日

時：平成 29 年 12 月 10 日（日）

会

場：野本市民活動センター多目的ホール
東松山市教育委員会

開催に寄せて
都幾川が形成した広大な沖積地を望む松山台地の先端部、市内野本地区に所在する将軍
塚古墳は、現存長 115 ｍを測る県内でも有数の規模を誇る前方後円墳で、昭和 35 年に埼
玉県指定史跡に指定されています。地元住民の方々には利仁神社が建つ地として、また隣
接する野本小学校の子どもたちからはその形から「ひさご山」と呼ばれ、親しまれている
場所となっております。
さて、将軍塚古墳につきましては、その内容や古墳の造られた時期について、４世紀と
する説、あるいは 5 世紀後半から６世紀とする説など諸説あり、古墳の実像がわかってい
ませんでした。まさに「将軍塚古墳の謎」でした。早稲田大学考古学研究室の協力を得て、
平成 29 年３月に、三次元墳丘測量と地中レーダー探査を中心とする調査を行い、大きな
成果がありました。今回はその調査成果について、調査を担当した城倉正祥先生にお話を
していただきます。
講演会を通し、当市の歴史に一層関心を寄せていただくとともに、文化財保護行政に対
してのご理解とご協力をお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。
平成２９年１２月１０日
東松山市教育委員会教育長

日
１２：３０

開場

１３：００

日程説明

１３：０５

東松山市内の古墳紹介

程

『東松山市内の古墳について』
東松山市埋蔵文化財センター副所長
１３：３０

休憩

１３：４０

挨拶

１３：５０

講演

東松山市長

佐藤

幸恵

城倉

正祥

氏

中村

幸一

森田 光一

『３Ｄ技術でせまる将軍塚古墳の謎』
早稲田大学文学学術院准教授
１５：３０

閉会

東松山市教育委員会教育長

中村

幸一

東松山市の古墳について
東松山市埋蔵文化財センター

佐藤

幸恵

東松山市は埼玉県内でも古墳の多い地域で、
『埼玉県古墳詳細分布調査報告書』
（1994 年埼玉県教育委員会）
で 462 基の古墳が報告されています。この報告以降も発掘調査で古墳跡が続々と発見され、現在では 500 基以
上の古墳が確認されています。
関東地方では、一部をのぞいて、前方後方墳が最初に出現しています。埼玉県域でも最初に出現したのは
前方後方墳で、松山台地東南端の舌状台地に立地する根岸稲荷神社古墳（古凍）が県内で最も古い古墳と位置
づけられています。この古墳は、出土した土器より３世紀後葉に築造されたと考えられています。３世紀末葉
から４世紀前葉には吉見丘陵南端部尾根上に山の根古墳（吉見町）が築造されます。この後も、都幾川の沖積
地を臨む高坂台地北西部に諏訪山 29 号墳（西本宿）
、東松山台地東部に天神山古墳（柏崎）
、高坂台地北東部
に高坂８号墳（高坂）などの前方後方墳が築造されました。このように、東松山市から吉見町にかけては、前
期古墳である前方後方墳が多いという特徴があります。また、どの古墳に副葬されたのかはっきりはしません
が、古墳時代前期の遺物として、高坂古墳群内で三角縁神獣鏡が見つかっており、この地域が畿内の勢力との
強い結びつきがあったことを窺わせます。
４世紀後葉になると、県域でも前方後円墳が現れます。この項ではあえて将軍塚古墳には触れませんが、市
内では、諏訪山古墳（西本宿）が築造されます。この諏訪山古墳以降、市域ではしばらく前方後円墳が築造さ
れなくなります。代わって比企丘陵北東部の尾根上に登場したのが、平面形が帆立貝の形に見える帆立貝形古
墳の雷電山古墳（大谷）です。雷電山古墳は三段築成で、埴輪列が確認されています。埴輪は、他に例を見な
い特異なもので、県内最古の埴輪に位置づけられています。埴輪の検討から、雷電山古墳は５世紀初頭の築造
と考えられます。
雷電山古墳以降、市内で特筆すべき古墳はしばらく円墳となります。５世紀中葉の諏訪山 33 号墳（西本宿）
からは、表面に横方向のハケメを施すヨコハケ調整が行われた埴輪が出土しています。これは畿内の影響を受
けたもので、畿内的な埴輪としては市内最古のものになります。市野川を北に臨む東松山台地の北縁部に所在
よこはぎいたびょうどめたんこう

する東耕地３号墳（加美町）からは、５世紀後半の横矧板鋲留短甲が出土しました。県内では発掘調査による
も

ず

ふるいち

初めての出土になります。百舌鳥古墳群、古市古墳群（大阪府）を形成した畿内の勢力が、地方の新興首長層
を取り込むために供給したものと考えられているものです。このほか、５世紀代の古墳としては、水鳥形埴輪
が出土した権現塚古墳（柏崎）
、東日本南部に点在する貝輪系の環体に多数の鈴を配した大型の青銅製の腕輪
である鈴付腕輪が出土した諏訪山１号墳（西本宿）などがあります。
５世紀末から６世紀初頭に築造された高坂４号墳は帆立貝形古墳です。この後、６世紀代には、下松５号墳
（松本町）
、
おくま山古墳（古凍）
、
岩鼻遺跡第６次調査２号墳（松山）など帆立貝形の古墳が築造されています。
下松５号墳では「弓を担ぐ人物埴輪」
、おくま山古墳では「盾持人埴輪」が出土しています。また、６世紀代
には北部比企丘陵の三千塚古墳群（大谷）の中に、弁天塚古墳、長塚古墳、秋葉塚古墳などの前方後円墳が築
しもつけの

かみつけの

造されています。円墳では、
三千塚古墳群第Ⅶ支群５号墳より、
古墳時代後期に下毛野（栃木県）や上毛野（群
馬県）に多数分布している「低位置突帯埴輪」が出土しています。若宮八幡古墳（石橋）の主体部は、二段築
成の大型の円墳で凝灰岩による切石切組積みで構築された胴張りを有する複室構造をもつ横穴式石室です。明
和（1764 ～ 1771 年）の頃から開口しており、副葬品はほとんど失われています。冑塚古墳（下唐子）の主体
部は凝灰岩の切石を用いた複室構造の横穴式石室で、金環や銀環、水晶製勾玉や翡翠製勾玉などの装身具、鉄
ぎょうよう

う ず

鏃や刀子などの武具、杏葉や雲珠などの馬具、須恵器など、多くの副葬品が出土しました。附川１号墳（石橋）
の主体部も若宮八幡古墳と同様に、凝灰岩の切石を用いた胴張りを有する横穴式石室です。また、７世紀前期
頃に築造された円墳である古凍４号墳（古凍）の周溝外側に施設された３基の土坑より、それぞれ馬具が出土
1

しており、２号土坑より出土した鉄製壺鐙は県内唯一の出土品です。７世紀後半に築造された西原１号墳（上
唐子）は、墳形はほぼとどめていないような状況でしたが、方形に近い形状でした。主体部は緑泥片岩と河原
石を用いて構築された複室構造の胴張りがある横穴式石室です。出土遺物は鉄鏃、銅鋺、装飾付大刀です。こ
の古墳は小規模ながら、出土した銅鋺や装飾付大刀は比企地方のこの時期の古墳から出土する遺物としては逸
品で畿内の勢力を構成する有力豪族との結びつきがあったものと考えられます。
東松山市では古墳時代前期に前方後方墳、前方後円墳が展開しますが、中期以降は大型古墳が築造されなく
なります。このことから、
大型古墳を築造することのできる勢力が市域から移動したと考えることができます。
しかしながら、この後に市域に展開した古墳群からは埼玉県内では他にあまり見られない様々な遺物が出土し
ており、それなりに力を持った豪族の存在があったことを示しています。

引用・参考文献
埼玉県教育委員会
塩野

博

1994『埼玉県古墳詳細分布調査報告書』

2004『埼玉の古墳

比企・秩父』さきたま出版会

埼玉県立さきたま史跡の博物館

2010『「稲荷山」出現以前の古墳』

埼玉県立さきたま史跡の博物館

2016『埼玉の古墳－比企・入間－』

若狭

前方後円墳と東国社会

徹

2017『古代の東国①

東松山市教育委員会 2015『市制施行 60 周年記念事業

古墳時代』吉川弘文館
シンポジウム

三角縁神獣鏡と 3 ～ 4 世紀の東松山』

さんかくぶちしんじゅうきょう

三角縁神獣鏡（高坂古墳群）
よこはぎいたびょうどめたんこう

横矧板鋲留短甲（東耕地３号墳）

てっせいつぼあぶみ

鉄製壺鐙（古凍古墳群）
どうわん

銅鋺 ( 西原１号墳）
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主な古墳の規模と年代

東松山市内

埼玉県内

畿内
○箸墓（278 ｍ）

□根岸稲荷神社（25 ｍ）

○桜井茶臼山（207 ｍ）

□権現山 2 号（32 ｍ）（ふじみ野市）

○メスリ山（224 ｍ）

■塩 7 号（22 ｍ）（熊谷市）

○行燈山（242 ｍ）

□塩１号（35 ｍ）（熊谷市）

○渋谷向山（300 ｍ）

□塩 2 号（30 ｍ）（熊谷市）

○佐紀陵山（207 ｍ）

●古凍 13 号（28 ｍ）

●熊野神社（38 ｍ）（桶川市）

○五社神（267 ｍ）

□柏崎天神山（57 ｍ）

□鷺山（60 ｍ）（本庄市）

○津堂城山（208 ｍ）

□高坂８号（34 ｍ）

●長塚聖天塚（50 ｍ）（美里町）

○中津山（290 ｍ）

□諏訪山 29 号（35 ｍ）

前
期

○西殿塚（230 ｍ）
□山の根（54 ｍ）（吉見町）

■三変稲荷神社（23 ｍ）（川越市）
●中道１号（24 ｍ）（美里町）

○諏訪山（68 ｍ）

●川輪聖天塚（38 ｍ）（美里町）
○高稲荷（75 ｍ）（川口市）
■万年寺つつじ山（25 ｍ）（本庄市）

◎雷電山（76 ｍ）

●志度川（41 ｍ）
（美里町）

○上石津ミサンザイ（365 ｍ）

●物見塚（42 ｍ）

○室宮山（238 ｍ）

●公卿塚（70 ｍ）
（本庄市）

○墓山（220 ｍ）

●生野山将軍塚（60 ｍ）
（本庄市）

○誉田御廟山（425 ｍ）

●安光寺２号（27 ｍ）
（美里町）

○御廟山（203 ｍ）

●東耕地３号（25m）

●金讃神社（69 ｍ）
（本庄市）

○ウワナベ（205 ｍ）

●下道添３次 1 号（24 ｍ）

●生野山９号（44 ｍ）
（本庄市）

○大仙陵（486 ｍ）

●権現塚（38m）

●大稲荷（26 ｍ）
（行田市）

○ヒシアゲ（219 ｍ）

●柏崎 17 号（18 ｍ）

○横塚山（30 ｍ）
（熊谷市）

○市野山（227 ｍ）

●諏訪山１号（19m）

○とやま（69 ｍ）
（行田市）

○土師ニサンザイ（290 ｍ）

●諏訪山 33 号（25m）

中
期

後
期

◎高坂４号（32 ｍ）

○稲荷山（120 ｍ）
（行田市）

○岡ミサンザイ（245 ｍ）

○弁天塚（40 ｍ）

○二子山（130 ｍ）
（行田市）

○今城塚（190 ｍ）

◎下松５号（22m）

●丸墓山（105 ｍ）
（行田市）

○河内大塚（335 ｍ）

●岩鼻９次５号（20m）

●甲山（92 ｍ）
（熊谷市）

○見瀬丸山（318 ｍ）

◎おくま山（62m）

○将軍山（90 ｍ）
（行田市）

◎岩鼻６次２号（30 ｍ）

○鉄砲山（109 ｍ）
（行田市）

○梅山（140 ｍ）

○長塚（35m）

○真名板高山（127 ｍ）
（行田市）

○烏土塚（60 ｍ）

●三千塚第Ⅶ支群５号（25m）

○小見真観寺（112 ｍ）
（行田市）

●藤の木（48 ｍ）

●附川１号（13m）

●八幡山（80 ｍ）
（行田市）

－石舞台（－）

●古凍４号（30m）

●浅間塚（50 ｍ）
（行田市）

■春日向山（63 ｍ）

●若宮八幡（30m）
●冑塚（37m）
○秋葉塚（45m）

終 ●田木山１号（12 ｍ）
末 ●附川８号（13 ｍ）
期 ・比丘尼山横穴墓群
●柏崎５号（30m）

◇岩屋山（45 ｍ）
■戸場口山（42 ｍ）
（行田市）

■西宮（36 ｍ）

◆山王塚（63 ｍ）
（川越市）

◇野口王墓（58 ｍ）

■穴八幡（28 ｍ）
（小川町）

●高松塚（23 ｍ）

■？西原１号（13m）

※○前方後円墳、□前方後方墳、◎帆立貝形古墳、●円墳、■方墳、◇八角墳、◆上円下方墳
※時期区分内での前後関係は表示していません。
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3D 技術でせまる将軍塚古墳の謎
じょうくら

早稲田大学文学学術院准教授

まさよし

城倉 正祥

はじめに
さんかくぶちしんじゅうきょう

近年、埼玉県東松山市内で三角縁神獣鏡が発見され、全国的な注目を集めました。三角縁神獣鏡は謎の多い
ひ

き

銅鏡ですが、前期の古墳から発見されることが多く、比企と呼ばれる当地域の古墳時代前期の様相に改めて研
究者の注目が集まっています。比企の古墳時代を考える上で、古くから問題になってきたのが、下野本に所在
しょうぐんづかこふん

する大きな前方後円墳、将軍塚古墳の存在です。115m を超える大型の前方後円墳で、県内でも最大級の古墳
へんさん

しんぺんむさしのくにふどきこう

です。その存在は早くから注目されており、1800 年代初めに編纂された『新編武蔵国風土記稿』にも絵図が
登場しています。本格的な学術調査が行われたのは、1970 年代になってからですが、埼玉県立博物館館長も
かないづかよしかず

あまかすけん

務めた金井塚良一先生を中心として、新潟大学教授を務めた甘粕健先生などが協力して調査研究が進められま
した（金井塚 1979・甘粕 1976）
。しかし、その年代に関しては、前期説、中期説、後期説が並立するなど、研
究者の間で 100 年以上の位置づけの差があり、
「謎の多い古墳」とされてきました。
このような状況を踏まえて、早稲田大学文学部考古学コースと東松山市教育委員会は共同して、最新のデジ
タル技術を用いた非破壊調査を計画しました。調査は 2017 年２月～３月にかけて合宿体制で実施し、その成
。今回は、その成
果は既に学術シンポジウムと学術報告書の形でまとめています（城倉・青木・伝田編 2017）
果を出来るだけわかりやすく解説したいと思います。
１．将軍塚古墳の謎を解き明かすために
将軍塚古墳が「謎の多い古墳」と呼ばれる理由は、学術的に年代が決定できなかった点に原因があります。
ちくぞうねんだい

しんがいめいてっけん

いなりやまこふん

ふたごやまこふん

北武蔵最大級の古墳の築造年代は、辛亥銘鉄剣が出土したことで有名な稲荷山古墳や県内最大の二子山古墳が
さきたまこふんぐん

所在する埼玉古墳群の歴史的解釈に大きな影響を与えることが予想されます。将軍塚古墳は、埼玉古墳群を
さかのぼ

遡 る時期の大型前方後円墳なのか、あるいは埼玉古墳群と同じ時期に造営された大型古墳なのか、北武蔵地
域だけでなく古墳時代の歴史性を考える上でも非常に重要な論点と言えます。
いせき

いこう

はっくつ

では、この謎をどのように読み解くべきでしょうか。考古学では、遺跡や遺構を発掘して、年代を決めます。
ふんきゅう

まいそうしせつ

はにわ

ふくそうひん

古墳でいえば、墳丘の形や埋葬施設の種類、出土した土器や埴輪、副葬品から年代を決めていきます。しかし、
発掘をすれば、
遺跡や遺構は少なからぬ破壊を受けます。地域の大切な文化財を未来の世代に伝えていくには、
さんじげんそくりょう

及び地中レーダー
出来るだけ非破壊で調査を実施する必要があります。そのため、
今回はデジタル三次元測量、
たんさ

探査という方法を用いて、墳丘と埋葬施設の情報を集め、その年代を考えることにしました。
２．3D 技術を用いた調査研究の方法
じょうほうか

、
早稲田大学文学部考古学コースでは、
遺跡や遺構を 3D 技術を用いて情報化する手法（デジタル三次元測量）
レーダーで地中の様子を見る手法（地中レーダー探査）
、この２つの方法を実践してきました（城倉編 2016 な
そくりょうきかい

ど）
。将軍塚古墳の調査では、まず、トータルステーションと呼ばれる測量機械を用いて、１つ１つの点を計
ざひょう

。計測した各点は X・Y・Z という空間的な位置情報（座標）で表現できます。
測していきました（写真１～４）
現在は、ドローンで撮影した画像（写真５・７・10）から三次元モデルを作成したり、3D スキャナーを用い
た測量（写真６）も可能ですが、１つ１つの座標を人力で測量するのが最も精度の高い方法になります。この
せいみつ

作業によって、精密な三次元情報を取得できました。また、地下にレーダーを発射して地中の状況を調べる探
しゅうこう

ほりわり

査と呼ばれる方法（写真８・９）で、埋葬施設や周溝と呼ばれる墳丘周囲の掘割を確認しました。
以上の測量とレーダー探査によって、将軍塚古墳の墳丘と埋葬施設を詳細に検討できるようになりました。
5

３．測量・レーダー探査の成果
と き が わ

たかさかだいち

将軍塚古墳は、松山台地の南縁辺に立地しており、都幾川を挟んで高坂台地を望んでいます。全長 115m を
超えるとても大きな前方後円墳ですが、その主軸は北西―南東にわずかに傾いていて、軸線の北の延長上には
ごりょういせき

そりまちいせき

しゅうらくいせき

五領遺跡、南の延長上には反町遺跡と呼ばれる古墳時代前期の有名な集落遺跡が立地しています（図１）。晴
はんらんげん

れた日には、都幾川が形成した氾濫原の遥か向こうに富士山を望むこともできます。その墳丘の規模から、比
企地域において非常に大きな力を持った人物が葬られたお墓と考えられます。この人物が死後に見守る先は、
前方部が向かう広大な低地に拡がる集落や田畑だったことでしょう。
調査では、学生たちがチームを作って、トータルステーションと呼ばれる測量機械を使用し、墳丘の表面を
１点１点計測していきました。この点（座標）を、GIS（Geographic Information System：地理情報システ
ム）と呼ばれるソフトウェアで表示したのが、図２です。１つ１つの点を計測する作業を一ヶ月継続し、合計
187,617 点の座標を取得しました。この図は、平面に取得した座標を表示したものですが、墳丘全体が非常な
密度で計測出来ている点が分かると思います。なお、１つ１つの座標は、X・Y・Z という空間情報を持ってい
ますので、PC 上では立体的に墳丘を表示し、分析をすることが可能です。
この座標の点群をソフトウェアで処理して、DEM（Digital Elevation Model：数値標高モデル）と呼ばれる
びょうしゅつ

データを作り、そこから 10cm の等高線を描出したのが図３になります。非常に精密な測量図が作成できたこ
こうえんぶ

ぜんぽうぶ

とがわかると思います。この測量図から、将軍塚古墳は後円部が３段、前方部が２段の土盛りで築造されてい
えんきゅう

る点が明らかになりました。つまり、２段重ねられた前方後円墳、その後円部の上にもう１つの大きな円丘が
ふんちょう

ひそうしゃ

置かれているようなイメージです。非常に高い後円部の墳頂に被葬者が埋葬される墳丘の形式で、古墳時代前
てんけいてき

期に特徴的な立体構造である点がわかっています。将軍塚古墳は典型的な前期古墳と言えるでしょう。前述し
しょうちょうてき

た集落や田畑、あるいは富士山を望む象徴的な立地も、前期古墳に多い特徴です。
最後に、地中レーダー探査の成果を図４に示しました。注目したいのは、後円部墳頂に非常に大きな反応
かわらいし

こうちく

が見られる点です。地表下 175cm ぐらいより下に、川原石で構築されたと思われる埋葬施設が想定できます。
へこ

ふながた

もっかん

あんち

南北 8m、東西 3.5m ほどで、中央が凹 んだ舟 形の形状をしています。これは、木 棺などを安 置するための部
かく

れっかく

おお

屋（槨）と思われます。木棺などを礫槨に安置した後に上部を粘土で覆ったものと考えられます。このような
たてあなけい

ほきょう

竪穴系の埋葬施設が確認された点も、墳丘の構造で想定される前期説を補強するものと言えます。
おわりに
こうえんぶ

ぜんぽうぶ

たてあなけい

将軍塚古墳の調査では、墳丘が後円部３段、前方部２段の立体構造を持つ点、そして後円部中央に竪穴系の
まいそうしせつ

ごりょういせき

そりまちいせき

埋葬施設が存在する点が明らかになりました。五領遺跡や反町遺跡が最も活性化する古墳時代前期後半に、将
軍塚古墳が築造された可能性が非常に高くなってきました。将軍塚古墳が前期の大型前方後円墳であるとすれ
さきたまこふんぐん

ひ き

おおみやだいち

ば、後期に大型の前方後円墳が築かれた埼玉古墳群との関係が問題になってきます。比企の勢力が大宮台地の
ぼっこう

『日本
埼玉古墳群に進出したのでしょうか、あるいはまったく別の勢力が大宮台地に勃興したのでしょうか。
あんかんき

むさしこくぞうそうらん

書紀』安閑紀に記載される「武蔵国造争乱」の伝承が、その謎を解く手がかりになるかもしれません。
以上、将軍塚古墳の年代の謎が解明されつつありますが、１つの謎が解ければ、また次の謎が出てくること
じっしょうてき

だ い ご み

になります。１つ１つの実証的な作業を積み重ね、歴史の謎に挑んでいくのが、考古学研究の醍醐味でもあり
ます。地域の大切な文化財であると同時に、大きな謎を秘めた将軍塚古墳。世代を越えて文化財を守り、その
価値を正しく位置づけ、次の世代に伝えていくこと、これが現代に生きる私たちの役目と考えています。
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写真１ 測量作業の様子

写真２

写真３ 後円部西側の急傾斜での作業（下より）

写真５

写真４

測量した点群の密度

後円部西側の急傾斜での作業（上より）

ドローンによる古墳の全景写真（西南上空より）

※奥が後円部で、手前が前方部です。前方部前面の宅地が調査時の合宿所となりました。
※墳丘西側は市民活動センター、北側は無量寿寺と野本小学校が隣接し、道路は墳丘の一部を削平しています。

7

写真６ 3D スキャナーを用いた計測作業

写真７

写真８ 後円部墳頂のレーダー探査（東工大）

写真 10

写真９

ドローンによる撮影作業

前方部墳頂のレーダー探査（早稲田）

ドローンによる古墳の全景写真（西上空より）

※左が後円部、右が前方部の高まりで、中央に利仁神社の参道入口が見えます。墳丘以外の残存地形は認められません。
※松山台地の南縁辺に位置する将軍塚古墳から、東側の低地を臨むことができます。
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＜凡例＞
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図１

古墳時代の比企における遺跡の分布
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※平面直角座標系Ⅸ系。点群は、187,617 点。
※金井塚 1979 の測量図を基準に、ArcGIS の
ジオリファンレンスで作成。
0

図２

（S=1/600）
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デジタル三次元測量した点群の密度
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将軍塚古墳の測量成果（10cm 等高線）
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将軍塚古墳のレーダー探査成果
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