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３世紀の主な古墳  

３世紀代の古墳は、平野部を中心に弥生時代の方形周溝墓

の系譜を引く周溝墓(墳丘墓)があり、初頭後葉(３Ｃ中葉)には

定型化した前方後方墳の築造が一部でみられます。造墓は、

古墳時代初頭前葉～前期初頭(３Ｃ初頭～後葉)にかけて活発

に行われました。特に、前期初頭(３Ｃ後葉)の久宝寺１号墳

(図４)は、主体部に割竹形木棺、墳丘四隅に壺形土器を樹立

させる葬送儀礼を用いた点で、中河内地域で古墳文化の受容

が認められた古墳として注目されています。この時期、市域

平野部の萱振・東郷・成法寺・久宝寺・亀井北・八尾南遺跡

で古墳が造られます。 

４世紀の主な古墳 

４世紀代の古墳のなかでも、前期前葉(４Ｃ前葉)のものは

市域平野部の久宝寺古墳(前方後方墳)があります。前期中葉

(４Ｃ中葉)では市域北東山麓部に所在する「楽音寺・大竹古

墳群」中の西ノ山古墳(前方後円墳)、平野部の東郷遺跡８古

墳・90古墳(方墳)があります。前期後葉(４Ｃ後葉)では、「楽

音寺・大竹古墳群」中の花岡山古墳(前方後円墳)や、平野部

では萱振１号墳(方墳)、美園古墳(方墳)、中田古墳(円墳)があ

ります。 

目次 ◆令和３年度秋季企画展『やおの古墳時代 (初頭～前期)̶３～４世紀の墓制̶』から(p１～３) ◆令和３年度の
イベントから(p３) ◆考古学よろずコラム第26回(p４) ◆イベント情報/編集後記(p４) 

令和３年度秋季企画展『やおの古墳時代(初頭～前期)̶３～４世紀の墓制̶』から 

 

秋季企画展では、庄内式土器様式の成

立期以後を古墳時代および古墳築造の

開始と捉え、３～４世紀の八尾市域を中

心とした中河内地域に築造された古墳

を紹介し、初期ヤマト王権の時代におけ

る当該地域の役割を考えてみました。そ

こで、本号では、当該期の市内の主な遺

跡から発見された古墳とそこから出土

した遺物を紹介いたします。 

写真１  河内平野(手前)と生駒山地(奥) 

平成 11(1999)年撮影

図１ 八尾市内の古墳時代初頭～前期の集落および古墳分布図

１．はじめに 

２．河内の３～４世紀の古墳 
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萱振遺跡 

府立八尾北高校の建設に伴う調査では、古墳時代前期初頭(３

Ｃ後葉)～前期前葉(４Ｃ前葉)の方形周溝墓 4 基や前期中葉(４

Ｃ中葉)の萱振１号墳が見つかっています。なかでも萱振１号墳

からは、鰭付
ひれ つ き

円筒・朝顔形埴輪のほか、家形・草摺
く さ ず り

形・靱形
ゆぎ か た

(図

２)の形象埴輪が見つかっています。萱振 1 号墳は、中河内地

域の古墳時代前期中葉の古墳のなかで最大規模のものです。豊

富な埴輪類から見て、地域を代表する有力な首長の墓であった

と推定されます。 

東郷遺跡 

第20次調査では、古墳時代初頭～前期(庄内式～布留式)にかけての墓域(写真２)を発見しました。

方形周溝墓7基と土器棺や土壙墓が数基見つかり、特に古墳時代前期初頭の土器棺(写真３)は、四国

東部 (阿波) 産の壺を用いた珍しい例で、貴重な資料です。７基のうち陸橋部は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、他の４基は一隅に陸橋部が設けられています。 

写真３ 土器棺出土状況  

≪東郷遺跡第 20 次≫ 
成法寺遺跡 

第1次調査では、古墳時代初頭後葉(３Ｃ

中葉)～前期初頭(３Ｃ後葉)の周溝墓４基(Ｓ

Ｘ１～４)が見つかりました(写真４)。ＳＸ

１・３・４は方形周溝墓、ＳＸ２は前方後方

墳(纒向型前方後方墳)と考えられます。構築

時期はＳＸ３・４が古墳時代初頭後葉(３Ｃ中

葉)、ＳＸ１・２が前期初頭(３Ｃ後葉)です。

南本町一丁目の府道拡幅工事に伴い府教

委が実施した発掘調査では、古墳時代初頭中

葉(３Ｃ前葉)の円形周溝墓1基(ＳＸ１)が見

つかりました(図５)。中河内地域で検出され

た当該期の数少ない円形周溝墓で、規模的に

も最大級のものです。 

図２ 萱振１号墳出土 靱形埴輪実測図 

≪萱振遺跡 府教委≫  

写真２ ７基の方形周溝墓〔ＳＸ－１～７〕 

≪東郷遺跡第 20 次≫ 

写真４ 周溝墓群(ＳＸ１～４)検出状況 

≪成法寺遺跡第１次≫ 

図４ ＳＸ４出土遺物実測図 

   ≪成法寺遺跡第１次≫

図３ ＳＸ３出土遺物実測図 

 ≪成法寺遺跡第１次≫ 

ＳＸ２

ＳＸ４

ＳＸ１

ＳＸ３ 

図５ 円形周溝墓(ＳＸ１) ≪成法寺遺跡 府教委≫

３．各遺跡内に存在する古墳 

ＳＸ１
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令和３年度のイベントから 

●秋季企画展関連講演会 

202１(令和３)年 10 月 24 日(日)には、関連講演会を八

尾市生涯学習センターで開催しました。演題は『古墳時代初

頭～前期の墓制』で、河内に残る３～４世紀のお墓(古墳)を

各遺跡毎に紹介しました。また、 

墓に関連する遺物の特殊器台につい 

て、八尾市域での出土例を挙げ、河 

内から大和へ持ち運ぶルートを考察 

してみました。 

●八尾・考古学散歩 

2021(令和３)年 11月 20 

日(土)には、八尾・考古学散歩 

を実施しました。今回は、「東 

弓削遺跡・弓削遺跡を歩く」と 

題し、東弓削遺跡や弓削遺跡の 

主な発掘地点を巡り、調査成果 

をお伝えしました。 

中田遺跡 

第19次調査では前期後葉(４Ｃ後葉)の中田

古墳が見つかりました。墳丘規模は径33.5ｍ

で、周濠幅は約６ｍ、深さ約0.8ｍを測り、周

濠部を含めた直径は約45.5ｍになります。周

濠からは円筒埴輪13点以上、朝顔形埴輪5点

以上が出土しており、また、家形埴輪5点以上

(写真５)、船形埴輪１点などの形象埴輪が出土

しています。 

郡川遺跡 

第33次調査では、弥生時代後期後半と古墳時代前期の墓域を確認しました。古墳時代前期では

４基の方墳を検出し、全容が判明した方墳201は、東西22.0ｍ、南北23.4ｍの規模を測ります。

方墳201(写真６)や方墳202(写真７)の周溝からは直口壺(写真８・９)が出土しています。 

写真５ 中田古墳出土家形埴輪 

≪中田遺跡第 19 次≫ 

写真６ 方墳 201 検出状況 

  ≪郡川遺跡第 33 次≫  

写真７ 方墳 202 検出状況 

  ≪郡川遺跡第 33 次≫ 

写真８ 方墳 201 直口壺出土状況 

≪郡川遺跡第 33 次≫        

写真９ 方墳 202 直口壺出土状況 

≪郡川遺跡第 33 次≫        
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八尾市出土の主な遺物や遺構を紹介します。 

東郷遺跡から見つかった4世紀の古墳 

東郷遺跡の第64次調査では、弥生時代後期後半～古墳時代前期中葉までの墳墓が23基見つか

っています。中でも８古墳(写真 10)と 90古墳(写真 14)は古墳時代前期中葉(４Ｃ中葉)に比定で

きる方墳で、両古墳ともに鰭
ひれ

付円筒埴輪(写真 12・15)が出土しています。８古墳は、墳丘規模

11.0×13.5ｍ、周溝幅1.4～2.3ｍ、深さ0.29ｍで、墳丘上では７埴輪円筒棺(写真 11)と 391

埴輪円筒棺が検出され、周溝からは臼
うす

玉
だま

と管
くだ

玉
たま

(写真 13)が出土しています。また、90 古墳は、

墳丘規模 21.0×22.0ｍ、周溝幅 3.0～5.4ｍ、深さ 0.25ｍを測ります。2 基の方墳は、東郷・

萱振遺跡を中心とした地域首長墓と推定されます。 
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イベント情報 

 
◆通常展「八尾の地宝」－市立埋蔵文化財調査センター収蔵品展－ 

内容：八尾市域の主な遺跡から出土した遺物を中心に展示 

期間：令和４年２月 24 日(木)～令和４年６月 10 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 

但し５月 22 日(日)は休日開館 

編集後記 
 

新型コロナウイルスの変異株(オミク

ロン株)が蔓延し、感染拡大の第六波が到

来している今日この頃です。 

当センターでは、検温の実施、手指の

消毒等、感染症拡大防止に日々取り組ん

でいます。 

他団体との会議は、オンラインで実施

することが多くなり、出向いて対面で行

うことは激減しています。会議は、オン

ラインでも良いと思いますが、遺物の検

討については、やはり実物を観察した上

で、意見交換が必要かと常に思います。 

何時になれば、人々が集まり、遺物に

ついての対面での検討が出来るのでしょ

うか。感染症の蔓延が落ち着き、検討が

出来る日が待ち遠しいです。 

   〈ＫＮ〉 

写真 10 ８古墳 検出状況 写真 14 90 古墳 検出状況写真 11 ８古墳 ７埴輪円

筒棺出土状況 

写真 12 ８古墳出土 鰭付

円筒埴輪 

写真 15 90 古墳出土 鰭付円筒埴輪写真 13 ８古墳 周溝内 臼玉・管玉出土状況


