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図8

修復整備調査による横穴式石室の前室から羨道部にかけての天井石の形態と配置の記録

⑥

奥壁 3 段目上辺および玄室 5 段目上辺を通る。左右側壁で石積みが異なる。

⑦

玄室天井石設置面。この段階では側壁最上段を積み上げた後に、天井石 3・天井石 2・天井石 1 の順に
玄室の天井石を設置し、最後に天井石 4（前壁 1）を置く。これは、図 8 と解体調査時の報告を参照す
ると、天井石 4 は板状に加工されており、この箇所を蓋するように、天井石 3 の正面（前室側）に置
かれていることから推定できる。また、図 8 によれば、天井石 3 は天井石 4 と接する面が端部にあたり、
側壁の縦目地とも揃うように置かれている。そして、玄室における 3 枚の天井石の中では、天井石 3 が
最も大きい面積の石材である。加えて、天井石 1 は奥壁の境に端部はみられず、奥壁上に続く可能性が
高い。以上の点から、天井石の設置順序は、天井石 5 を起点に、前室と羨道方向へ設置する。玄室側壁
が完成した後、天井石 3・天井石 2・天井石 1 という順に玄門から奥壁方向に設置し、最後に天井石 4
を置いたと考えられる。なお、玄室の天井石は玄室の平面形に対して斜めに置かれている。この理由は
定かではないが、天井石の表面と石材間の目地は加工していることから、石材の形状が斜めに置かれた
理由とは考え難い。運搬方向にかかる制約と想定される。また、解体調査では天井石同士の目地に粘土
や小石を詰めた痕跡と、天井石の上に粘土層が確認されている。天井石の形状は、天井石 1〜3 は室内
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の面と互いに接する面は加工している。天井石 4・5 は方形に加工している。天井石 6〜8・楣石 1・2
はやや不整形で、室内に向く面は丁寧に整えている。このように、天井石は玄門付近を起点として、計
画的に置かれたことがわかる。
石積みを検討した結果、④は玄室の高さをほぼ二分し、前室と羨道の天井石設置面を通ることから、各部の
関連性が高いことと工程上の重要な段階と推定できる。
石材加工 横穴式石室に残された石材加工痕は膨大な数に上る。これまではその記録に限界があったが、三次
元計測と SfM/MVS により、全体の記録を得ることが可能となった。これらの記録では様々な表現ができるが、
株式会社ラングの PEAKIT 処理により、鮮明かつ詳細な図が実現できた。
図 9 には状態の良い石材のなかで代表的な加工痕（1〜7）を示した。

1 （玄室左側壁 2）には左上から右下方向に走る幅 2cm 前後の加工痕が全面に認められる。
2 （玄室左側壁 3）も 1 と同様に幅 2cm 前後の加工痕が認められる。
3 （玄室左側壁 14）は石材の左側に右上から左下方向の幅 2cm 前後の加工痕が認められる。
4 （玄室左側壁 22）は左上から右下方向へ走る幅 2cm 前後の加工痕が認められるが、そのストロークは 1
と 2 と比較すると浅く丁寧である。

5 （玄室左奥壁 28）は 4 と同様の幅 2cm 前後の加工痕が認められる。
以上の 1〜5 はチョウナ削り技法による加工である。

6 （左玄門）には刃先を立てた状態で打ち込んだような、爪形の幅 5cm 前後の加工痕が認められる。これ
はチョウナ状工具を用いて、その先端が当たった結果と考えられる。側壁の加工痕と比較すると、玄門
石材の一部に確認できる程度で、最終調整の加工ではない可能性がある。つまり、これは粗割りの段階
での加工で、かつ加工痕の形状から、この石材を横に寝かせた状態で道具を上から振り下ろした痕跡と
想定される。この点はさらなる検証が必要だが、こうした可能性が残ることから、最終調整の加工とは
異なる段階の加工痕も残り、そこから加工の姿勢や場所が想定できる。

7 （天井石 3）には左玄門と似た幅 5cm 前後の加工痕が認められる。これは天井石の室内に向く面の加工が、
別の場所で行われたことを推定させる。
図 10 では各石材加工痕の方向と切組の位置を大きく示すに留まったが、横穴式石室同士の加工方法の違い
を捉えることができる。
若宮八幡古墳の横穴式石室の石材は、剥落が激しく検討のできない石材を除くと、左上から右下方向、ある
いは上から下方向の加工痕が多い。
その上、一つの石材では基本的に加工は同じ方向に行われる。つまり、一つの石材の面のなかで、1 つの加
工痕は右から左方向へ重複し、さらにその重なりは下から上へと新しくなっていく（左玄 1・2）。
このように石材同士の加工の方向性に、一定の共通性が認められる点は、加工時の石材の置き方と加工の姿
勢が同じであることを推定させるものである。石材表面に残された加工痕の多くは、壁体を完成させるための
最終調整と仮定すると、最終仕上げは壁体を構築する過程で進めたものと考えられる。
この仮定を証明するための論拠は、そのほかにも現地加工の痕跡と壁体の立面形が挙げられる。
現地加工の痕跡は、史跡整備調査で横穴式石室の壁体の背後の裏込め土層に、凝灰岩の屑層が確認されたこ
とが挙げられる（図 10 中段）。凝灰岩の屑層は裏込め土層中に数層確認され、現地加工を行ったことが裏付
けられる。
そして壁体の立面形に注目すると、個々の石材は、平面の胴張形、および立面のカーブの形状に沿った加工
が施されている（図 10 下段）。こうした石材の形状は、石積みを行いながらでなければ達成できなかったこ
とを示している。加えて石材間に切組が認められる点は、この点をさらに追認するものである。
石材加工が一定の痕跡をもつことは、横穴式石室の室内空間の大きさも考慮すると、少人数での作業が想定
される。そして各室の軸線の統一性、石積みの計画性を踏まえると、複室構造の胴張形石室という複雑な構造
を築き上げるうえで、凝灰岩の性質を理解した高い技術を有した技術集団が存在したと考えられる。
以上、若宮八幡古墳の横穴式石室について、三次元計測の成果をもとにいくつかの要素の分析を試みた。
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図9

若宮八幡古墳横穴式石室の石材加工痕
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図 10 若宮八幡古墳横穴式石室の石材加工痕の方向性
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次に附川 1 号墳の横穴式石室について、同様の検討を進めてみたい。

5．附川 1 号墳の横穴式石室の構造と技術
附川 1 号墳については、若宮八幡古墳と同様の手法で分析を行った。
附川 1 号墳の横穴式石室の遺存状況と石材に付けた番号は、図 11 に示した通りである。この横穴式石室は
壁体の上段から天井石までは、近年の史跡整備により積み直されている（図 11 茶色部分）。奥壁は 3 段目まで
遺存するが、現存する石室高から推定すると、4 段目以降も存在した可能性がある。そのため、玄室側壁も現
状の段数よりも更に石積みがなされていたと推定される。
図 12・図 13 に FAROFocus3D で計測したデータについて、PEAKIT 処理を実施した各部の展開図を示した。
本図に注目すると、床面平面形はややゆがんでおり、その傾向は石積みにも表れていることがわかる。
このゆがみ自体は、横穴式石室の崩落とともに生じた可能性もある。

図 11

附川 1 号墳横穴式石室の遺存状況・石材番号
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図 12 附川 1 号墳横穴式石室 1（PEAKIT 処理）
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図 13 附川 1 号墳横穴式石室 2（PEAKIT 処理）
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図 14

附川 1 号墳横穴式石室の軸線

以下、本図を用いて構造について検討を進めたい。
横穴式石室の主軸 図 14 には現在の床面の平面形態について、白線で示し各部の主軸角度を計測した。
現在の床面の主軸の角度をみてみると、玄室は N-18.5 -W、前室は N-17.5 -W と 1 のズレが認められる。
玄室と前室とでは、それぞれの部屋単位の主軸は 1 のズレで収まる。しかし、玄室長と前室長は、それぞれ
左右で若干異なる。
次に石積みの工程に注目すると、各部は連続していることがわかる（図 15）。

石積み

図 15 では SfM/MVS で作成した 3D モデルをもとに、石積みの目地を検討した。ただし、附川 1 号墳の横
穴式石室は完存していないため、遺存する箇所のみを検討した。石材の目地から確認できる石積みの順序は、
奥壁を基準として以下の①〜⑥が想定される。
①

石材の設置面はおおよそ平坦にならされる。

②・③

左側壁では奥壁 1 段目中程を通る（②）。その後、奥壁 1 段目上辺は側壁 1・2 段目上辺を通る（③）。

右側壁では奥壁および玄室と前室の側壁 1 段目上辺を通る（②）
。玄室から前室にかけて石材の高さが
低くなる。
④

奥壁 2 段目上辺および玄室 3 段目を通る。玄門上辺、前室天井石設置面、前門上辺を通り石積み全体
の中間にあたる可能性がある。

⑤

奥壁 3 段目中程から玄室 4 段目上辺を通る。

⑥

奥壁 3 段目上辺および玄室 5 段目上辺を通る。左右側壁で石積みが異なる。

石材加工

若宮八幡古墳と同様に、石材加工痕について PEAKIT 処理図をもとに検討した。図 16 には状態の

良い石材のなかで代表的な加工痕（1〜8）を示した。

1 （玄室左側壁 4）には左上から右下方向の幅 3〜4cm 程の加工痕が認められる。ストロークの幅は広い。
2 （玄室左側壁 5）も 1 と同様の加工痕が認められるが、ストロークの幅は狭く、幅は 2cm 前後である。
3 （玄室左側壁 15）は直角に近い角度で、左上から右下方向の幅 1〜2cm の加工痕が認められる。
4 （玄室右側壁 2）は 2 や 3 と同様の加工痕が認められるが、所々右上から左下方向の加工痕がみられる。
88

三次元計測による横穴式石室の構造の分析

図 15 附川 1 号墳横穴式石室の石積み

5 （玄室右側壁 4）は右上から左下方向、上から下方向、左上から右下方向の加工痕が認められる。
6 （玄室右側壁 9）は右上から左下方向の加工痕が認められる。
7 （玄室右側壁 6・7）は右側壁 6 が上から下方向、左上から右下方向の加工痕が認められる。この 6 と 7
の石材間には、左上から右下方向の加工痕が連続している。

8 （玄室右側壁 12）は上から下方向の加工痕を主として、右側に左上から右下方向の加工痕が認められる。
4〜8 の加工痕の幅は、3 と同じく 1〜2cm である。1〜8 の加工痕はいずれもチョウナ削り技法である。若
宮八幡古墳の玄門や天井石にみられた種類の加工痕は認められなかった。
なお、石材の大きさに注目すると、若宮八幡古墳の横穴式石室に比べて、玄室側壁石材は一回り小さくなる。
図 17 には石材加工痕の方向を示した。附川 1 号墳の横穴式石室の各石材は、左上から右下方向の加工が多
いものの、一つの石材に右上から左下方向など異なる方向の加工も認められる。
以上は石材表面の加工だが、石材自体の形状については、左側壁 6 や右側壁 5・11 を代表として、室内を
胴張形にするために曲面に加工している部分がある。また、随所に切組を施している。附川 1 号墳については、
裏込めの土層記録がなく、室内の状況からの推定となるが、現地でこれらの加工を施した可能性は高い。
これまで若宮八幡古墳と附川 1 号墳の横穴式石室の構造と構築技術に注目した。その結果を比較すると、主
軸方位は大きく異なるが、玄室と前室の誤差は若宮八幡の方がわずかに大きい。
奥壁を起点とした側壁の石積みは、細かな箇所に違いはあるが、全体の工程は共通する。
加工痕については、チョウナ削り技法は共通するが、石材加工の方向は異なる特徴をもつことを確認した。
石材加工の方向が異なる点は、現地加工における工人の動作と加工技法の習熟の度合いが関わることと推定
される。近隣に所在する同じ構造の横穴式石室でこのような違いがみられることは、構築の集団に迫れる特徴
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図 16 附川 1 号墳横穴式石室の石材加工痕
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図 17 附川 1 号墳横穴式石室石材加工痕の方向
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と考えられる。
これまでの分析を踏まえ、若宮八幡古墳と附川 1 号墳の使用石材である比企丘陵・岩殿丘陵の凝灰岩の様相
と、近隣の岩野谷丘陵周辺の凝灰岩の様相を比較し、造墓集団の在り方を推定したい。

6．比企・岩殿丘陵と岩野谷丘陵周辺の凝灰岩削石積石室にみる造墓集団の在り方（予察）
若宮八幡古墳と附川 1 号墳にみる技術と集団

前章では若宮八幡古墳と附川 1 号墳の横穴式石室の構造を三

次元計測の成果に基づき検討してきた。それを受けて、凝灰岩削石積石室を造った集団がどのような技術を保
有していたかを考え直してみたい。
まず若宮八幡古墳は複室構造の初期の例にして各部屋単位の主軸の誤差は 1 度前後で収まる。部屋同士のズ
レの理由は定かではなく、横穴式石室の具体的な規格方法も不明瞭だが、次に挙げる石積みの計画性の高さか
ら、計測や位置決定に関する高度な測量技術を有していたことが窺われる。
次に石積みは奥壁を基準に各壁体が関連しつつ積み上げられ、さらに墳丘盛土（裏込め）とも関連している。
附川 1 号墳の墳丘構造は不明だが、若宮八幡古墳と同様の構造をもっていた可能性が高い。そして石材は壁体
の構築と併行して最終加工を行っている。
両古墳の石材にはチョウナ状工具によるケズリ技法が施される。チョウナの存在が想定され、加工が石材の
大半に行われている状況から、複数のチョウナが必要だったと想定される。現状では考古学的に確認されてい
ないが、この条件を満たすためには、チョウナの製作（あるいは調達）や補修をできる環境が必要で、刃部の
補修など簡易的な鍛冶作業を行える場があった可能性も想定される。
若宮八幡古墳では石材加工が一定の方向（左上から右下方向）を向く。附川 1 号墳ではその方向はやや左右
にばらつく。加工方法の差は、技術の習熟度によるものと想定されるが、作業自体は室内空間の大きさも考慮
すると、少人数で行われたと想定される。
これらの構造や技術の多くは、前段階の嵐山町屋田 5 号墳（月輪古墳群）には認められない。屋田 5 号墳
には凝灰岩の使用と加工がみられる程度で、構造も無袖石室と大きく異なる。ただし、凝灰岩を埋葬施設に用
いる事例が前段階にある点は注意すべきだろう。
以上のように、若宮八幡古墳と附川 1 号墳にみられる測量、石積み・石材加工にかかる技術は、それまで見
られなかった凝灰岩の性質を理解した高い技術である。加えて凝灰岩の獲得という面を重視すると、比企・岩
殿丘陵からの獲得と運搬を行う技術をも保有していたと考えられる。すなわち、在来の技術集団とは異なる新
来の技術集団が、若宮八幡古墳を構築する段階で到来した可能性が想定される。
比企・岩殿丘陵と岩野谷丘陵の比較 比企・岩殿丘陵における凝灰岩削石積石室の分布と展開については、こ
れまでも指摘されてきた。ここでは古墳時代後期から終末期にかけての事例と周辺の遺跡の動向を見直した
い。その際、比較材料として、群馬県藤岡市・富岡市・安中市周辺に位置する岩野谷丘陵とその周辺に分布す
る凝灰岩削石積石室を取り上げたい。岩野谷丘陵周辺の凝灰岩削石積石室は、高崎市山名伊勢塚古墳の調査報
告において若狭徹氏が検討しており、本論でも若狭氏の成果を踏まえる（若狭 2008）。
比企・岩殿丘陵 （図 18 上段・図 19 上段） 比企・岩殿丘陵における古墳は、丘陵や台地の縁辺部や河川沿
いに分布する。
そのうち凝灰岩削石積石室、および凝灰岩の使用を推定されている横穴式石室の多くは、古墳時代後期後半
（TK43-TK209 型式、6 世紀末）の築造と推定される。若宮八幡古墳もこの時期の築造である。若宮八幡古墳
が凝灰岩削石積石室のなかでも、複室構造と胴張形という二つの特徴を備えた横穴式石室としては、初期の事
例にあたる点が特徴的である。そこで若宮八幡古墳を起点として、この古墳の築造以前と以後とに分けて考え
てみたい。
まず、月輪古墳群屋田 5 号墳は、若宮八幡古墳の周辺で造られた横穴式石室のなかでも、TK43 型式とやや
古い時期の築造とされる。無袖石室で壁体には凝灰岩を使用しており、側壁は小ぶりで不整形、奥壁に方形に
加工した大型の石材を置く。
三千塚第Ⅷ支群長塚古墳は屋田 5 号墳と同時期と推定されている。片袖石室で泥岩（凝灰岩か？）を使用し
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図 18 岩殿丘陵周辺と岩野谷丘陵周辺における凝灰岩削石積石室の分布とその変遷（古墳時代後期）
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図 19 岩殿丘陵周辺と岩野谷丘陵周辺における凝灰岩削石積石室の分布とその変遷（古墳時代終末期）
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ており、やはり側壁は小ぶりで不整形、奥壁に方形に加工した大型の石材を置く。なお、長塚古墳は前方後円
墳で、後円部にこの横穴式石室が、前方部に竪穴式石槨が造られている。
ところで、若宮八幡古墳は周囲にこの古墳よりも古い古墳は認められない。この点は塩古墳群や三千塚古墳
群、諏訪山古墳群など、前・中期古墳が存在した場所とは異なり特徴的な立地と言えよう。また、比企丘陵と
岩殿丘陵上にではなく、両者に挟まれた台地上の都幾川沿いを選地していることも看過できない。
こうした分布の特徴と、横穴式石室の構造の特徴を合わせて考えると、若宮八幡古墳は新出の集団により築
造されたことが想定される。これは若宮八幡古墳の当方に近接して造られた附川古墳群にも当てはまる。
凝灰岩を得る作業は、古墳の築造に伴い、比企丘陵と岩殿丘陵の双方で行われたと考えられる。屋田 5 号墳
と長塚古墳における小ぶりで不整形な石材の利用と、若宮八幡古墳における大型で整った石材の利用とは、石
材獲得と運搬の技術上、大きな違いである。凝灰岩削石積石室と凝灰岩を使用した古墳の分布の拡大には、安
定した石材の獲得と運搬技術が欠かせない。若宮八幡古墳にみられる横穴式石室の導入に伴い、石材の獲得と
運搬の技術ももたらされたと推定される。
加えて、凝灰岩削石積石室には横穴式石室の壁体の裏込めや天井石の被覆のために粘質土を多用する。土の
選択的利用は、それを採掘する技術が整っていたことを窺わせる。
また凝灰岩削石積石室とは直接的な関係は認められないが、丘陵と台地（大宮台地・江南台地）の縁辺部に
は埴輪窯が分布する。
そして荒川流域、市野川流域、都幾川流域には、末野窯跡、羽尾窯跡、桜山窯跡といった須恵器窯が築かれ
る。末野窯跡と桜山窯跡では、周辺の窯跡を含め、その後も須恵器の生産が盛んに続けられる。
このような埴輪・須恵器窯跡の存在は、良質な粘土と燃料に必要な森林資源を得ることができたことが想定
される。
こうした凝灰岩削石積石室の増加に伴う石材の獲得活動、および埴輪窯や須恵器窯の造営を総合すると、古
墳時代後期後半に比企・岩殿丘陵の開発が盛んになるといえよう。
また、後期後半に比企丘陵周辺では、熊谷市伊勢山古墳（41m）、熊谷市大境 1 号墳（40m）
・2 号墳（36m）、
熊谷市野原 13 号墳（40m）
、三千塚秋葉塚古墳（45m）といった中規模の前方後円墳が築造される。こうした
動きは埼玉県内各地にも認められる点は注意を要する（青木 2016）。
加えて、横穴墓も比企丘陵北縁部を中心に形成される。この時期に各地における古墳の築造が盛んになる背
景には、若狭氏が説くような（後述）
、地域形成の進展が想定される。
古墳時代終末期に入ると、前方後円墳の築造は終焉を迎えるが、群集墳を中心とした古墳の築造は継続する。
凝灰岩削石積石室と凝灰岩を使用した古墳の分布は、比企・岩殿丘陵の縁辺部を中心として、南方の入間台地
や北東の埼玉古墳群周辺にも広がる。先行研究で言及されているように、この時期にはより南方の多摩川流域
にも凝灰岩削石積石室が採用される点も重要である。
埼玉古墳群では、戸場口山古墳で凝灰岩の使用が推定されている。残念ながら埋葬施設の詳細は不明だが、
埼玉古墳群では後期以来、緑泥片岩と角閃石安山岩、房州石を使用した横穴式石室が造られてきたが、凝灰岩
は認められなかった。また、八幡山古墳では、床石の一部に凝灰岩を使用している。
上述した通り、須恵器窯については、後期以来の各窯は継続する。南比企窯跡群では奈良時代から平安時代
にかけて、数多くの窯が岩殿丘陵内に営まれる。これらの窯には須恵器だけでなく、瓦を生産した窯もあり、
当時における一大窯業生産の地となった。
岩野谷丘陵（図 18 下段・図 19 下段） 岩野谷丘陵周辺の古墳については、若狭徹氏が山名伊勢塚古墳の考察
で整理されている（若狭 2008）
。若狭氏は弥生時代後期から古墳時代終末期まで広い時期にわたって、古墳と
居住域、生産域の動向を検討した。ここでは凝灰岩に関する動向について触れたい。
古墳時代中期後半には高崎市保渡田古墳群を代表として、舟形石棺が埋葬施設に採用される。この舟形石棺
は、岩野谷丘陵を形成する板鼻層中の館凝灰岩を使用したものである。この時期から凝灰岩の使用は本格化し、
舟形石棺は重要な役割を果たしたとされる。若狭氏は舟形石棺の存在から、この丘陵内に石切場の存在を想定
している。
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また、丘陵の開発に関わる活動として、TK23-47 型式並行の在地産須恵器の存在から、須恵器窯の候補地
として本丘陵を挙げた。このような首長墳の石棺の石切場や当時先進的産業であった窯業の拠点として、岩野
谷丘陵の開発がこの時期から開発されたとする。
そして古墳時代後期に入り、岩野谷丘陵周辺では MT15 型式並行期における碓氷川北岸と秋間地域の古墳、

TK10 型式並行期以降の鏑川流域における古墳の増加から、それぞれの地域の開発と経済力の向上を捉えた。
後期後半には群馬県域でも横穴式石室が増加するが、高崎市八幡観音塚古墳のような巨石を用いる横穴式石
室や、利根川流域における角閃石安山岩転石を用いた横穴式石室に対して、岩野谷丘陵周辺には、凝灰岩削石
積石室のグループが形成されることに注目している。
この地域における凝灰岩削石積石室は、高崎市山名伊勢塚古墳、高崎市石原稲荷山古墳、高崎市蔵王塚古墳、
高崎市漆山古墳、藤岡市皇子塚古墳、藤岡市平井地区 1 号墳、藤岡市諏訪神社古墳、藤岡市諏訪神社北古墳な
どを代表例に挙げている。これらは高崎市佐野地域−高崎市石原・山名−藤岡市白石−藤岡市中央部という、
烏川と鏑川合流地を中心としたトライアングルを形成し、中型前方後円墳に円墳を加えた階層構成となってい
ることに注目した。
そのうえで凝灰岩削石積石室は、そのほか（自然石巨石積石室）の横穴式石室構築技術とは異なる技術を選
択した新しいまとまりであるとした。加えて、この時期に山名地域、佐野地区、藤岡市街地周辺において中規
模の前方後円墳が築造されていることにも、新しい地域の力の形成をみた。先述したように、このような傾向
は比企丘陵周辺をはじめ、埼玉県内にも認められる点は重要である。
古墳時代終末期については、山名伊勢塚古墳の被葬者像とその末裔（系譜関係）を中心に考察しているため、
本論とはやや論点が変わるが、岩野谷丘陵では群集墳が増加するとともに、凝灰岩の截石切組積石室が増加し、
群馬県では数少ない横穴墓、そして須恵器窯が奈良時代から平安時代にかけて営まれる特徴を挙げた。
以上、比企・岩殿丘陵の動向と、その比較として岩野谷丘陵の動向を取り上げた。凝灰岩を軸に検討してき
たが、凝灰岩を使用する横穴式石室、そして凝灰岩削石積石室の成立の背景には、石材を獲得するために丘陵
の開発が必要不可欠で、その結果として古墳の築造が盛んとなることが明らかになった。こうした丘陵におけ
る石材の獲得方法は、横穴式石室の構築技術とともに 6 世紀後半に各地域に導入されたと想定される。つまり、
各地域では石材獲得にかかる地域の開発と古墳の築造は連動して開始されたと考えられる。
比企・岩殿丘陵では、凝灰岩削石積石室として、後期後半段階に無袖石室、片袖石室、両袖石室（複室構造
の胴張形石室）が併存しており、複室構造の胴張形石室では、平面形態や石材の配置方法にもいくらか多様性
が認められる。これに対して、岩野谷丘陵では、若狭氏が取り上げた事例は分布・横穴式石室の形態ともまと
まる傾向が強い。これは、両地域における横穴式石室の地域性も考慮する必要があるため、ここに異なる特徴
が認められる点は、自明のことである。むしろ、丘陵における凝灰岩の利用という技術上の共通点を重視すべ
きだろう。
そして丘陵周辺に横穴墓や須恵器窯に代表される窯業生産地が、点的とはいえ営まれることも、両丘陵にお
ける共通点とみなしうる。
このように両丘陵の動向に共通する点が認められることは重要なポイントと考えられる。すなわち、古墳時
代後期後半から東国各地で凝灰岩の削石積石室が造られることや、窯業生産が点的に始まること、そして地域
間交流が盛んになることを踏まえると、両丘陵の開発は軌を一にして進展した可能性も想定される。その主体
が各地の首長層か、外部からの影響によるのかは今後の課題である。

おわりに
本論では凝灰岩を使用する横穴式石室の石工集団を捉えるために、石材獲得技術のモデル化、および横穴式
石室単体の詳細な分析を試み、石工集団の実態について検討した。石材の獲得と運搬技術についてはこれをモ
デル化し、若宮八幡古墳と附川 1 号墳の位置する比企・岩殿丘陵周辺の凝灰岩削石積石室は、
「山地・丘陵獲
得モデル」に該当すると想定された。凝灰岩の獲得には露頭から崩落した石材でない限り、切り出しの作業が
必須であった。若宮八幡古墳と附川 1 号墳の横穴式石室の分析から、横穴式石室の石工集団は石材の獲得から
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横穴式石室の構築まで、一連の作業に深く関わっていたことが推定される。石工集団は石材とその産出地との
結びつきが強く、各々の石材の性質に特化した技術や横穴式石室の構造を各地で創出していた。
凝灰岩削石積石室については、比企・岩殿丘陵と岩野谷丘陵の動向を比較した。その結果、両地域では古墳
時代後期後半には凝灰岩の獲得に伴う開発と古墳の築造が盛んになったと想定した。
ただし、横穴式石室は異なる型式同士（例えば凝灰岩削石積石室と模様積石室）であっても、築造工程が共
通する点も認められる。そのため、各地で横穴式石室が無秩序に造られていたわけではなく、築造にあたって
の一定のルールが存在していたことが想定される。それはこれまで保たれてきた古墳の墳形と規模に規制され
た階層秩序に、横穴式石室という埋葬施設が対応した結果と考えられる。こうした条件を踏まえて、埼玉県や
群馬県下では技術の導入と発展、地域の開発が進められ、横穴式石室をもつ古墳の築造が激増するに至る。
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