺の被覆をもつことや周溝を伴うなど、釈迦面山遺跡群との共通点は多い。高月山古墳群では第2

号墳が長方墳、第3号墳が円墳であったことが確認されており、検出された箱式石棺が古墳の主体部と

して機能していたことが述べられている。さらに猪の窪古墳において確認された箱式石棺は、直径18m

の円墳主体部として知られており、蓋石を除く周囲は粘土によって被覆されていた。こうした類例を挙

げてみても、現在までに箱式石棺の多くは古墳の主体部として認識されている。そしてこのことは正岡

氏の研究でも言及されている（正岡1983b）。

そうすると上記の類例すべてが墳丘を伴う古墳の主体部に相当する箱式石棺で、原池遺跡における箱

式石棺の在り方とは異なっている。原池遺跡の場合、箱式石棺の検出地点は丘陵の傾斜面で、周溝は伴

わず箱式石棺の検出地点が頂部となるような地山整形の痕跡も認められていない。しかし本遺跡におけ

る箱式石棺検出地点付近の土層堆積状況を見ると、弥生時代遺物包含層である第ⅡⅢ層やさらに下層の

第Ⅲ層が欠落しており、テラス状に斜面を削平しか後に箱式石棺が構築されたことは考えられる。した

がってこうした現象からみれば、箱式石棺検出地点を頂部とした墳丘の構築を想定することはできず。
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第38表　松山平野とその周辺の箱式石棺

名称 所在 立地 墳形 掘り方の断面 棺材の石材 小口の構造 側石小口 蓋石 棺床面 朱彩 被覆粘土 棺内副葬品 棺外副葬品
松山市権現町 丘陵

松山市権現町 丘陵

松山市権現町

人骨（被葬者） 参考文献

正岡1983

有り 正岡1983

正岡1983
松山市吉藤町丘陵 有り 正岡1983

権現N011

権現N015

権現No30

高城の石棺

池ノ谷古墳 松山市吉藤町 丘陵 男女各1体 正岡1983
松山市吉藤町 正剛983
松山市道後町 丘陵 管玉

池ノ谷2号石棺

天池東の石棺

赤子谷上古墳 松山市勝山町
正岡1983

壮年期男女各1体正剛983
奥せじ坊山の石棺 松山市和気町 勾玉臼玉切子玉

高山石棺群 松山市高浜町 丘陵 片岩系石材 3 1 地山 刀子

松山市高浜町 丘陵 花崗岩 有

松岡1960

正岡1983

松剛960丸山1号石棺

丸山2 号石棺 松山市高浜町 丘陵 花崗岩 有？
丸山3号石棺 松山市高浜町 丘陵 花崗岩

松岡1960

松岡1960
松山市古三津町 丘陵 円墳 有 玉類？鉄鏃太刀？ 1体 松岡1960

　　
松山市古三津町 丘陵 有 鉄器 1体 松岡1960
松山市新浜

松前古三津町

数珠塚

西畑山の石棺

一助山の石棺

舟谷越の石棺

北山町の石棺 松山市北山町

平山古墳 松山市和気町 丘陵円墳 貝釧 剣
舟ヶ谷町No24の石棺 松山市船ヶ谷町

舟ヶ谷町No20の石棺 松山市舟ヶ谷町

内浜町N06の石棺 松山市内浜町 鉄刀

雲雀ヶ岡の石棺 松山市三津町丘陵

新池北の石棺 松山市久枝町 丘陵

青石さまの石棺 松山市久枝町 丘陵

松岡1960

松岡1960

正岡1983

松岡1960

正岡1983

正岡1983

正岡1983

松岡1960

松岡1960

松岡1960
中ノ谷1号石棺 松山市味生町 丘陵

中ノ谷2号石棺 松山市味生町 丘陵 花崗岩

石ヶ峠1号石棺 松山市朝美町 丘陵 緑泥片岩

石ヶ峠2号石棺 松山市朝美町 丘陵 安山岩

大峰ヶ台1号石棺 松山市朝美町 丘陵 花崗岩と安山岩

大峰ヶ台2号石棺 松山市朝美町 丘陵 花崗岩

正剛983

正岡1983

正岡1983

正岡1983

松剛960

松剛960
大峰ヶ台3号石棺 松山市朝美町 丘陵 花崗岩と安山岩 3

松山市朝美町 丘陵 緑泥片岩

松山市朝美町 丘陵 安山岩

松山市朝美町 丘陵
松山市別府町 丘陵 緑泥片岩

松山市別府町 丘陵

松岡1960

松岡1960

松岡1960

松剛960

正剛983

正剛983

大峰ヶ台4号石棺

大峰ヶ台5号石棺

大峰ヶ台6号石棺
弁天様 古墳

清水山1号石棺

五郎山の石棺 松山市桑原町 古噴？ 安山岩 有 老年期男性1体 松岡1960

山田池北東の石棺 松山市久米町 円墳 鉄剣鉄斧鹿角装
3 1 5 1体 松岡1960

刀子　鉄鏃
桜谷古墳2 号主体 松山市 丘陵 和泉砂岩 突出無し 3 1 5 地山土 刀子

桜谷古墳3 号主体 松山市 丘陵 和泉砂岩 突出無し 4 1 5 地山土 有 無
幼児頭骨のみ 大山1973

成人男性1体 大山1973

鉄剣 鍬 鉄斧高月山2 号墳 松山市 丘陵長方墳 2段逆台形緑泥片岩 側石突出 3 1 3 粘土床（枕） 有 有 土師器壺 銅鏃 西尾ほか1988
鉄鎌

高月叫 号墳 松山市 丘陵 円墳 逆台形 安山岩 小口突出 4 1 不明 粘土床 有 鉄剣 西尾ほか1988

東野御茶屋跡古墳 松山市 円墳 正岡1983
タンチ山1号石棺 松山市 丘陵 円墳 和泉砂岩 突出無し（側） 3 1 3 粘土床 1体？ 西出1986

津田山古墳 松山市 丘陵 緑泥片岩 2 不明 不明不明 　五獣鏡 男性1体 西田1986
西田・森1980

太刀 剣 刀子
号石棺釈迦山１号古墳１ 伊予郡部町 丘陵長方墳 逆台形 和泉砂岩緑泥片岩 側石突出 2 1 2 礫床 有 熟年男女各1体 長井ほか1981有

鹿角製刀子
釈加面山1号墳2号石棺　伊予郡砥部町 丘陵 長方墳逆 台形 緑泥片岩 側石突出 1

1

2 礫床 有 1体 長井ほか1981
釈迦面山3号墳 伊予郡砥部町 丘陵 逆台形 緑泥片岩 小口突出 3 1 礫床 有 長井ほか1981
釈迦面山南第1号石棺 伊予郡砥部町 丘陵不明 長方形 和泉砂岩緑泥片岩 突出無し（側） 2

1

粘土床 有 長井ほか1981

有 長井ほか1981

礫床 有 有 有？ 長井ほか1981

釈迦面山1号方形周溝墓　伊予郡砥部町 丘陵 方形　2段逆台形 緑泥片岩

釈迦面山3号方形周溝墓 伊予郡砥部町 丘陵方形 逆台形 緑泥片岩

釈迦面山5号方形周溝墓 伊予郡砥部町 丘陵方形 逆台形 緑泥片岩 側石突出 3 1 礫床 有 40歳男性1体 長井ほか1981
土段原Ⅰ遺跡 伊予郡砥部町 丘陵 方形 長井ほか1978
土段原Ⅱ遺跡 松山市上野町 方形

長井ほか1978
上段原Ⅲ遺跡 伊予郡砥部町 方形 長井ほか1978
土段原3号墳 伊予郡砥部町 円墳 櫛 1体 長井ほか1978
土段原4号墳 伊予郡砥部町 円墳 土師器 須恵器 長井ほか1978
大下川 号墳 伊予郡砥部町 円墳 正岡1983

円墳 4 1 正岡1983長田号墳1号石棺 伊予郡砥部町

長山 号墳1号石棺 伊予郡砥部町 円墳 正岡1983
伊予市上野上野の石棺N012 丘陵 正剛983
伊予市上三谷 丘陵 正剛983
伊予市上三谷 丘陵 緑泥片岩 正岡1983
伊予市上三谷 緑泥片岩 正岡1983

上三谷の石棺N03

上三谷の石棺No4

上三谷の石棺No5

上三谷の石棺N06 伊予市上三谷 緑泥片岩 正岡1983
剣刀子ガラス王 土師器 鉄鏃 鉄 若年と熟年男性猪の窪古墳 伊予市宮ノ下 丘陵 円墳 2段台形 緑泥片岩 突出無し（側） 2 1 1 底石（枕）有 有 西田1986
手づくね土器 鎌鉄斧鋸？ 各1体（追葬）

伊予市上三谷 丘陵原池遺跡 逆台形 緑泥片岩 突出無し（側） 1 1 1 底石 有 有 熟年女性1体 本報告
猿ヶ谷2号墳 伊予市上三谷 丘陵 安山岩 突出無し（側） 5 1 多数礫床 小玉 臼玉 本報告
＊ 本表 の作成 は正 岡1983 を基 に、 一部の デ ータにつ いて加 筆 を行って いる。
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釈迦面山遺跡群や高月山古墳群のような墳丘を伴うものとは大きく異なるといえる。

しかし先に述べた類例の箱式石棺構築について、あえて共通点を挙げるとするならば、原池遺跡の箱

式石棺には小口の裏込め部に粘土が残されており、少なくとも猪の窪古墳のような蓋石以外の粘土被覆

が施された可能性も考えられる。また箱式石棺の構造についても底石を設けること、箱式石棺下部の構

造の平面形が小口部分の突出しない長方形状となること、さらに蓋石には1枚の棺材が用いられること

が考えられるなど、猪の窪古墳の箱式石棺と共通している点け多い。したがって原池遺跡の調査で確認

された箱式石棺について、あえて類例を設けるならば猪の窪古墳の石棺ということになる。

次に原池遺跡における箱式石棺の所属時期についてだが、箱式石棺の編年については正岡睦夫氏や相

田則美氏の代表的な論考がある。まず正岡氏は粘土被覆について取り挙げ、粘土郭との関連を重視して

4～5世紀代としている（正岡1983b）。また相田氏は伴う副葬品なとがら箱式石棺の存続時期を古

墳時代前期から後期に至るまで設定しており、そのうち粘土被覆を伴うものについては、粘土被覆

が粘土郭の影響を受けたものと仮定できた場合、古墳時代前期から中期段階のものとしている（相

田1984）。こうした諸見解を基にすれば、原池遺跡の箱式石棺についても粘土被覆を伴うことや5 

世紀代に位置づけられる猪の窪古墳との構造上の類似性なとがら、両氏の指摘するとおり古墳時代の

前半段階に比定できることが考えられよう。

箱式石棺の構造・分布・副葬品などについてであるが、正岡氏によれば箱式石棺の棺材には花崗岩と

緑泥片岩の2種類が用いられるようである。氏の作成し九分布図（正岡1983bの第16 図 ）をみると、高

縄半島から松山平野の一部には花崗岩、松山平野の一部には安山岩、中央構造線沿いの愛媛県東部～西

部にかけての広い範囲で緑泥片岩が用いられるようである。やはり原池遺跡でも緑泥片岩が用いられて

おり、愛媛県東部～西部における普遍的な在り方と一致している。また1遺跡における箱式石棺の密集

度は低く、共同墓地のような様相はないようで、原池遺跡のような箱式石棺の在り方は他の遺跡でもよ

く見受けられる現象であるといえる。箱式石棺の構造については、正岡氏によれば少ない枚数の棺材で

あるものは少数で、小型で多くの石材を使うことが一般的としている。こうした点からは原池遺跡の場

合、一般的な様相と異なるようである。しかしこうした棺材の構成と粘土被覆を伴うことなどの構築上

の類似点は原池遺跡に近接する猪の窪古墳に認めることができ、少ない棺材構成は地域性を示している

ことも考えられよう。

以上、原池遺跡で確認された箱式石棺について、その類例とこれまでの研究成果をふまえて検討を加

えてみた。先にも述べたように、愛媛県内で認められる箱式石棺の場合、副葬品なとがら想定される明

確な時期設定が行われている例は極めて少数で、編年研究や社会構造に関わる解釈が困難を究めている

ことは否めない。また今回実施された原池遺跡の発掘調査においても、上記のような問題点解決の糸口

を見いだす決定的な根拠もなく、編年観は先学の成果によるところが大きい。しかし 今後も原池遺跡

のような箱式石棺の考古学的調査が行われる機会が得られるであろうことは考えられ、編年の確立や政

治・社会的関連などを加味しか調査研究が期待されよう。（多田）
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第8章 西 香 花 遺 跡

第1節 調査 の概 要

1　調査区の設定（第86図）

本調査区は松山平野の西南部、背後に丘陵をひかえる標高31.Om付近の扇状地に立地している。本調

査区の絶対的位置は北緯33゜44′6″、東経132°42′4″で、行政区画上の位置は伊予市稲荷字地中であ

る。調査前は水田として利用されており、当初、弥生時代遺物包蔵地とされていた場所である。

2 土層堆積状況

調査はまず、調査区の中央に南北のトレンチを設定して土層堆積状況を観察した。その結果、層厚15cm

の表上下は水田利用時の床上が堆積し、その下は層厚25cmの暗灰褐色粘土層が堆積している。その下は

地山相当層となっている。

第2節 調 査 成 果

表土下位に位置する暗灰色粘土層の精査を実施したが、所属時期不明の土器片が少量を出土するにと

どまり、それに伴う遺構等も確認されなかった。

第86図 調査区位置図（1：1,500）
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第9章 銘 白 遺 跡

第1節 調査 の概 要

1 調査区の設定（第87図）

本調査区は松山平野の南西部、伊予市市場の丘陵地帯北側に展開する段丘上にあり、標高23m 、北緯

33゜44′19″、東経132゜42′06″を測る。行政区画上の位置は伊予市市場字塩取場で、調査前は水田とし

て利用されていた。

2 土層堆積状況

調査はまず、調査区に5ヶ所テストピットを設定して土層堆積状況の確認を行った。その結果、層厚

15cmの表土下は水田利用時の床土、次に層厚20cmの暗黄灰褐色土、そして地山相当層が確認された。

第2節 調 査 の 成 果

調査の結果、遺構や遺物は確認されていない。

第87図 調査区位置図（1：1,500）
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第10章 西 香 花 塚

第1節 調 査 の 概 要

1　 調査区の設定（第88図）

本調査区は松山平野の南西部、標高36mの段丘上に位置している。絶対位置は北緯33゜44′11"、東経

132゜42′09″、行政区画上の位置は伊予市稲荷字市の坪である。調査前は果樹園として利用されており、

礫が10数点散布していたこと等から、当初は経塚と推定されていた。

2 土層 堆積状 況

調査はトレンチを設定し、土層堆積状況を観察した。その結果、層厚15cmの表土下は、暗褐色粘性土

が約10～15cm堆積し、その下は地山相当層となっている。

第2節 調 査 の 成 果

調査の結果、遺構や遺物は確認されていない。

第88図 調査区位置図 （1：1 ,500）
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第11章 向 山 遺 跡

第1節 調 査 の 概 要

1 調査 区 の設定 （第89図）

向山遺跡は、伊予市上野の行道山を南に仰ぎ、立岩池の南側、松山平野を望む標高約74～76mの丘陵

上に位置している。周辺には多数の古墳が存在している。発掘調査以前は果樹園として利用されていた。

遺跡の絶対位置は東経132゜45′11″、北緯33゜45′56″である。本遺跡は事前に試掘調査を実施し、遺

構の残存の良好であった1,000㎡の発掘調査を行った。

調査の結果、土坑10基と古墳2基を検出し、土坑からは弥生時代中期後半から後期の土器が出土した。

1号墳は横穴式石室で、玄室中央部から奥壁にかけての基底石と敷石の一部が遺存しているだけで、

遺物は須恵器の破片が数点のみである。2号墳も横穴式石室で、1号墳同様に上部がほとんど欠失し基

底石が遺存するだけであるが玄室の床面には敷石が敷設されており、遺物は須恵器の他に耳環、玉類、

馬具、鉄鏃などが比較的遺存良く出土している。

第89図調査区位置図（1：1,500）
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第91図 遺構分布図
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第2節 遺 構 と 遺 物

1 弥生 時代 の遺構 と遺物

2 号土坑（第92図）

2号土坑は調査区のほぼ中央に位置し、平面プランは二等辺三角形状となる。主軸を南西一北東にも

ち、最大長6.1m、最大幅3.0m、最大深0.2mを測る。遺物は南西部にほぼ集中して出土している。し

かし個々の遺物に時期差があり、一括性は認められない。

2 号土坑の出土遺物

弥生土器

・甕（第93図1・2）

1・2ともに口縁部の破片である。頸部が「く」の字状に屈曲し、外反している。頸体部の境は明瞭で

ない。体部は上位しか遺存していないが、形状はおそらく倒卵形であろう。調整については、1は磨滅

が激しく不明瞭だが、2は外面がタタキのちハケ目調整がなされ、口縁部の一部には条痕が残っている。

内面は頸部上位にまでヘラ削り調整がなされている。弥生時代後期末のものと思われる。

・壺（第93図3）

口縁端部は短く外下方に外斜し、4条の凹線文が施されている。口縁は鉤状で短い頸部から短く外反し、

頸部にはヘラ状工具による刻み目突帯文が貼り付けられている。頸体部の境は明瞭であり、体部は上位し

か遺存していないがおそらく球状のものと思われる。口縁部はヨコナデ調整、体部外面はハケ目調整がな

され、一部クシ状工具の原体痕を残す。内面は磨滅が激しく確認できない。中期後葉のものと思われる。

・高杯（第93図4）

杯部はやや平底気味の底部で大きく湾曲して外上方にのび端部に至る。脚基部は細い。磨滅が激しく

調整は確認しにくいが、内面はおそらくハケ目調整と思われる痕跡が一部にみられる。弥生時代後期末

のものと考えられる。

石器

・石錘（第93図5）

石英粗面岩製のもので、円礫を素材として縦位に溝を1条巡らせている。全面には研磨を施して形状

を整えたようである。

2 古墳時代 の遺構 と遺物

向 山1号墳（第94図）

向 山1号墳は後世の撹乱により、横穴式石室は玄室中央部から奥壁にかけての基底石と敷石の一部が

遺存しているだけで遺存状況は非常に悪い。また、遺物も須恵器の破片が数点のみで、おそらく盗掘も

受けていると思われる。石室の主軸方向は、N-39゜-Wで、南東方向に開口している。石室の規模は、

残存長1.92m、奥壁幅（推定）1.7mであり、玄門幅は不明である。石室の構造は、おそらく敷石が全

面に敷設されていたもめと思われるが、玄室中程の一部分しか残存していない。敷石は直径15cmぐらい

の礫を使用している。石室の構造については、隅丸長方形の墓坑を掘り込んだ後、腰石を設置し、順次

上部へ石材を小口積みによって構築したと考えられる。また、構築された貪壁体は、裏側からおそらく 

   土を突き固めて補強されていると思われる。
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向山 1号墳の出土遺物

須恵器が石室内一括遺物として数点出土している。遺存状態は悪く、いずれも破片であり、接合によ

りいくらか形状が分かったものは蓋杯3点、杯身1点、高杯1点のみである。

・杯蓋（第95図6～8）

6・7・8の口径はそれぞれ12.4cm、12.8cm、9.9cm、器高3.6cm～4.1cmを測り、8は比較的小型である。

形状は天井部は丸く、緩やかに内湾し端部に至る。8は端部近くでやや内傾し、短い垂直気味の口縁を

形成する。調整はいずれも天井部に回転ヘラ削り調整されている。回転ヘラ削りの範囲は、6は1/2、

7は1/2、8は1/3である。8は壺の蓋に利用されていたとも考えられる。所属時期については中

村編年Ⅱ型式5段階（7世紀初頭）に比定される。

・杯身（第95図9）

口径は12.0cm、器高4.0cm を測る。立ち上がりは短く、わずかに内湾しながら内傾して立ち上がり端

部近くでわずかに凸面をなしている。底部はやや平らで丸みを帯びながら緩やかに外上方にのびている。

受部は欠損している。底部に回転ヘラ削り調整され、範囲は1/3である。所属時期については中村

編年Ⅱ型式5段階（7世紀初頭）に比定される。

・高杯（第95図10）

無蓋高坏で杯部の一部のみ出土している。口径は推定11.3cm、残存高は5.0cmである。底部はやや平ら

な丸底で、稜をなし端部に至る。端部は丸い。稜は二つあり、短くあまり鋭くない。文様は確認できなかっ

た。脚はおそらく細い長脚であろう。底部外面に回転ヘラ削りのちナデ調整、他は回転ナデ調整がされて

いる。時期については中村編年Ⅱ型式4～5段階（6世紀後半～7世紀初頭）に納まると思われる。

向山2号墳（第96図）

向山2号墳は、1号墳同様、後世の撹乱により石室上部が欠失し、玄室内に側壁が落下しており、基

底石が遺存するのみであったが、のこりの基底面まではほとんど遺存していた。また、遺物の遺存状況

は比較的良い。石室の主軸方向は、N-11.5゜-Eで、南側に開口している。両袖型の横穴式石室であり、

規模は、玄室長2.8m、奥壁幅1.14m、玄門幅0.76m、羨道残存長は1.16mを測る。玄門部には段はなく、

直径15cmぐらいの礫が玄室床面から玄門入り口あたりまで敷設されている。玄室と羨道の境は玄門とそ

の直下の石列で区別されている。石室の構築については、長辺約5.4m、短辺約2.4mの隅丸長方形に墓

坑を掘り込んだ後、長さ50～60cm、厚さ30～40cmの和泉砂岩の角、亜角礫をより扁平な面を内側にして

腰石を設置し、順次上部へ石材を小口積みによって構築したと考えられる。また、構築された各壁体は、

裏側からおそらく土を突き固めて補強されているものと思われる。

横穴式石室の上部は後世の撹乱により削平されていたが、根石基底部と敷石がほぼ残存していた。ま

た、遺物の残存も1号墳に比して良好である。須恵器のほとんどば、玄室内玄門部西側に折り重なるよ

     うにして出土している。杯蓋（14）の上に杯身（18）がいずれもうつ伏せられて重なっている。杯蓋（14）

の横に杯蓋（12）が仰向けに乗りかかり、杯蓋（12）の上に短頸壺（23）が乗っている。それらの横、壁

際に、碗（22）が仰向けに置かれている。そして廻りには、杯蓋（11）と平瓶（21）の破片が散らばって

いる。玄門部中央には、仰向けに短頸壺（24）があり、その横には、高杯（20）と杯蓋（13）の破片が散

らばっている。これら玄室玄門部付近の須恵器群は、新旧の須恵器が集積されていることから、追葬時

の「カタヅケ」によるものと考えられる。他は玄室中央部西壁よりに杯身が1点（19）、玄室奥西壁より

に杯身1点（16）と破片が数点（15）、奥壁側中央部に杯身が1点（17）出土している。なお杯蓋（11）と
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第94図 向山 1号墳

第95図 向山1号墳の出土遺物
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 杯身（15）は形態などから共伴関係にあると思われる。

鉄器は奥壁側中央部にある杯身（17）の東側に轡（49）1点、玄室奥西壁よりに鉄斧（48）、刀子片が2

点（43・46）、鉄鏃片が2点（36・25）あり、玄室奥側やや東よりに鉄鏃片が散らばっていた。大刀は見

当たらなかっか。

装飾品においては、耳環が玄室中央部に2点（53・50）、鉄鏃片が散らばっていたあたりに2点（55・

57）、玄室奥西壁よりに2点（51・56）、奥壁ぎわ東よりに1点（52）出土している。耳環の数は全部で8個、

2個一対とすると4対、法量的にみても4対になる。玉類は杯身（17）内から、管玉（64）、算盤玉（60）、

小玉（75）が出土し、その付近から切子玉（59）、小玉（81）が出土している。

なお、明確な出土位置が不明な遺物として、土砂洗浄時に耳環（54）、玉類数十点、鉄鏃4点、不明1点、

朱が付いた臼歯1本があり、いず れも玄室中央やや奥側より出土していることが分かるのみである。

一括遺物として、杯の破片多数、壺、高杯、甕と思われる破片数点が出土している。

埋納順はこの出土状況からはわからないが、耳環が4 対出土していることから、おそらく被葬者は4

体、玉類などの分布と玄室の幅を考えると、いずれの被葬者も北枕で安置されていたと思われる。また、 

 杯身（17）内に玉類が数点置かれていたのが、どのような意味があるのか、追葬時に混入したものなの

かは分からない。

古墳の使用期間は、出土須恵器の時期が中村編年Ⅱ型式4段階～Ⅲ型式1段階に納まると考えられる

ので、6世紀後半から7世紀前半と思われる。

2 号墳の出土遺物

須恵器

石室内出土の須恵器の総数は14点である。器種別にみると、杯蓋4点、杯身5点、高杯1点、平瓶1点、

碗1点、壺2点である。遺存状態は、ほとんどのものが完形もしくは接合すると完形になるものであった。

・杯蓋（第98図）11～14）

口径12.8～14.3cm、器高3.6～4.6cmを測り、天井部がやや平らで緩やかに内湾し端部に至る。ただし、

11においては端部内面に段を有する。調整は天井部の場合、11・12が回転ヘラ削り調整、13が未調整、14

が不正方向ナデ調整となっている。回転ヘラ削りの範囲は11が約1/3、12は2回転ほどである。それ

ぞれの所属時期については、11は中村編年型式4段階（6世紀後半）、その他は中村編年Ⅱ型式5段�

階（7世紀初頭）に比定される。

・杯身（第98図15～19）

口径11.4～13.0cm、器高3.6～4.7を測り、その内15・17がやや大きめである。立ち上がりは、短い�

受部からやや内傾して立ち上がっている。底部は15・17が丸く、その他はやや平らである。15においては、

受部に立ち上がりとの間に明瞭な凹部を形成している。調整は底部の場合、15～17が回転ヘラ削り調整、

　 18が手持ちヘラ削り調整、19が未調整である。回転ヘラ削りの範囲は、15が約1/2、16・17は約1/3

である。それぞれの所属時期については、15もしくは19が中村編年Ⅱ型式4段階（6世紀後半）、その

他は中村編年Ⅱ型式5段階（7世紀初頭）に比定される。

・高杯（第98図20）

20の無蓋短脚高杯が1点出土している。口径12.3cm、器高6.9cmを測り、背部は丸底となって端部付

近でやや短く内傾している。脚部はハリツケで短く、大きく内湾したのち外下方にのび、端部は垂直に

短くさかっている。調整は口縁部が回転ナデ調整、他は磨滅が激しく不明である。所属時期については
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中村編年Ⅱ型式4段階（6世紀後半）に比定される。

・平瓶（第98図21）

体部のみ破片で出土している。残存高は7.6cmである。体部は丸くやや扁平な円球形である。体部最

大径は15.0cmで、体部上面に直径約1cmぐらいのボタン状突起が付いている。底部は平らである。調整

は底部が回転ヘラ削り調整、他は回転ナデ調整である。所属時期については中村編年Ⅲ型式1段階（7世

紀前半）に比定される。

・椀（第98図22）

口径11.2cm、器高6.0cmを測る。底部はやや丸みをおびた平底であり、内湾ぎみに外上方にのび、丸

く体部を形成して端部に至る。口縁部は回転ナデ調整によるながらかな段を形成している。調整は底部

を回転ヘラ切りで切り放したあと、回転ヘラ削り調整している。所属時期については中村編年Ⅱ型式4

～5段階（6世紀後半～7世紀初頭）に比定される。

・短頸壺（第98図23、24）

23は、口径7.4cm、器高8.9cm、体部最大径14.5cmを測る。口縁部は短くほぼ垂直にたちあかっている。

底部はほぼ平らで、内湾ぎみにたちあがり、体部上位でやや肩をはり内傾して口縁部に至る。調整は

底部が手持ちヘラ削り調整、体部が回転カキ目調整、他は回転ナデ調整である。所属時期については中

村編年Ⅱ型式4～5段階（6世紀後半～7世紀初頭）に比定される。24は、口径6.6cm、器高7.6cm、体

部最大径10.0cmを測る。口縁部は外反して短く外上方にのびる。底部は丸く、内湾ぎみに外上方にのび体

部は丸い。体部最大径は器高の約1/2 に位置している。調整は底部が手持ちヘラ削り調整、他は回転ナデ

調整である。所属時期については中村編年Ⅱ型式4～5段階（6世紀後半～7世紀初頭）に比定される。

鉄器

鉄鏃18点、刀子5点、轡1点、鉄斧1点、総数25点、ほとんどが玄室中央より奥側で出土している。内、

出土位置不明は、鉄鏃（31、34、38）、轡（49）の4点である。

・鉄鏃（第99図25～42）

26がほぼ完存であるが、全体的に遺存状態はあまり良くない。鏃身部については、柳葉形8点、方頭形

1点で、柳葉形は角関3点、逆刺5点になり大きく分けて3つの形態にわかれる。頸関部については、

ほとんど台形関である。遺存状態のよいもの9 点について以下にあげる。

25は鏃身部が方頭形で、断面は平造である。鏃身関部は撫関で、無頸の無鏃身関である。茎部は木質

に覆われ、茎部断面は方形である。鏃身長は7.3cmである。31～33はどちらも鏃身部が柳葉形で、断面

は丸造である。鏃身関部はいずれも角関で、頸部断面は方形である。31・32の鏃身長はそれぞれ3.0cm、 

2.2cmである。33の鏃身部先端約3分の1が欠損している。26～30はいずれも鏃身部が柳葉形で、断面

は丸造、鏃身関部は逆刺である。26の頸部断面は方形で、茎部には木質が付着しており、断面形は円形

である。26～30の鏃身長は、それぞれ推定で4.9cm、6.0cm、5.5、5.9cmである。

・刀子（第99図43～47）

43、44の2点のみほぽ完存で他は遺存状態はあまり良くない。

43は先端部が欠けているがほぼ完存である。玄室奥西壁ぎわで出土している。関は刃側に浅く入り、

茎部は木質が付着している。刀身は推定で約7.5cmで背幅は0.5cmである。44は両端が欠けているがほぼ

完存である。玄室中央部で出土している。全体的に木質付着のため関は不明。刀身は推定で約6.0で

背幅は0.4cmである。
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Ⅰ．黄褐色土（礫含む）

Ⅱ．オリーブ褐色粘質土

Ⅲ．黄褐色土
Ⅳ．灰オリーブ色土（礫含む）

Ⅴ. オリーブ黄色土

Ⅵ．暗オリーブ色土

Ⅶ．オリーブ色土

Ⅷ．浅黄色土

Ⅸ．灰黄色土

Ⅹ．暗灰黄色土

第96図 向山2 号墳
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第97図 向山2 号墳の石室内遺物分布
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第98図　向山2号墳の出土遺物1
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・鉄斧（第100図48）

袋状鉄斧であり、玄室奥西壁ぎわからほぼ完形で出土している。長さは12.2cm、着柄部が袋状を呈し、

無肩式である。柄部から刃部になるにつれて幅がやや拡がっている。着柄孔は楕円形で長径は3.7cmで

ある。刃は先端がやや膨らんでゆるやかな弧を描いている。刃幅は4.2cmである。

・轡（第100図49）

玄室奥壁ぎわから1点出土している。扇状兵庫鎖立聞鏡板付轡で鏡板片側とそれに伴う引手の一部も

遺存している。鏡板は円形で兵庫鎖の立聞か付いている。円環の径は7.0cmである。引手の部分は「く」

の字状をしており、別造の引手壺はついていない。6世紀後半以前のものと思われる。

装飾品類

・耳環

銅芯金張耳環6点、銀製耳環2点が出土している。

・銅芯金張耳環

いずれも遺存状況が悪く銅芯部のみ残存している。技法としては、銅製の棒を環状に曲げ、棒の両端

を突き合わせ、ごくわずかなすきまを持たせている。52 と55、50 と53、53 と54が法量的にみて対である

と思われる。なお、52 と55が他とくらべると大きめである。

・銀製耳環（第100図56、57）

どちらも完形である。銀線を環状に曲げて製作している。法量的にみて対であると思われる。

玉類

切子玉2点、算盤玉1点、管玉3点、平玉1点、小玉26点、総数33点のいずれも玄室中央より奥側で

出土している。ほとんどが土砂洗浄時に出てきたもので、明確な出土位置が確認できるのは、切子玉（59）、

算盤玉（60）、管玉（64）、小玉（75、81）の5点のみである。なお、小玉26点中1点は砕けていて実測

不能である。

・切子玉（第100図58・59）

材質が水晶で色は半透明である。58は縦長である。いずれも断面が六角形を呈し、片側から穿孔され

ている。

・算盤玉（第100図60）

材質が水晶で、色は半透明である。片側から穿孔されている。

・平玉（第100図61）

材質は玉髄で、色は緑色である。半分だけ遺存している。

・管玉（第100図62～64）

材質が碧玉で、色は濃緑色である。いずれも表面はきれいに磨かれ、すべて片側から穿孔されている。 

・小玉（第100図65～89）

ビーズ状を呈する小玉で、直径が0.6cm～0.3cm、厚さが0.3cm～0.2cmである。すべて材質はガラスで、

金属線にガラス塊をまきとる巻き玉のような手法でつくられたと思われる。色は、いずれも不透明で、

黄緑色が14点（65～78）、水色が11点（79～88）、群青色が1点（89）である。
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第99図 向山2号墳の出土遺物2
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第100図　向山2号墳の出土遺物3
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第3節 そ の他 の 遺物

1 弥生時代の遺物

これらの遺物は表土および包含層から出土したもので、所属時期は弥生時代に属するものである。

・石鏃（第101図90・91）

90は基部を深く抉るもので、全体形は二等辺三角形状となる。側縁はわずかに鋸歯縁状となり、表裏

両面には素材時の剝離面を残している。石材にはサヌカイトが用いられている。91も形態的には90に類

似している。全体的に小形なもので、側縁の調整は大まかな剝離である。サヌカイト製。

・石庖丁（第101図92）

中央に2ヶ所の穿孔が認められ、刃部は弧状となる磨製石庖丁である。表面側は残る全面に入念な研

磨作業が行われているが、裏面側は節理面を多く残している。全体的に薄手のものである。結晶片岩製。

・石斧（第101図93）

扁平片刃石斧に属するもので、上半部は欠損している。断面形は扁平な台形状となり、裏面は平坦で

ある。石材には結晶片岩が用いられている。

90

91
92

93

第101図　その他の遺物
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第4節 調 査 の 成 果

向山遺跡の発掘調査では弥生時代の土坑と2 基の古墳が調査され、松山平野南部の丘陵地帯に展開し

た遺跡の一様相を垣間見たこととなった。ここ向山遺跡は大正2年に広形銅鉾が採集されたことで知ら

れ、遺跡の存在が周知されていた場所でもあった。今回の発掘調査では良好な弥生時代の遺構の検出に

は至らず、2号土坑のみが弥生時代のものとして考えられた。しかし土坑内の複数の遺物には時間的な

差が有り、広形銅鉾と直接的に関係づけることはできない。また1,000㎡という限られた調査範囲では、

広形銅鉾が存在したであろう要素を検出しがたいこともある。しかしここでは時期的な隔たりは大きい

ものの、弥生時代遺跡の存在が示唆されたことは明確である。今後も周辺の調査動向には注意していく

必要性はあろう。

古墳の残存状況は良好でなかったものの、向山2号墳では須恵器や鉄製品などの遺物を確認できた。

向山1号墳は破壊が進行しており、石室の一部（玄室の一部）を残すのみであった。出土遺物はわず

かな数の須恵器のみが認められ、その他のものについては確認されていない。向山2号墳は基底石近く

にまで撹乱が及んでいたが、床面の礫床やわずかではあるが石室内に副葬品が残されていた。形態的に

は両袖式の横穴式石室であった。2基の古墳に関して盛土の状況や墳形などは不明なままであるが、6

世紀後半の段階に展開したであろう群集墳の一様相を確認したこととなった。（多田）

第39表 土坑2出土遺物観察表（弥生土器）
［　］：推定値()：残存値（単位：cm）

番号 器 種
口（底）径
器 高

手 法 的 特 徴
外

胎土 焼成
その他

色調
内

挿図番号

1
甕

（口縁部）

［19．5］

（7 ．65）
不明 茶褐色

灰褐色
密 良 第93図

2
甕

（口縁部）

［23．8］

（6 ．9） 内
面
面

外

面

面

面

面

褐色

褐色
やや粗 良 第93図

3
壺

（口縁部）

［15．2］

（13.2）

外

内
褐色

褐色
やや粗 良 第93図

4
高杯

（杯部）

17．2

（13．1）

外

内

タタキのちハケ目

ヘラ削り調整

口縁部ヨコナデ、その他ハケ目、頸部に刻目突帯文あり
不明

不明

ハケ目
赤褐色

褐色
密 良 第93図

第40表　包含層出土遺物観察表（石器）
(単位：cm・g)

番号 器種 石 材 残 存 最大長 最大幅 最大厚 重 量 挿図番号
5 石錘 花崗岩 完存 9．50 6．60 5．10 404．73 第93図

第41表　1号墳石室内出土遺物観察表（須恵器）
［　］：推定値（）：残存値（単位：cm）

［　］：推定値（）：残存値（単位：cm）

番号 器 種
口（底）径

器 高
手 特的法 徴 色調

外
内

胎土 焼成
その他

挿図番号

6 杯蓋
［12．4］

内

面

面

外

4．1

面

天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整
回転ナデ調整

灰白色

灰白色
密 やや不良 第95図

7 杯蓋
9．9

3．6

外

内面
面

天井部、回転ヘラ削り調整、その他

中央部、不整方向ナデ訓整、その他
回転ナデ調整
回転ナデ調整

灰褐色

灰白色
密 良好 第95図

8 杯蓋
12．8
3．8

外

内面

面

灰白色
灰白色

やや粗
やや不良

第95図

9 杯蓋
4．0

外

内面

面

灰褐色

灰褐色
密 良好 第95図

10
無蓋高杯

（杯部）
［11.3］
（5 ．0）

外

内面

天井部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整
回転ナデ調整

底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

回転ナデ調整

底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

回転ナデ訓整
灰色

灰色
密 良好 第95図

第42表　2号墳石室内出土遺物観察表1（須恵器）

番号 器 種
口（底）径
器 高

手 特的法 徴 色調
外
内

胎土　焼成
その他

挿図番号

11 杯蓋
14．3

4．0

外面 天井部、回転ヘラ削り調整、その他、

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、
回転ナデ調整

回転ナデ調整

暗灰色

灰色
密 良好 第98図

12 杯蓋
13．4

3．6

外面　天井部、回転ヘラ削り調整、その他、

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、
回転ナデ調整
回転ナデ調整

青灰色

青灰色
密 良好 第98図

13 杯蓋
4．3

外面 天井部、未調整、その他、回転ナデ調整

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整
灰色

灰色
密 やや不良 第98図

14 杯蓋
12．8

4．6

外面天井部 不整方向ナデ調整、その他、

内面中央部 不整方向ナデ調整、その他、
回転ナデ調整
回転ナデ調整

赤褐色

赤褐色
密 不良 第98図
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第43表　2 号墳石室内出土遺物観察表2（須恵器）
[ ］：推定値()：残存値（単位：cm）

番号 器 種
口（底）径

器 高
手 法 的 特 徴 色調

内

外 胎土 焼成

その他
挿図番号

15 杯身
12．6
4．7

灰色
灰色

密 良好 第98図

16 杯身
12．2

3．6

青灰色

青灰色
密 良好 第98図

17 杯身
13．0
4．1

青灰色

青灰色
密 良好 第98図

18 杯身
11．4

3．6

淡灰色

淡灰色
密 やや不良 第98図

19 杯身
11．6

3．7

灰色

灰色
やや粗 良好 第98図

20 高杯
12．3
6．9

黄灰色
黄灰色

粗不良 第98図

21 平瓶
（7 ．6）

青灰色

青灰色
密 良好 第98図

22 碗
11．2
6．0

暗灰色

灰色
密 良好 第98図

23 短頸壺
7．4

8．9

灰色

灰色
密 良好 第98図

24 短頸壺
6．6

7．6

外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 回転ナデ調整
外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整
外面 底部、手持ちヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

外面 底部、未調整、その他、回転ナデ調整

内面 中央部、不整方向ナデ調整、その他、回転ナデ調整

外面 回転ナデ調整

内面 回転ナデ調整
外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 回転ナデ調整

外面 底部、回転ヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 回転ナデ調整

外面、底部、手持ちヘラ 削り調整、体部、回転カキ目調整

その他、内面、回転ナデ調整

外面 底部、手持ちヘラ削り調整、その他、回転ナデ調整

内面 回転ナデ調整

灰色

灰色
密 良好 第98図

第44表 2号墳石室内出土遺物観察表3（鉄器）
（単位：cmg） �

番号 器 種 遺 存
法 量

挿図番号
長さ 幅 厚さ 重量

25 鉄鏃 鏃身部 7．90 2．50 0．40 16．07 第99図

26 鉄鏃 ほぼ完存 10．10 2．00 0．40 7．92 第99図

27 鉄鏃 鏃身部 5．90 2．20 0．40 9．50 第99図

28 鉄鏃 鏃身～頸部 7．70 2．00 0．30 6．54 第99図

29 鉄鏃 鏃身部 5．10 2．40 0．30 5．31 第99図

30 鉄鏃 鏃身部 3．30 2．00 0．40 4．40 第99図

31 鉄鏃 鏃身部 7．00 1．70 0．40 9．80 第99図

32 鉄鏃 鏃身部 5．30 2．30 0．40 10．10 第99図

33 鉄鏃 鏃身～頸部 6．60 1．20 0．40 4．12 第99図

34 鉄鏃 頸部、茎部 6．60 1．10 4．30 第99図

35 鉄鏃 頸部、茎部 8．10 1．00 4．54 第99図

36 鉄鏃 頸部、茎部 5．80 1．00 2．21 第99図

37 鉄鏃 茎部 3．90 1．00

0．40
0．40

0．30

0．40 2．45 第99図

第45表　2号墳石室内出土遺物観察表4（鉄器）　
（単位:cm・g）

番号 器 種 遺 存
法 量

挿図番号
長さ 幅 厚さ 重量

38 鉄鏃 茎部 3．40 0．70 0．30 2．00 第99図

39 鉄鏃 茎部 4．90 1．10 0．50 4．76 第99図

40 鉄鏃 茎部 3．10 0．70 0．30 2．00 第99図

41 鉄鏃 茎部 3．10 0．80 0．40 2．37 第99図

42 鉄雄 茎部 2．20 0．60 0．50 1．36 第99図

43 刀子 ほぼ完存 12．00 3．10

44 刀子 ほぼ完存 7．50 1．50

45 刀子 刀身部 5．40 2．50

46 刀子 刀身部 4.70 2．10

47 刀子 刀身部 9．00 2．10

48 袋状鉄斧 ほぼ完存 12．20 4．20

49 轡 鏡板、引手 10．50 7．00

0．50 36．50 第99 図

0．40 14．10 第99図

0．50 14．60 第99図

0．50 10．60 第99図

0．30 18．09 第99図

3．00 207．40第100図

0．70 51．63第100図

第46表 2号墳石室内出土遺物観察表5(耳環）
（単位：cm・g）

番号 器 種 遺 存
法 量

長さ 幅
挿図番号

厚さ 重量

3．10 2．70

3．10 3．00

0．80 21．90 第100図

1．00 24．48第100図

2．70 2．40 0．50 3．73第100図

2．60 10 2. 0．50 5．72第100図

2．50 2．20 0．50 3．86第100図

50 銅芯金張耳環 銅芯部のみ
51 銅芯金張耳環 銅芯部のみ

52 銅芯金張耳環 銅芯部のみ

53 銅芯金張耳環 銅芯部のみ

54 銅芯金張耳環 銅芯部のみ

55 銅芯金張耳環 銅芯部のみ 2．60 0．40 4．03第100図

56 銀製耳環 完存

2．70

2．00 1．80 0．201．10 第l00

図
57 銀製耳環 完存 1.60 1．60 0．15 0．82第100図

第47表 2号墳石室内出土遺物観察表6（玉類）
（単位：cm・ｇ）

�

材 質 挿図番号

水晶 第100図

水晶 第100図

番号 種別 長さ 直径 孔径 重量 色 調

58 切子玉 2．50 1．50 0．80 5．96 半透明

59 切子玉 1．30 1．30 0．40 2．15 半透明

60 算盤玉 0．90 1．10 0．30 1．55 半透明 水晶 第100図

61 平玉 玉髄 第100図

62 碧玉 第100図

63 碧玉 第100図

64 碧玉 第100図

65 ガラス 第100図

66 ガラス 第100図

67 ガラス 第100図

68 ガラス 第100図

69 ガラス 第100図

70 ガラス 第100図

71 ガラス 第100図

72 ガラス 第100図

73

管玉

管玉
管玉

小玉

小玉
小玉

小玉

小玉

小玉

小玉

小玉
小玉

0．20 0．70 0．20 0．07 緑色

2．90 0．90 0．50 4．66 濃緑色

2．20 0．80 0．30 3．12 濃緑色

2．00 0．70 0．30 1．70 濃緑色

0．20 0．50 0．20 0．06 黄緑色

0．20 0．40 0．10 0．05 黄緑色

0．20 0．40 0．20 0．06 黄緑色

0．20 0．40 0．10 0．08 黄緑色

0．20 0．40 0.10 0．07 黄緑色

0．20 0．40 0．10 0．04 黄緑色

0．20 0．50 0．20 0．06 黄緑色

0．30 0．30 0．10 0．03 黄緑色

0．30 0．40 0．10 0．05 黄緑色 ガラス 第100図

第48表 2号墳石室内出土遺物観察表7（玉類） （単位：cmg）�

番号 種別 長さ 直径 孔径 重量 色 調 材 質 挿図番号

74 小玉 ガラス 第100図

75 小玉 ガラス 第100図

76 小玉

5

ガラス 第100図

77 小玉

0．20 0．40 0．10 0．05 黄緑色

0．20 0．50 0．10 0．06 黄緑色

0．20 0．40 0．1 0．07 黄緑色

0．30 0．60 0．10 0．10 黄緑色 ガラス 第100図

78 小玉 0．20 0．40 0．10 0．05 黄緑色 ガラス 第100図

79 小玉 0．20 0．40 0．10 0．03 水色 ガラス 第100図

80 小玉 0．20 0．∠10 0．10 0．07 水色 ガラス 第100図

81 小玉 0．20 0．30 0．10 0．05 水色 ガラス 第100図

82 小玉 0．20 0．30 0．10 0．04 水色 ガラス 第100図

83 小玉 0．20 0．40 0．10 0．04 水色 ガラス 第100図

84 小玉 0．30 0．40 0．10 0．04 水色 ガラス 第100図

85 小玉 0．20 0．40 0．10 0．03 水色 ガラス 第100図

8

6

小玉 0．20 0．30 0．10 0．03 水色 ガラス 第100図

87 小玉 0．30 0．40 0．10 0．09 水色 ガラス 第100図

88 小玉 0．30 0．50 0．20 0．03 水色 ガラス 第100図

89 小玉 0．30 0．40 0．20 0．08 群青色 ガラス 第100図

第49表 弥生時代の遺物観察表（石器） （単位：cmg）�

番号 器 種 石 材 残 存 最大長 最大幅 最大厚 重 量 挿図番号

90 石鏃 サヌカイト ほぼ完存 2．00 1．50 0．30 0．67 第101図

91 石鏃 サヌカイト ほぼ完存 1．50 1．20 0．30 0．28 第101図

92 石庖丁 結晶片岩 1／2 6．20 7．20 0．40 29．83 第10 1図

93 磨製石斧 結晶片岩 先端部 5．30 5．40 1．00 48．84 第101図
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第12章　 兎渡護Ⅱ遺跡

第1節　調 査 の概 要

兎渡護Ⅱ遺跡は、松山平野を望む丘陵地に位置し、周辺には多数の古墳が存在している。遺跡の絶対位

置は、北緯33゜45′54"、東経132゜45′09″付近で、標高は74～80m前後である。行政区画上の位置は、愛

媛県伊予市上野である。発掘調査前は果樹園として利用されていた。この調査は、松山自動車道伊予市上

野地区代替池建設に伴うもので、事前に同地内の試掘調査を行い、地表面に須恵器の散布及び弥生時代の

ものと考えられる遺物包含層等を確認することができ、調査面積1.000㎡の本調査を行うこととなった。

調査の結果、調査区南側には、横穴式石室を主体部に持つ方墳が1基検出された。出土遺物は、玄室

内には１点も確認できず、羨道部西側付近から須恵器が1点のみ出土しただけであった。他は、調査区

北端に、弥生時代中期後半から後期初頭の土器を含む段状遺構1 基が検出された。なお今回確認された

古墳は、兎渡護4号墳として番号を付した。

第102図 調査区位置図（1：1,500）
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第2節 弥 生 時代 の 遺構 と遺物

段状遺構（第105図）

調査区の北側において検出されたもので、テラス状に整形した遺構である。東側は家屋によって撹乱

を受け、西側は調査区外に及ぶため、全体については不明なままである。平面形は北側がやや不安定な

がらもほぼ地形斜に沿った長方形状のものと考えられる。全体的な断面形はL字状となるが、部分的に

浅い土坑状の窪みもあるほか、やや不安定な遺構底面であるといえる。

遺物の出土状況はやや南西側に偏りながらも散漫な状況で、すべて出土遺物は弥生土器片で占められ

ている。今回図示していないが、弥生時代中期後半段階のものであろうと考えられる。

I ．褐灰色土4/1（耕作土）

Ⅱ．明黄褐色土6/6（礫混じり、地山） 

Ⅲ．黄灰色土4/1

第103図　土層堆積状況
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攪乱段状遺構

兎渡護4 号墳

第104図 遺構分布図
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b －b ’

1．黄褐色土

2.灰黄褐色土

3．暗赤褐色土

4 ．黄褐色土

a ―a’

1．黄褐色土

2．灰黄褐色土

3．赤褐色土

4．黄褐色土

5 ．灰黄褐色土

6.焼土

7．暗褐色土

8．灰黄色土

9．暗灰黄色土

10．明黄褐色土

遺物（土器片）

第105図 段状遺構
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1.黒褐色粘質土（10YR2／2）

2 ．褐色粘質土 （10YR4 ／6）

3 ．黒褐色粘質土（10YR2 ／3）

4 ．褐色粘質土 （10YR4 ／4）

5 ．暗褐色粘質土（10YR3 ／4）

6．黄褐色粘質土（10YR5／6）
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第106図 兎渡護4 号墳





第3節 古 墳 時 代の 遺 構 と遺 物

1　兎渡護　4号墳（第104図）

調査以前は果樹園として利用されており、農道の設置や開墾によりかなり削平を受けていたが、横穴

式石室や周溝の一部が遺存しており、ほぼ墳丘規模を把握することができた。調査所見からは幅約1m

の周溝が検出され、その形状から一辺9mの方墳であることが確認された。

2 横穴式 石 室（第106図）

兎渡護4号墳は後世の撹乱により石室上部が欠失し、玄室内に側壁が落下しており、基底石が遺存す

るのみであった。石室の主軸方向は、N-39.5゜-Wで、南東方向に開口している。両袖型の石室で

あり、規模は、玄室長2.21m、奥壁幅1.16m、玄門幅0.86m、羨道残存長0.66mを測る。玄室は羨道よ

りも低いレベルである。玄室内は、直径約6cm前後の礫を玄室中央部から奥壁にかけて敷設している。

おそらく玄室奥側だけ敷設されていたと思われる。

玄室と羨道の境となる石などは確認できなかった。

石室の構築については長辺約3．75m、短辺約

2．05mの隅丸長方形に墓坑を掘り込んだのち、長さ

50～60cm、厚さ30～40cmの和泉砂岩の角礫を、より

扁平な面を内側にして腰石を設置し、順次上部へ石

材を小口積みによって構築していったと考えられる。

また構築された各壁体は、裏側から土を突き固めて

補強されているものと思われる。

3 石室内出土の遺物

・台付長頸壺（第107図1 ）

羨道部玄門付近で出土している。口径10.8cm、器

高20.4cm、体部最大径7.0cm、高台径9.5cm、高台高

1.1cmを測る。頸部は長く、内湾気味にたちあがり、

端部でさらに外側に湾曲している。端部は丸い。頸

部上方に二本の沈線を配している。体部は外反して

外上方にのび肩部に至る。肩部の張りは強く一条の

沈線を配している。底部は平らで、端部に「ハ」の

字形となる高台が付いている。高台は内側で接地す

る。頸部、体部、高台は別造りでハリツケてある。

底面にヘラ記号がある。全体的に回転ナデ調整がな

され、外面の一部に自然釉が付着している。時期は

中村編年Ⅲ型式2段階（7世紀中頃）に比定される。

第107図　兎渡護4号墳の出土遺物
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第4節 そ の 他 の 遺 物

・碗（第108図2 ）

半筒形の茶碗である。胎土は灰白色で密に締まっている。高台を伴い、高台部を除くほぼ全面にわたっ

て茶褐色の釉が施されている。

・土瓶の蓋（第108図3）

瓦質の土瓶の蓋である。天井部中央に小ぶりな宝珠形のつまみを有し、全面に直径約3mmの円形浮文で

装飾されている。

内面に天井部と直交してかえりを有する。

・擂鉢（第108図4）

堺・明石系の擂鉢で胎土は砂粒を多く含む。平底で緩やかに内湾してたちあがり、3段の幅広い口縁帯

をもつ。口縁内突帯は小で、見込櫛目は規子花状である。内壁面は12本の櫛目で装飾されている。

2

3

4

第108図 その他の遺物
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第5 節 調 査 の 成 果

兎渡護Ⅱ遺跡は伊予市の指定史跡として知られる兎渡護1号墳の北側にあり、直線距離で約50m程離

れた地点にある。今回の発掘調査では、弥生時代中期後半のものと考えられる段状遺構1基、古墳1基（方

墳）が確認され、表土内からは近世の陶器類が認められている。

弥生時代の段状遺構は出土遺物が土器片のみで、詳細な時期認定は不明であるが、遺構内の埋没土の

状況からは、周辺で確認される弥生時代中期後半期のものとほぼ同質であり、時期的には大差はないと

思われる。しかし遺構の一部しか確認されなかったために不明な点も多い。

方墳は石室内の出土遺物が極端に少なく、唯一羨道部から台付長頸壺が出土している。この長頸壺は

7世紀中頃に比定されるもので、古墳の造営時期と符合するものであるかは疑問が残る。隣接する兎渡

護1号墳では直刀・耳環・玉類などの出土遺物が知られており、本地域における古墳時代後期の代表的

な古墳として位置づけられている。この1号墳との位置関係などからすれば、所属時期についても極め

て近いものとして取り扱うことができる可能性も残されている。しかし直接的に古墳の時期を示す遺物

の出土が確認されたわけではなく、今後も検証していかなければならない課題である。（多田）
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第50表　 兎渡護4号墳の出土遺物観察表（須恵器）　　　　　　　
［］：推定値（）：残存値（単位：cm）

番号 器 種
口（底）径
器 高 その他

外 胎土 焼成色調
内 挿図番号

1 長頸壺
10．8

20．4

手 法 的 特 徴

外面 回転ナデ調整、底面中心にヘラ記号あり

頸部、肩部に沈線あり
、

内面、回転ナデ調整

灰色

灰色
密 良好 第107図

第51表　出土遺物観察表　　

内
外

[]：推定値（）：残存値（単位：cm）

番号 器 種
口（底）径

器 高 手 法 的 特 徴
胎土焼成
その他

色調 挿図番号

2 小碗
6．0

5．8
ロクロ整形、茶褐色の釉が全体的にかかっている

灰白色

灰白色

密 良好 第108図

3
土瓶

（蓋）

10．4

3．3

黒灰色

黒灰色

密 良好 第108図

4 擂鉢
［26．4］

8．5

外面 天井部一面に円形浮文あり、つまみあり

その他、内面、回転ナデ調整

外面、底部、未調整、その他、回転 ナデ調整、突帯文あり

内面、クシ状工具による平行沈線、その他、回転ナデ調整 茶褐色

茶褐色

密 良好 第108図



第13章 愛 媛 県 伊 予 市 原 池 遺 跡 出 土 の 人 骨

松 下 孝 幸＊
【キーワード】：愛媛県、弥生時代～古墳時代、女性骨、熟年

は じ め に

愛媛県伊予市上三谷で、1993年10月12日に高速道路建設が始まり、それに伴って石棺が出土した。発

見された石棺は1基のみで、中から人骨が検出されたが、共伴遺物は何もなかったとのことである。

従って人骨の所属年代を特定することができなかったが、おそらく弥生時代か古墳時代であろうと推測

されている。

愛媛県から出土した古人骨はけっして少なくないようであるが、それらの特徴は他の地域との関連や

日本人の形質変化のなかでの位置づけなどが明確になっていない。

本例はわずか1体のみで、残存量も少ないが、性別・年齢を推定することができ、計測も可能な骨が

あったので、その推定結果や検討結果などを報告しておきたい。

資料

本石棺から検出された人骨を解剖学的に精査した結果、残存していたのは1体分の人骨であった。残

存量はあまり多くはないが、残っている骨の骨質はしっかりしている。残存していた骨は図110に示す

とおりである。

この人骨の所属時代については、考古学的所見から、弥生時代か古墳時代と推定されている。

本人骨の性別・年齢は、それぞれ女性、熟年と推定した。

計測方法は、Martin-Saller（1957）によった。

今回計測値の比較に用いたのは、弥生人の例として、長崎県の根獅子（松下、1996）、佐賀県の大友

（松下、1981)、福岡県の横隈狐塚（松下、1985）、山口県土井ヶ浜（財津、1956）、広島市の佐久良［松下、

　　 （1984）、古墳人の例として、山口県の朝田（松下、1982、松下・他、1983）、佐賀県の大友、広島県の中

出勝負峠（松下・他、1986）である。

所 見

各人骨の残存部は第110図に示すとおりである。また、各骨の計測値は文末に一括して掲げた。

　　　　1.頭蓋

残存していたのは、前頭骨と下顎骨のみである。眉上弓の様態は観察できないが、眉間の隆起は弱く、

前頭結節の発達は良好で、前頭鱗は膨隆している。

また、前頭鱗左側部に朱が少量付着していた。

＊TakayukiMATSUSHITA

TheDoigahamaSiteAnthropologicalMuseum〔土井ケ浜遺跡・人類学ミュージアム〕
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縫合は、冠状縫合の一部が観察できた。この部分は外板はまだ開離しているが、内板は癒合閉鎖して

いる。

下顎骨は左側半分が残存していた。下顎枝は低くて、幅広く、下顎切痕は浅い。

2 ．歯

下顎には歯が釘植していた。残存歯と歯槽の状態を歯式で示すと、次のとおりである。

／〔不明（破損）
○：歯槽開存〕

咬耗度はBrocaの1～2度である。なお、風習的抜歯の痕跡は認められない。また、歯の校合形式は

不明である。

3 ． 四肢骨

（1）上肢骨

鎖骨、上腕骨、橈骨、尺骨が残存していた。

　①上腕骨

両側とも骨体が残存していた。骨体は細く、やや扁平である。計測ができたのは左側のみで、計測値

は、中央最大径が19mm（左）、中央最小径は14mm（左）で、骨体断面示数は73.68（左）となり、骨体は扁平

である。中央周は54mm（左）で、骨体は細く、骨体最小周は計測できない。

上腕骨は、小さく、一見して女性の上腕骨と判別できた。どのくらい小さいかを知るために周辺地域

の弥生人骨と、古墳人骨とで比較してみた（第52表）。この表では径が大きいものも入れ、また周辺地域

で本例の計測値に比較的近いものも意識的に選択した。

長さは計測できなかったので、上腕骨の大きさを中央周で比較してみると、その値は54mmで、第52表

では最小値を示し、広島県千代田町の中出勝負峠古墳人と同県広島市の佐久良弥生人とほぼ同じ値であ

る。この中央周は長崎県平戸市の根獅子弥生人がもっとも大きく、次いで大友弥生人が大きく、両者の

平均値は60mmを超えている。横隈狐塚弥生人もほぼ60mmであるが、古墳人は60mmよりも小さく、古墳人

の方が弥生人よりも細い傾向にあることが認められる。しかし、広島県では弥生人も古墳人も九州に比

べると小さい。本例はその広島県の弥生人、古墳人よりもさらに小さいことは注目される。

また、骨体断面示数は73.68で中出勝負峠古墳人の示数値に一致する。第52表からもわかるように、

根獅子弥生人の値が69.56と最小値を示し、傾向として弥生人の方が示数値が小さく、古墳人の方が大

きい。本例は示数値が小さく、どちらかといえば弥生人なみと考えられる。

また、後述しているように、橈骨や尺骨も径は小さいが、骨間縁の発達が良いことから、本例は上肢

骨は小さいものの、筋の発達は良好であったと考えられる。

　　②橈骨

骨体は細いが、骨間縁の発達は良好である。

　　③尺骨

尺骨も骨体は細いが、骨体縁の発達はきわめて良好である。
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（2）下肢骨

寛骨、脛骨の一部が残存していた。

　　　①寛骨

左側の腸骨、恥骨が残存していた。大坐骨切痕の観察はできなかったが、恥骨下角は広そうである。

　　　②脛骨

右側の骨体の内側面が残存していたにすぎない。大きさは、女性としてはやや大きい方である。

5 ． 性別 ・年齢

性別は、眉間の隆起が弱く、前頭結節の発達は良好で、前頭鱗が膨隆していることや恥骨下角が小さ

いと推測されることから、女性と推定した。年令は、観察できた冠状縫合の一部の外板が開離しており、

内板が癒合閉鎖していることから、熟年と考えられる。

要 約

1993年に愛媛県伊予市で石棺が出土し、中から人骨が検出された。共伴遺物がなかったので時代を特

定することができなかったが残存骨の骨質はしっかりしており、計測や人類学的観察や検討を行うこと

ができた。その結果は次のように要約することができる。

1 ．残存骨は1体のみで、熟年女性骨と推定される。

2 ．人骨の所属時代は、弥生時代か古墳時代と推定されている。

3 ．頭蓋の保存状態は悪く、頭型や顔面の形態は不明である。

4 ．上腕骨は細く、扁平である。また、前腕の骨（橈骨・尺骨）も細いが、骨間縁はよく発達している。

これらのことから上肢骨は径は小さいが、筋の発達は良かったものと考えられる。

一般的に古墳人は弥生人に比較すると、四肢骨の径が小さくなり、また、筋の発達も悪くなる傾向に

ある。本例の四肢骨の径はかなり小さいが、上肢筋、とくに前腕部の筋の発達は良好であったと考えら

れる。
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第109図 遺跡の位置（Fig．109．LocationoftheHaraikesite，Iyocity，EhimePrefecture）
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原池人骨 （女性、熟年）

第110図 人骨の残存部、アミかけ部分

（Fig．11O．Regions of perservation of the skeleton．Shaded areas are preserved．）
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第52表 上腕骨計測値（女性、右、mm）(Table52.Comparison of female measurements and indices of right humeri）

原 池 根獅子 大 友 土井ヶ浜 横隈狐塚 朝 田 大 友 中出勝負峠 佐久良

弥生～古墳人 弥生人 弥生人 弥生人 弥生人 古墳人 古墳人 古墳人 弥生人

（愛媛県伊予市）（長崎県平戸市）(佐賀県呼子町）（山口県豊北町）（福岡県小郡市）（山口県山口市）（佐賀県呼子町）（広島県千代田町）（広島県広島市）

（松下） （松下） （松下） （財津） （松下・他） （松下・他） （松下） （松下・他） （松下）

M M M n M nn     M      n           n           n                      n     M      n     M           M     n M

5． 中央最大径    1  19(左）    6   23．00  25   21．68  28    20．6  15   21．00      19 1    18

6． 中央最小径    1  14（左）  6    16.00   25   15．48  29   15.5   15   15.20        14 1   14

7． 骨体最小周 6    55.00    59．1  14   60．83  20   57．65  30       50 －

7（a）． 中 央 周    1  54（左）  6    66.33  23   61.96 －    14   59.93       55 1   55

6 ／5

2  19．50(左)2  20．00(左)1

2  15．00(左)2  15．50(左)1

2  53．00(左)2  54．50(左)1

2  57.50(左）2  58.00（左）1

2  76.84(左) 2  77.53(左) 175.9    29    71.53   25      69.56   15  72.43    骨体断面示数  1  73.68(左) 6 1      73.68    77.78

第53表 下顎骨計測値（mm、度）（Mandible） 第54表 上腕骨計測値（mm）（Humerus）

原池人骨
原池人骨

女性
女性

左

69．　　　　　　　　オトガイ高　　　　　　 27
5． 中央最大径 19

69（1）． 下顎体高（左） 28
6． 中央最小径 14

下顎体高（左) 23
7 ． 骨体最小周 －

枝 高（左） －
7（a）． 中 央 周 54

前枝高（左） 52
6/5 骨体断面示数 73．68

最小枝高（左） 45

下顎切痕高（左） －

枝 幅（左） 32

最小枝幅（左） 32

69（2）．

70．

70（1）．

70（2）．

70（3）．

71．

71a ．

71（1）． 下顎切痕幅（左) －

79 下顎枝角（左） －

69（2）／69 下顎高示数（左） 85．19

71a ／70（2） 下顎枝示数（左） 71.11

第55表 橈骨計測値（mm）（Radius） 第56表 尺骨計測値（mm）（Ulna）

原池人骨

女性

原池人骨

女性

右 左 右 左

3 ． 最小周 － 34 3 ． 最小周 30 30

4 ． 骨体横径 13 12      11． 尺骨矢状径 10 10

4a ． 骨体中央横径 12 12      12． 尺骨横径 15 14

5 ． 骨体矢状径 10 10 S 中央最小径 10 9

5a ． 骨体中央矢状径 9 9 L 中央最大径 15 14

5 （5）． 骨体中央周 36 35 C 中央周 42 39

5/4 骨体断面示数 76.92    76.92      11/12 骨体断面指数 66.67    71.43

5a/4a   中央断面示数 75.00    75.00 S/L 中央断面指数 66．67   64.29
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