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古墳時代
古墳時代は、４世紀から７世紀までの400年間で、
弥生時代に形成された国々が統合され、国家の統
治機構のなかに組み込まれた時代である。
日本の各地で古墳が造られた。古墳とは、地方
や中央の首長や政治的権力を持った人の遺骸を埋
葬した墓である。古墳は飛鳥時代まで造られてお
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古墳群と蝦夷穴横穴墓が
中期の古墳には、正直11・12・13・23・27・30
号墳等がある。正直27号墳は、田村町正直に所在
する径25ｍの円墳である。埋葬施設は南棺・北棺
の２つあり、南棺は長さ2.8ｍ、北棺は長さ4.2ｍ
の竪穴式石室で、第３図の北棺は石で東室と西室
に間仕切りされている。南棺から１体の人骨と、
鉄剣・鉄鏃・鉄斧・石製摸造品が出土した。北棺
の東室・西室から各１体ずつの人骨と、鉄剣・鉄
斧・鹿角・石製摸造品が出土した。鹿角は鉄剣の
装飾具と見られる。⑷
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（出典『安積野のパイオニアたち』）
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南棺の副葬品（左）と北棺の副葬品（右）

（出典『安積野のパイオニアたち』）
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前後の円墳が54基残されている。⑸ 蒲倉５号墳
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後期の古墳に、麦塚古墳・淵の上古墳がある。

（円墳）の内部の構造は第８図のようである。奥
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に郡山市教育委員会が調査を行い、全長26ｍの小
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蒲倉５号墳

（出典『蒲倉古墳群－測量調査・
補足調査報告－』）
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に800度前後の温度で焼

盛られ、周囲には溝が廻されている。⑸ 田村町小

いた褐色・赤褐色をした

川に蝦夷穴横穴墓がある。崖に穴を掘って造った

比較的軟らかな土器であ

墓で、第９図のように13基見つかっている。調査

る。須恵器は登り釜を用

により12号墓から柄 頭 に装飾のある方 頭大刀や
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られてきたが、調査により７世紀に造られた墓で
⑹
あることが判明した。

竪穴住居
田村町上行合に所在する南山田遺跡から、古墳
時代中期の住居が80棟、奈良・平安時代の住居６
棟、古墳４基が見つかった。第10図は24号住居で

第13図
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（出典『安積野のパイオニアたち』）

ある。地面を方形に掘り下げて造る竪穴住居で、
一辺は4.5ｍ・4.3ｍである。床面に炭化物が見ら

須恵器は、５世紀に朝鮮半島から伝わった土器で

れることから焼失した家屋である。壁際に竈が設

ある。⑼ 土師器・須恵器には、甕・壺・高坏・

置されており、竃には甕が重なっている。⑺ 古墳

鉢・坩・甑等がある。
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時代中期に炉から竈に替わり、竈で煮炊きするよ
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日本の各地で前方後円墳・前方後方墳・方墳・
円墳等の多様な古墳が造られたが、奈良時代に仏
教が伝えられると、古墳は急速に姿を消してしま
うのである。
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南山田遺跡24号住居
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（出典『郡山東部 10』）

註
⑴ 平凡社『日本史大辞典』
⑵ 角川書店 新版『古代の日本 ⑨東北・北海道』
⑶ 『大安場古墳群 －第２次発掘調査報告－』
⑷ 『郡山市史』８
⑸ 『蒲倉古墳群 －測量調査・補足調査報告－』
⑹ 『蝦夷穴横穴墓群 －12･13号横穴出土遺物報告－』
⑺ 福島県郡山市教育委員会・農林水産省東北農政局
『郡山東部 10』
⑻ 註１、註２
⑼ 註１

