
文化財課 

 

歴史遺産マップ「但馬古墳手帳」の作成 
 

 

１．内容 

兵庫県内の歴史・文化を再発見するきっかけづくりの一つとして、但馬地域の古墳

を掲載した歴史遺産マップを作成しました。地域内に所在する古墳を 39 箇所取り上

げ、当時の時代背景と併せて解説しています。地域の古墳を訪ねるパンフレットとし

て、県内で配布します。 

 

２．歴史遺産マップについて 

 タイトル 『但馬古墳手帳』 

 サ イ ズ  縦 21cm 横 12cm（Ａ２版両面刷り ２×４山折り仕上げ） 

 作成部数  10,000 部 

 配 布 先  県内市町教育委員会文化財主管課、県内博物館・図書館、各県民局・

県民情報センターなど 

 編集発行  兵庫県歴史文化遺産総合活用推進実行委員会 

                 （事務局：兵庫県教育委員会事務局文化財課内） 

 協 力  豊岡市・香美町教育委員会・新温泉町教育委員会・ 

養父市教育委員会・朝来市教育委員会 

 

３．主な古墳 

 豊 岡 市  二見谷古墳群（６世紀末～７世紀、県指定史跡） 

       楯縫古墳（６世紀末、県指定史跡） 

 香 美 町  文堂古墳（７世紀前半、県指定史跡） 

       三の谷壁画古墳（６世紀代？、県指定史跡） 

 新温泉町  二方古墳（６世紀後半、町指定史跡） 

 養 父 市  箕谷古墳群（７世紀前半、国指定史跡） 

大薮古墳群（６世紀後半～７世紀前半、県指定史跡） 

 朝 来 市  池田古墳（５世紀、県指定史跡） 

       茶すり山古墳（５世紀前半、国指定史跡） 

                  

４．その他 

 本マップは 10 月 31 日・11 月 14 日に香美町・朝来市において実施するウォークイ

ベント「巡ろう兵庫 歴史遺産ウォーク in 但馬」で活用するほか、但馬地域の各市

町と連携して幅広い活用を検討します。 

 

資料 １ 



ケゴヤ古墳
所在地　豊岡市上山

二見谷古墳群
所在地　豊岡市上山

楯縫古墳
所在地　豊岡市鶴岡字森垣

文堂古墳
所在地　香美町村岡区寺河内字文堂

三の谷壁画古墳（三の谷１号墳）
三の谷２号壁画古墳（三の谷２号墳）

所在地　香美町村岡区高井三之谷　

箕谷古墳群
所在地　養父市八鹿町小山字箕谷

池田古墳
所在地　朝来市和田山町手野字花段ほか

大薮古墳群
所在地　養父市大薮

二方古墳
所在地　新温泉町田井

船之宮古墳
所在地　兵庫県朝来市桑市

茶すり山古墳
所在地　朝来市和田山町筒江

※このほか、野塚古墳群や道林古墳群といった小規模な円墳を中心とする群集墳も分布している

古墳名 墳丘の形状と規模 埋葬施設の種類と規模 築造時期◀禁裡塚古墳

こうもり塚古墳▶

◀牛形埴輪

蓋形埴輪と
円筒埴輪▶

堀畑１号墳 所在地　養父市堀畑字尻木谷　　
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禁裡塚古墳
西ノ岡古墳
塚山古墳

こうもり塚古墳

円墳　径約32～34ｍ　　横穴式石室　全長 約14ｍ　　６世紀後半

円墳　径32ｍ　　　　　横穴式石室　全長 約14ｍ　　７世紀前半　

円墳　径約24～30ｍ　　横穴式石室　全長 約12ｍ　　７世紀前半

方墳　一辺23～28ｍ　　横穴式石室　全長 約13ｍ　　７世紀前半　

A
B
C
D

９

※１号墳は県指定史跡、２号墳は町指定史跡

古墳名 所在地 墳丘の形状 墳丘の規模 埋葬施設の種類 時期
13 森尾古墳跡 豊岡市森尾 不明 不明 竪穴式石槨か？ ４世紀前半

14 風谷古墳 豊岡市田結風谷 円墳 径 約15ｍ 横穴式石室 ６世紀後半～末

15 大師山古墳群 豊岡市引野字大成ル他 円墳 径 約６～16ｍ 竪穴系横口式石室 ６世紀前半～末

16 岩倉古墳群 豊岡市栗栖野 円墳など 径 約15ｍなど 横穴式石室など ６世紀末～７世紀

17 ヨゴレババ古墳群 豊岡市出久日字坊主が嶋 円墳など 径 約12ｍなど 横穴式石室 7世紀前半

18 茶臼山古墳 豊岡市谷山 円墳 径 約53ｍ 竪穴式石槨か？ 5世紀後半

19 須義八幡山古墳 豊岡市出石町細見 円墳 径 約27ｍ 不明 不明

20 奥藤古墳 豊岡市奥藤字砂ヶ谷 円墳 径 約17ｍ 横穴式石室 ６世紀末

21 佐田古墳 豊岡市佐田字平地 円墳 不明 横穴式石室 不明

22 栗尾古墳 豊岡市栗尾字下山根 円墳 径 約15ｍ 横穴式石室 ６世紀後半

23
訓谷ホウキの
横穴式古墳

香美町香住区訓谷ホウキ 不明 不明 横穴式石室 不明

24
上野山の
組合箱式石棺

香美町香住区矢田上野山 不明 不明 箱式石棺直葬 不明

25
安坂山の
横穴式古墳

香美町香住区下岡 円墳 径 約5ｍ 横穴式石室 不明

26 はじき口古墳 香美町小代区石寺 不明 不明 横穴式石室 不明

27 八幡山古墳群 香美町村岡区福岡八幡 円墳など 径 約19ｍなど
竪穴系横口式石室
など

５世紀後半～
６世紀前半

28 府中古墳群 香美町村岡区黒田 不明 不明 箱式石棺か？ 不明

29 庵の谷２号墳 香美町村岡区森脇庵ノ谷 不明 全長 30ｍ以上 竪穴式石槨 不明

30 観音塚古墳 養父市上野字平野 円墳 径 23～27ｍ 竪穴系横口式石室 ６世紀前半

31 ねずみ塚古墳 養父市大塚字椿山 円墳 径 約25ｍ 不明 不明

32
とが山古墳群
（円墳）

養父市八鹿町九鹿字栂山 円墳など 径 約25ｍなど 箱式石棺か？ 不明

33
とが山古墳群
（上山古墳）

養父市八鹿町国木字上山 前方後円墳 全長 約42ｍ 不明 不明

34 米里古墳群 養父市八鹿町米里字大徳 円墳など 径 約16ｍなど 横穴式石室 不明

35 舞狂若宮1号墳 養父市八鹿町舞狂字若宮 円墳 径 約20ｍ 横穴式石室 ７世紀前半

36 小丸山古墳 和田山町岡田 前方後円墳 全長 約60ｍ 不明 ６世紀前半

37
筒江・城ヤブ
１号墳

朝来市和田山町筒江 円墳 径 約20ｍ 横穴式石室 ６世紀後半

38 久田和１号墳 朝来市和田山町久田和 円墳 径 約16ｍ 横穴式石室 ６世紀後半

39
石積双室古墳
（迫間14号墳）

朝来市山東町迫間 円墳 径 約16ｍ 横穴式石室２基
６世紀後半～
７世紀前半

横穴式石室の見方
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　墳丘や石室は大きく損壊しているが、石室内に埋葬されてい
た石棺の一部が崖面に露出している。石棺は全長約2.7ｍ、幅約
0.9ｍ、高さ約0.5ｍで、板状に加工された石材を組み合わせてつ
くられている。全容は不明であるが、蓋石の小口面には20cm程
度の突起が付されている。また、副葬品とみられる須恵器など
も発見されている。

　４基からなる古墳群で、１号墳と４号墳の石室内には屋根形
に加工された蓋石をもつ石棺がおさめられている。１号墳は、
石材を刳り抜いてつくられた全長約2.2ｍの石棺と金銅装圭頭
（けいとう）太刀、耳環、馬具、須恵器などが出土している。４
号墳は石材を組み合わせてつくられた石棺と金銅鈴・鉄刀・鉄
鏃・須恵器などが出土している。

墳丘の形状と規模

　円墳　径 約 10 ～ 13ｍ

埋葬施設の種類と規模

　横穴式石室　不明　

築造時期

　６世紀後半

　墳丘は大きく損壊を受けているが、横穴式石室はほぼ築造当
初の姿をとどめている。石室内からは埋葬された人骨、須恵器
や土師器のほか装身具類、鉄製の武器、工具、馬具などの豊富
な副葬品が出土している。さらに黒漆椀、宋銭も出土したこと
から古墳時代以降にも再利用されていたと考えられる。また、
須恵器の壺からは淡水産の貝殻がみつかっている。

墳丘の形状と規模

　円墳　径 約 15ｍ

埋葬施設の種類と規模

　横穴式石室　全長 約８ｍ

築造時期

　６世紀後半

墳丘の形状と規模（１号墳）

　円墳　径 約 20ｍ

埋葬施設の種類と規模（１号墳）

　横穴式石室　全長 約８ｍ

築造時期

　６世紀末～７世紀

　円山川右岸の山麓に広がる古墳群のなかでもとくに大型の石
室をもつ古墳で、玄室の全長は約５ｍと但馬地域でも２番目の
規模である。埋葬後に石室を閉じた閉塞石の一部がのこり、石
室床面に川原石が敷き詰められている。発掘調査では大刀、刀
子、鉄鏃、馬具、土器片が出土している。

墳丘の形状と規模

　円墳　径 約 29ｍ

埋葬施設の種類と規模

　横穴式石室　全長 約 13ｍ

築造時期

　６世紀末

　石室は本来の形をほぼとどめており、内部から珠文鏡（しゅも

んきょう）、大刀、耳環（じかん）、馬具、鉄鏃、玉類などの遺物が
豊富に出土している。とくに大刀は10本出土しており、柄頭や
柄・鞘に装飾がほどこされた頭椎（かぶつち）大刀や双龍環頭（そ

うりゅうかんとう）大刀などは全国的にも珍しく、被葬者の立場や
地位の高さがうかがわれるものである。

墳丘の形状と規模

　ともに不明

築造時期

　７世紀前半

　４基からなる古墳群で、２号墳の石室内からは「戊辰年五月
（中）」の銘をもつ金銅装大刀が出土している。戊辰年は西暦
608年が有力とされ、銘文の入った大刀は兵庫県最古の文字資
料であるとともに、古墳時代の年代を示す基準資料として学術
的価値が高い。また、３号墳の特徴として墳丘を石垣状の列石
で囲む構造であることがあげられる。

墳丘の形状と規模（２号墳）

　円墳　径 約 13ｍ

埋葬施設の種類と規模（２号墳）

　横穴式石室　全長 約９ｍ

築造時期

　７世紀前半

　県内４番目、但馬では最大規模の前方後円墳である。墳丘の
上部は現存しないが、発掘調査により鍵穴形の周濠に囲まれた
３段築成（ちくせい）の墳丘であったことがわかっている。儀礼
の場である造出（つくりだし）なども発掘されており、周濠の水際
では全国でも最多数の水鳥形埴輪が出土した。被葬者は但馬地
域の広範囲に勢力をもっていたと考えられる。

墳丘の形状と規模

　前方後円墳　全長 約 135ｍ

埋葬施設の種類と規模

　ともに不明

築造時期

　５世紀

　円墳としては近畿地方最大級の規模をもつ。２段からなる墳
丘の斜面には葺石（ふきいし）を施し、墳頂や平坦面には埴輪を
並べる。墳頂には２基の組合式木棺が墓坑（ぼこう）に納められ
ており、銅鏡や鉄製の武器・武具など多数の副葬品が出土し
た。墳丘は前方後円墳ではないものの、被葬者は豊富な副葬品
からは当時の中央政権から重視されていたと考えられる。

墳丘の形状と規模

　円墳　直径 約 91ｍ

埋葬施設の種類と規模

　組合式木棺２基
　全長 約 13ｍ、約７ｍ

築造時期

　５世紀前半

墳丘の形状と規模

　前方後円墳　全長約 121ｍ

埋葬施設の種類と規模

　ともに不明

築造時期

　５世紀後半

　石室の壁面には線刻文様がほどこされており、１号墳には二
羽の鳥、２号墳には騎馬人物像・木の葉文様が描かれている。
線刻文様をほどこす石室は近畿地方では珍しく、山陰地方に多
く分布している。

墳丘の形状と規模（１号墳）

　円墳　径 約 14ｍ

埋葬施設の種類と規模（１号墳）

　横穴式石室　全長 約 6.5ｍ

築造時期

　不明

埋葬施設の種類と規模

　横穴式石室　全長 約 10ｍ

10 11 12

　大型の横穴式石室をもつ古墳を中心に、６世紀後半から７世紀半ばにかけて約150基がつく
られた。但馬地域でも最大級の横穴式石室をもつ禁裡塚（きんりづか）古墳をはじめとして、大規
模な横穴式石室が集まることから、但馬の中でも大きな勢力がこの地にあったと考えられる。

　横穴式石室を埋葬施設とする円墳としては
但馬地域でも最大級の墳丘規模である。石室
は大藪古墳群にも匹敵する規模であり、石室
の平面形態も似る。被葬者は大薮古墳群と同
様の有力者と考えられる。

墳丘の形状と規模　　　　円墳　径約37ｍ

埋葬施設の種類と規模　　横穴式石室　全長約11ｍ

築造時期　　　　　　　　７世紀前半

　池田古墳に次ぐ規模をもつ前方後円墳で、池田古墳、茶すり
山古墳に続く首長墓と考えられる。墳丘のほか、周濠の一部が
のこる。発掘調査は行われていないが、円筒埴輪や形象埴輪が
採集されており、とくに牛形埴輪は全国でも数が少ないもので
ある。牛形埴輪は牛の鼻と口の一部のみがみつかっており、鼻
には鼻輪もつけられている。

編集発行：兵庫県歴史文化遺産総合活用推進実行委員会
　　　　　（事務局：兵庫県教育委員会文化財課）

協力：豊岡市・香美町教育委員会・新温泉町教育委員会・
　　　養父市教育委員会・朝来市教育委員会

○本マップでは史跡に指定されている古墳を選び、紹介し
ています。取り上げた古墳には私有地内に立地するもの
や見学が難しいものもあります。古墳の詳細な位置、見
学が可能であるかは古墳の所在する各市町にお問い合わ
せください。

○マップでは古墳をはじめとして地域の歴史・文化を知る
ことのできる施設を紹介しています。ご見学の際には、
事前に開館時間等をご確認のうえおでかけください。

　横穴式石室は大きく分けて、
遺体を納めるための「玄室（げん

しつ）」と、そこに至るための通
路である「羨道（せんどう）」から
なります。何度でも埋葬が可能
になっていることが特徴で、時
には羨道も埋葬の場になること
もあったようです。
　羨道と玄室の幅の違いから生
まれる突出部は「袖（部）（そで（ぶ））」
と呼ばれ、玄室の奥からみて両
側にある場合や片側にしかない
場合などいくつかのパターンが
あります。これは造られた時期
や地域性などを反映し、石室の
性格を知る手がかりとなります。



　６世紀になると朝来市域では加都車塚古墳、加都王塚古墳の築造

以降、王の墓と呼ぶにふさわしい規模の古墳はみられなくなります。

一方で６世紀から７世紀前半にかけて、全国各地で横穴式石室を持

つ古墳が多くつくられていきます。但馬では、現在の養父市につく

られた大薮古墳群に大型の横穴式石室が多く群集しており、但馬最

大級の石室を持つ禁裡塚古墳の存在から、但馬の中心的な勢力がこ

の地に移ってきたと考える意見もあります。

　また、但馬北部では、現在の豊岡市域において大型横穴式石室を

有する楯縫古墳がつくられているほか、日本海に面した場所に立地

する風谷古墳やヨゴレババ古墳群は、海を経済基盤とした有力者の

存在を示すものとされます。

　また、香美町域では古代山陰道に沿うように文堂古墳や三の谷古

墳群などの横穴式石室を持つ古墳が築かれています。

　城ノ山古墳に続いてつくられた池田

古墳（朝来市）は但馬最大の前方後円

墳で、但馬で多くみられる古墳に比べ

て規模も卓越しています。５世紀代に

は池田古墳の築造以降、現在の朝来市

域で茶すり山古墳などの大型の円墳や

船之宮古墳、小丸山古墳などの前方後

円墳が造られていきます。

　一方、他の地域では、茶臼山古墳（豊

岡市、円墳）、上山古墳（養父市、前

方後円墳）などがつくられますが、規

模も朝来市域の古墳には及ばないこと

から、但馬全域に影響力をもつ勢力が

朝来市域にあったと考えることもでき

ます。

　このほか、現在の香美町域では八幡

山古墳群や庵の谷２号墳などの円墳が

築造されます。

　古墳時代には、各地で首長を葬った墓である古墳が築造されます。

但馬地域でも、３世紀後半以降各地で古墳が造られるようになり、森

尾古墳（豊岡市）や小見塚古墳（豊岡市）、若水古墳（朝来市）などが

造られました。森尾古墳では「正始元年」（西暦 240 年）の銘文が刻ま

れた三角縁神獣鏡が、若水古墳では全国でも出土例の少ない飛禽鏡が

出土しています。その後、４世紀後半に造られた城ノ山古墳（朝来市）

では、他の古墳と異なり畿内の有力な古墳と同じ方法で副葬された三

角縁神獣鏡が出土していることから、当時の中央政権との結びつきが

強い首長の古墳と考えられます。
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但馬の古墳
　但馬地域は兵庫県内でも古墳が極めて多く所在する地域です。周知の

埋蔵文化財包蔵地のうち、「古墳」は 19,136 件ありますが、そのうち但

馬地域に所在するものは 9,486 件あり、半数近くにのぼります。とりわ

け円山川沿いの地域には非常に高い密度で古墳が分布しています。
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Ⅰ　古墳時代の幕開け

Ⅲ　横穴式石室の時代

Ⅱ　大型前方後円墳の登場

出典：国土地理院ウエブサイト（https://maps.gsi.go.jp）
　　　地理院タイル（標高タイル）を加工して作成
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古墳の種類

史跡指定

前方後円墳 円墳 方墳不明

国指定史跡

県指定史跡

市町指定史跡
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