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目次 ◆平成26年度秋季企画展『やおの古墳時代－邪馬台国時代の河内地域の墓制－』から(ｐ１～３)、   

◆平成26年度のイベントから(ｐ３) ◆よろず考古学コラム第12回(ｐ４)、イベント案内／編集後記(ｐ４) 

平成 26 年度秋季企画展『やおの古墳時代－邪馬台国時代の河内地域の墓制－』から 

 

 26年度の秋季企画展として、八尾市域の古墳時代初頭～

前期中葉(２Ｃ末～４Ｃ中葉)を対象とした『やおの古墳時代

－邪馬台国時代の河内地域の墓制－』と題した展示を行いま

した。 

 展示では、「Ⅰ邪馬台国時代の河内平野の遺跡とその役割」

「Ⅱ邪馬台国時代の墓制推移と河内地域の様相」「Ⅲ市域お

よび周辺地域で発見された低墳丘古墳」「Ⅳ低墳丘古墳の推

移と定型化した前方後円(方)墳との関わり」「Ⅴ中河内地域

の墓制から見た邪馬台国時代の推移」の小題を設け、邪馬台国時代(２Ｃ末)から定型化した前方後円墳の成

立を見た初期ヤマト王権(４Ｃ中葉) 時代の墓制変遷を通じて、中河内地域の役割を考えてみました。ここ

では、これらの一部を抜粋して紹介します。 

 

邪馬台国時代においては、現在の河内平野北部(大阪市北東部・大東市・四條畷市・東大阪市中西部)を中

心に河内湖があり、北からは淀川水系、南からは大和川水系の河川が注ぎ、上町台地北端付近で西方の大

阪湾・瀬戸内海へと繋がっていました。当時の湖岸の南側は、東大阪市中南部の意
お

岐部
き べ

・西岩田遺跡(岩田

町2～４丁目)付近と推定されています。 

河内湖南岸を中心とした平野部分の発掘調査では、平野内を南北に流れ河内湖に注ぐ「小
こ

阪
ざか

合
あい

分流路」・

「萱
かや

振
ふり

分流路」・「久宝寺分流路」と名付けられた河川の存在が確認されています。市域の平野部では、邪

馬台国時代の遺跡がこの主要河川沿いに数多く成立しています。その多くの遺跡からは、他地域から持ち

込まれた外来
がいらい

系
けい

土器
ど き

と呼ばれる土器類が多

数出土していることから、西日本を中心と

した各地との交流が久宝寺遺跡で発見され

た外洋航海が可能な準
じゅん

構造
こうぞう

船
せん

などの水上

交通を介して頻繁に行われていたことが推

定されます。中河内地域の集落は、これら

の大和川水系を通して当時の政治の中心地

であった大和盆地南東部と繋がっており、

交通・物流を通じて邪馬台国～初期ヤマト

王権時代の経済面を支えた役割を果たした

中心的な地域であったことが、当該期にお

ける集落数の爆発的な増加や 180 基にお

よぶ古墳の検出例が物語っています。 

 図１ 八尾市域の邪馬台国時代の集落位置と古墳 

２．邪馬台国時代(３世紀～４世紀中葉)の市内の遺跡と古墳 

１．はじめに 



 - 2 -  

１）小阪合分流路周辺で検出された古墳(萱振・東郷・成法寺遺跡) 

 小阪合分流路の左岸に位置する遺跡を中心に邪馬台国時代の古墳が発見さ

れています。市域北部の萱振遺跡では、府立八尾北高校建設に伴う発掘調査

で古墳時代前期前半(布留Ⅰ～Ⅱ)の方墳４基(ＳＩ4001～4004)と前期中

葉(布留Ⅲ)の萱振１号墳が見つかっています。方墳4基は、墳丘主軸をほぼ

同じくするもので、墳丘幅は11.5～17.5ｍ、周溝幅1.2～4.0ｍ、深さ0.1

～0.5ｍを測ります。ＳＩ4002を除けば、周溝の一部を掘り残して墳丘部

と墳丘外を繋ぐ陸橋部
りっきょう ぶ

を持つ特徴が認められます。 

近鉄八尾駅を中心とした東郷遺跡北部の第 17・20・21・64 次

の調査で、32 基の古墳が見つかっています。当該期の墓域は、弥生

時代前期～後期前半まで、東郷遺跡のほぼ中央部分を南東から北西に

流れていた東郷分流路の河床部分を中心に、方墳が密集し連鎖的に広

がりを持つ墓域が形成されています。第 64 次調査では、23 基の古

墳が見つかっており、鰭
ひれ

付円筒埴輪を持つ８・90 古墳〔古墳時代前

期中葉(４Ｃ中葉)〕(写真２)を含むもので、古墳時代初頭前半(庄内Ⅰ)

から前期中葉(布留Ⅲ)に形成された墓域です。墳形は方形が大半を占

め、規模は墳丘幅3.2～22.0ｍ、周溝幅0.7～5.4ｍ、深さ0.2～0.6

ｍで、周溝の一部を掘り残す陸橋部が認められます。陸橋部について

は、７基を検出した第 20 次調査(写真１)では５基に認められ、その

うち中央に陸橋部を持つものが１基、その他の４基は一隅に陸橋部が

設けられています。墳丘上における葬送儀礼の一端が推定される例と

しては、第 20 次調査のＳＸ-３(庄内Ⅲ)があります。ＳＸ-３の西周

溝から南周溝にかけて庄内式甕４点、Ⅴ様式系甕１点、小形丸底壺１

点、直口壺１点、二重口縁壺１点、小形器台１点が一定の間隔を持っ

て出土しており、これらの土器群が構築後の早い時期に墳丘から転落

したと考えれば、墳丘上における供献土器の規則的な配置が想定でき

ます。 

成法寺遺跡では、３箇所の調査地で古墳８基が発見されています。

第1次調査(写真３)では、古墳時代初頭後半(庄内Ⅲ)～前期前半(布留

Ⅰ)の４基(ＳＸ１～４)が見つかっています。そのうち、ＳＸ１・３・

４が方墳、ＳＸ２が前方後方墳(纒向型前方後方墳)です。構築時期は

ＳＸ３・４が古墳時代初頭後半(庄内Ⅲ)、ＳＸ１・２が前期前半(布留

Ⅰ)で、構築時期が新

しい古墳の周溝幅が

広くなる傾向が認め

られます。南本町一

丁目の府道拡幅工事

に伴う発掘調査では、

古墳時代初頭前半

(庄内Ⅱ)の円墳 1 基

(ＳＸ１)が見つかっ

ています。 

３．市域で発見された邪馬台国時代の低墳丘古墳－河内湖に注ぐ大河川沿いに成立した集落と古墳－ 

図２ 検出された古墳平面図〔ＳＩ4001～4004〕
≪萱振遺跡≫(古墳時代前期前半) 

写真１ 低墳丘古墳の検出状況 
≪東郷遺跡第 20 次≫(古墳時代初頭後半) 

写真２ 古墳の検出状況(手前が８古墳) 
≪東郷遺跡第 64 次≫(古墳時代初頭～前期中葉) 

図３ 東郷遺跡の邪馬台国時代の集落と墓域写真３ 纒向型前方後方墳を含む４基の古墳 
≪成法寺遺跡第１次≫(古墳時代初頭後半～前期前半) 

ＳＩ4001 

ＳＩ4002 
ＳＩ4003

ＳＩ4004
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2）久宝寺分流路周辺で発見された古墳(久宝寺遺跡) 

 久宝寺遺跡や西側に隣接する大阪市平野区の加美遺跡一帯

では、近畿自動車道建設をはじめとして、竜華操車場跡地の

再開発等の大規模な発掘調査が行われています。これらの調

査では、邪馬台国時代の主要河川であった久宝寺分流路なら

びに小河川・水路の存在が確認されており、これらの河川流

域に居住域・生産域・墓域が設けられています そのうち、

久宝寺遺跡第 23 次で発見された 404・405 号墳は、古墳

時代初頭前半(庄内Ⅰ)に築造された古墳で、長大な組合式木

棺を持つ404号墳と合掌形木棺を持つ405号墳が隣接して

構築されており、久宝寺地区における邪馬台国時代初期の首

長層クラスの古墳として評価されます。 

「竜華水みらいセンター」建設に伴う発掘調査(写真４)では、古墳時代

初頭前半(庄内Ⅰ)～前期前半(布留Ⅰ)の古墳 5８基が見つかりました。墳

形は、前方後方墳の44号墳以外は方墳です。墳丘規模は、全長32.4ｍ、

そのほかの方墳は３～15ｍを測り、構築時期が新しくなるにつれて大規

模なものが増えて、古墳間の空間が広くなる傾向がみられます。周溝規模

は、墳丘の大きさにより異なりますが、小規模な場合は、幅１ｍ、深さ

0.3～0.4ｍ、大規模な場合は幅３～４ｍ、深さ 0.5～0.7ｍを測ります。 

久宝寺１号墳(写真５)は、龍華地区内で検出された約 70 基の古墳の中

で最も東部で検出された古墳です。墳丘規模は東西辺約12.5ｍ(復元)、南

北辺約10.5ｍで東西辺がやや長い方墳で、幅0.7～4.0ｍ、深さ0.5ｍの周溝が廻

っています。周溝の掘削による排土を約 0.8ｍ盛土して墳丘が作られており、周溝

底から墳頂までの高さは 1.7ｍを測ります。墳頂部の埋葬施設には、中央部に割竹

形木棺(1号主体部)その東に隣接して木棺墓(2号主体部)と1号主体部の西側に土器

棺墓(３号主体部)があります。そのほか、東周溝の中央部付近に密集して、木棺墓1

基、土壙墓 2 基、土器棺墓２基の計５基(第４～８号主体部)の周溝内埋葬が認めら

れます。久宝寺１号墳は、墳丘や埋葬主体部ともに保存状態が良好で、古墳時代前

期前半(布留Ⅰ)の河内地域における古墳文化の受容状況や当時の葬送儀礼を知るう

えで貴重な資料といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 垣内山銅鐸 
東京国立博物館所蔵 

平成 26年度のイベントから  

●秋季企画展関連講演会の開催 

2014/10/26(日)、2015/1/25(日)

秋季企画展「やおの古墳時代-邪馬台国時代の河内地

域の墓制-」に関連して、「前方後円墳の誕生と古墳時代

の始まり」、「河内における邪馬台国時代の墓制につい

て」と題した講演会を2回開催しました。 

多くの市民の方々が参加され、 

講演後に数多くの質問が寄せられ 

るなど、邪馬台国時代に対しての 

興味・関心の高さを改めて実感す 

る講演会となりました。 

●大人のための考古学入門講座 

2015/2/７・14・21(土)

大人を対象とした考古学入門講座を行いました。

３日間にわたり、「時代を探る技術」「時代を測る物

差し」「道具から時代を見る」と題した学習を行いま

した。 

発掘調査の方法や地層・地形 

の見方、本物の土器や石器を使 

った体験学習や銅鐸製作を通じ 

て考古学の醍醐味を体感された 

ことと思います。 

図４「久宝寺分流路」周辺の邪馬台国時代の集落と墓域 

写真４ 密集する低墳丘古墳 
写真提供：(公財)大阪府文化財センター 

写真５ 久宝寺１号墳 
写真提供：(公財)大阪府文化財センター
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東郷遺跡第 64 次出土の南九州系土器について 

東郷遺跡第64次調査で出土した非常に珍しい土器を紹介します。この調査は

近鉄八尾駅の北側にある「アリオ八尾」建設に伴う調査で、平成17年度に実施

しました。調査では古墳時代初頭から近世の遺構・遺物が検出され、古墳時代

初頭～前期の成果は特筆されます。北部では井戸・土坑・溝・畝間溝といった

主に生産関連の遺構が検出されました。一方、南部は墓域となっており、墳

墓・古墳・土器棺墓・埴輪棺墓が見つかっています。なかでも一辺約22ｍを測

る方墳は、周溝出土埴輪の時期から中河内最古級の古墳といえます。 

この土器(Ａ)は調査地を縦断する北西－南東方向の溝(幅

2.3～3.2ｍ・深さ約0.8ｍ)から出土しました。溝からは多

量の土器と共に、武器、刳物容器、農具等の木器が出土し

ています。出土遺物からみて溝の時期は古墳時代前期後半

(布留式期後半-４Ｃ後半)に比定されます。 

(Ａ)は土師器器台に分類されるもので、法量は口径15.1

㎝・器高15.0㎝・底径14.0㎝を測ります。形態は口縁部

が内湾気味に広がり、脚部はエンタシス状に膨らむ脚柱部か

ら裾部が短く開きます。調整は口縁部外面・脚部内面ハケで、脚部外面には縦位のヘラミガキを施してい

ます。そして最も特徴的なのは脚柱部の三方にあけられたスカシ窓です。一箇所は不明ですが、他の二箇

所は一辺５㎝程度の四角形で、下辺は直線ですが、他の三辺は内湾する弧線になっています。 

この器台は、河内地域はもとより畿内の土器形式にも当てはまらないもので、形態的に類似する資料

(１)が南九州で出土していることが分かりました。１は宮崎県南部に位置

する宮崎学園都市遺跡群の熊
くま

野原
の ば る

遺跡から出土したもので、法量的にも近

く時期的にも(Ａ)とほぼ併行します。１は口縁部が直線的に開くもので、

またスカシ窓は三角形ですが、脚部の形状や全体の調整は(Ａ)に酷似して

います。形態的な特徴からだけでは断定はできませんが、(Ａ)は宮崎県か

ら持ち込まれた可能性が高く、南九州系土器であると考えています。 

古墳時代中期には久宝寺遺跡で南九州系の土器が出土しており、河内と

南九州との交流が確認されていましたが、当資料はそれより１世紀も遡

るもので注目されます。 
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編集後記 
よろず考古学コラムでは、本冊子特集

の「邪馬台国時代の墓制」に関連して東

郷遺跡第 64 次調査出土の南九州系土器

を紹介した。邪馬台国時代の各地域との

広範におよぶ交流範囲に南九州地域が加

わった。 
考古資料からみた市域と南九州地域と

の関わりは古く、約 28,000 年前の鹿児島

湾海底火山(姶良カルデラ)の大噴火によ

る火山灰の降灰、古墳時代前期後半(４世

紀代)の東郷遺跡での南九州系土器の出

土、５世紀中葉の久宝寺遺跡での南九州

系竪穴住居および成川式土器の出土が挙

げられる。火山灰の降灰を除けば、畿内

において稀有な例である。さらに、奈良

時代の移配隼人の一つである若江郡萱振

保は市域北部の萱振とされている。 
何だか、南九州が身近に感じて 

きた！〈ＭＨ〉 

           イベント案内 

◆通常展「八尾の地宝－埋蔵文化財調査センター収蔵品－」 
内容：八尾市域から出土した旧石器時代から奈良時代の遺物を中心に展示 

期間：平成 27 年２月 25 日(水)～６月 12 日(金) 

時間：午前９時～午後５時(入館は午後４時半まで) 

休館日：土、日、祝日 

◆講演会等「やお・埋蔵文化財トーク－あの遺跡・遺物は今－」 
演題：弓削遺跡の土器廃棄溝からみた弥生時代後期の社会状況 

講師：西村公助（公財）八尾市文化財調査研究会 

日時：平成 27 年５月 24 日(日)午後１時 30 分～(先着 30 名、資料代 200 円) 

八尾市出土の主な遺物や遺構を紹介します。 

坪田真一〈公益財団法人八尾市文化財調査研究会〉

写真６ 南九州系土器が出土した溝 

図５ 南九州系土師器器台(Ａ)実測図(Ｓ=1/4)、同写真 

図６ 熊野原遺跡出土の土師器器台(Ｓ=1/4) 
宮崎県教育委員会 1985『宮崎学園都市遺跡発掘 

調査報告書第２集』より 

１


