
平成２６年度第３回木更津市文化財保護審議会 

議    事    録 

 

１ 会 議 名  平成２６年度第３回木更津市文化財保護審議会 

２ 開催日時  平成２７年３月３０日（月）午後２時３０分～午後３時４０分 

３ 開催場所  木更津市役所 ６階委員会室 

４ 出 席 者  文化財保護審議会委員 出席５名 

         高崎芳美委員（会長）、古泉忠之委員（副会長）、笹生衛委員、 

御巫由紀委員、多田信子委員 

        教育委員会事務局 出席１１名 

         初谷幹夫教育長、鹿間和久教育部長、齊藤良二教育部次長、今関章文

化課長、中能隆副主幹（文化財担当総括）、小高幸男副主幹（文化芸術

振興担当総括）、酒巻忠史副主幹、安藤道由副主幹、松本勝主査、平野

弘子副館長（郷土博物館金のすず）、稲葉昭智副主幹（郷土博物館金の

すず） 

５ 会議内容   

議案第１号 木更津市指定文化財の指定について（答申） 

－木更津市大畑台遺跡出土灰釉双耳壺の指定について－ 

報告事項  ①平成２６年度の木更津市文化財行政の概要報告 

②金鈴塚古墳出土品再評価事業について 

－平成２６年度事業の実績－ 

６ 公開・非公開の別  公開 

７ 傍 聴 人  なし 

８ 議事進行 

 

今関文化課長  平成 26年度第３回文化財保護審議会の開催に際し、本日の会議について

報告させていただきます。全員出席の場合木更津市文化財保護条例第 20条

第 2項の規定により、本会議は成立している事をご報告いたします。 

また、「木更津市審議会等の会議の公開に関する条例」によりまして本日の

審議会の議事等は公開で行う旨を併せてご報告いたします。なお、議事録

作成のため会議の内容を録音させていただきますことをご了承願います。 

次に資料の確認をお願いいたします。 

        それでは次第に従いまして、初めに高崎会長からご挨拶をお願いします。 

高崎会長                【会長挨拶】 

初谷教育長               【教育長挨拶】 



今関文化課長  ありがとうございました。それでは、木更津市文化財保護条例第 19条第

３項の規程によりまして、「会長は、審議会を代表し、その会務を総理する。」

こととなっておりますので、議長を高崎会長にお願いするものといたしま

す。会長よろしくお願いいたします 

高崎会長    それでは、議長を務めさせていただきますので、よろしく進行のほうお

願いします。平成 26 年度第３回木更津市文化財保護審議会の議事ですが、

本日の議案等についての説明を事務局にお願いします。 

今関文化課長  はい、議案第１号といたしましては、木更津市指定文化財の指定につい

て（答申）となります。本件につきましては、これまでの審議会において

審議を重ねて参りました「木更津市大 畑
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津市指定文化財の指定について、前回の審議会の中で木更津市文化財保護

条例第４条第３項の規定に基づき木更津市教育委員会から木更津市文化財

保護審議会へ、平成 26 年 11 月６日付け木教文第 393 号として諮問させて

いただいた案件でございます。本日は、これまでの経緯を踏まえまして、

審議会作成の木更津市指定文化財調査報告書の内容について、ご審議いた

だきまして、正式に審議会から答申を受けることとなっております。 

  また、報告事項といたしましては、①としまして、平成 26年度の木更津

市文化財行政の概要報告を各担当から、文化財補助事業について、文化財

所有者等への啓発および支援等について、指定文化財等の保護・活用につ

いて、埋蔵文化財調査について、国庫補助事業の経過報告について、市史

編集事業の経過報告についての６項目について報告をいたします。 

②としまして、金鈴塚古墳出土品再評価事業についての現況について、

郷土博物館金のすず職員よりご報告申し上げます。本日の議案等について

は以上でございます。 

高崎会長    議案第１号として、木更津市指定文化財の指定について、かねてより現

物を確認し、協議を重ねてまいりました。また、昨年平成 26 年 11 月６日

に開催した、第２回審議会において教育委員会から当審議会へ諮問があり

ました。これを受けまして、木更津市文化財保護条例第 17条により「文化

財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え又は意見を具申し、及

びこれらに必要な調査研究を行う」こととなっております。 

本日は、事前に事務局から皆様へ送付されている、笹生委員の調査報告

書を踏まえた答申書（案）について審議していただいて、審議会としての

答申書を木更津市教育委員会へ提出をしたいと存じますのでよろしくお願

いいたします。笹生委員には、大変お忙しいところ、お手を煩わせました

が、本物件の概要、市の指定文化財として妥当であるか、答申に係る趣旨

説明を笹生委員よりお願いいたします。 



笹生委員    本日の資料の１ページ目からが報告になっておりますが、今回の指定の

候補となっておりますのが、大畑台遺跡から出土したこの灰釉双耳壺です。

その形は、両側に耳が付いて、これにおそらく環状の突手が付くものにな

ると思います。壺の本体の部分に蓋が付くという形です。灰釉は、木の灰

をうわ薬としたもので、薄い緑色のうわ薬が着いたものになっております。

産地・年代については、おそらく愛知県の名古屋の猿投
さ な げ

、「さるなげ」と書

いて「さなげ」と読みますが、そちらで製作されたものであり、形式名と

しては黒笹 90号という窯が標識となる形式となります。時期は具体的にい

うと９世紀の後半ごろ、半ばから後半にかけて製作されてものです。 

さらに、土をよく観察すると非常に洗練されたといいますか、きれいで

キメの細かな、精製された土を使っています。さらに表面を丁寧に磨いた

上に、うすい緑色のうわ薬をかけており、非常に丁寧な作りが特徴となっ

ております。もう一つ、身と蓋が揃っている例というのが、全国的に見て

も非常に珍しく、現時点では全国で唯一のものです。今後も同じような例

が出てくるかもしれませんが、今回の木更津の例は、僅かに復元をしてい

ますが、欠損部がほとんど無く、保存状況も良い資料です。そういう状態

は、全国的に見ても珍しい例です。おそらく特徴的なこの形から考えて、

何らかの儀礼等で使ったものとみられます。ふつうの日常使いの器ではあ

りませんから、あらたまった席で使う器として名古屋で焼かれ、それが何

らかの経緯で、この木更津の地までもたらされてたのが、今からだいたい

1,150年くらい前の平安時代の初頭頃ということになります。 

次に報告書にも書きましたが、灰釉双耳壺がどのように木更津に入って

来ているかについても考えてみました。歴史的な意味を考える上でもその

点が重要であると思います。この灰釉双耳壺について、先ほど全国的に見

ても唯一の例と言ったのですが、実は千葉県内で、おそらくこれと同じ場

所で焼かれて、同じ規格の品と思われる例が出土しています。どこで出土

しているかといいますと、東金市の作畑遺跡です。東金市は九十九里浜に

面している市ですが、その中でも山側の台地の上にあるこの作畑遺跡の竪

穴住居より出土しています。大畑台遺跡出土のものはお墓の中の骨蔵器に

転用されていたわけですけれども、これらは同時に持ち込まれたのではな

いかとも思いますが、おそらく 1,150 年くらい前のある日に、名古屋の方

から同じ流通ルートに乗って千葉県内に房総半島にもたらされたのではな

いかと思います。 

その背景にどんなドラマがあったのかは、わかりませんが、一つ考えら

れることは、作畑遺跡の周囲の環境です。作畑遺跡は東金市の西部に位置

する遺跡です。東金市の西部から、南の茂原市の北西部にかけての地域と

いうのは、実は平安時代の初期に大きく開発をされている地域です。その



東金市の西部に隣接している地域が、千葉市の土気地区になるわけですが、

千葉市の土気地区、今では千葉市の緑区という地域名称になっています。

そこに何があるかというと、市原にあります上総国分寺の瓦を焼いていた

のが実は土気地区です。その同じ瓦を使って、上総国分寺のおそらく分院

のような、出張所のようなお寺が土気にありました。「小さい」に「食べる」

に「土」、これは「やさしど」と読みますけれども、小食土廃寺（やさしど

はいじ）という古いお寺がみつかっています。千葉県教委のほうで重要遺

跡として発掘調査を行っていて、上総国分寺と同じ瓦を使っているという

ことが確認されています。そこから東へ下って来た所にあるのがこの作畑

遺跡で、その周辺からはやはり、上総国分寺の瓦を使った本格的なお堂の

跡も出てきています。それが作畑遺跡と小食土廃寺との間にある新林遺跡

という遺跡です。このように小食土廃寺、新林遺跡、少し下った場所に作

畑遺跡という関係が出てくることになってきます。 

東金市の西部、それから茂原市の北西部の地域というのは、もう一つの

特徴的な様相があって、当時としては比較的進んだ形の建物構造であった

掘立柱の建物がたくさん出てくる地域で、おそらくその地域というのは、

上総国分寺、さらに言いますと上総の国府と関係しながら開発が行われた

地域であり、その中にあるのがこの作畑遺跡となります。近くには仏教、

特に上総国分寺の仏教との関連をうかがわせるものがあるという場所から、

大畑台遺跡の灰釉双耳壺とほぼ同形のものが出ているという背景が重要と

なります。 

木更津の場合はどうかということで、資料の３ページ目に大畑台遺跡の

全体図があります。双耳壺は、火葬墓に使われていたということで、仏教

の影響があるということは、当然考えられるわけですが、大畑台遺跡のす

ぐ隣からは小さい瓦を使ったお堂の跡、それから土で作った五重塔、それ

から「寺」と書かれた墨書土器なども出ています。大畑台遺跡についても、

仏教との関連を考えることのできる場所ということになります。考古学的

にはそこまでしか言えないですが、何らかの形で先進的な仏教の影響を受

ける要素がこの木更津地域にもあって、おそらく上総国分寺か何処かに入

ってきた双耳壺の片一方が北の方に行って、東金市域の竪穴住居の中に残

され、そして、もう一方が、海を渡ってすぐ、木更津に降ろされたのか、

市原の上総国府や国分寺を経由してこちらに廻ってきたのかは、わかりま

せんが、もう一方がこちらの壺で、何らかの形で使われて、火葬骨を入れ

る形に転用され、請西の山の中に埋葬されたというような背景があるのだ

と思われます。 

資料の２ページ目の一番上のところにも書いておきましたが、作畑遺跡

からは、８世紀に制定された則天文字と呼ばれるような、唐の国で創られ



た特殊な文字を使い、土器に墨で文字を書いた墨書土器も出ていますので、

東金市の東部から西部地区は、やはり８世紀、９世紀、比較的先進的な文

化を積極的に受け入れていた地域といえます。そう考えてみると、木更津

市の請西周辺や木更津市域も同じような環境にあったと言えるのではと思

っています。ですから単純に珍しい器というだけではなくて、今から約

1,200 年前の木更津の文化的な背景を考える上でも非常に重要であるとい

えます。そういう意味で今回は「もの」としては非常に優れている点では、

全国的に見ても非常に希有な事例である。もうひとつは古代木更津の文化

的背景を知る上でも非常に重要であるという意味において、今回の木更津

市の指定文化財として、最適な候補になるのではないかと調査書に書かせ

ていただいています。 

双耳壺の取り扱いにつきましては、当然出土資料ということもあります

し、資料の性格としては保証がされているものであります。郷土博物館金

のすずで適切に保管、管理されている。これは、資料を公開活用する点で

も非常によろしいということで、この点についても、特に問題はないだろ

うと考えておりますので、市の指定文化財に是非、指定していただければ

と思っています。以上で説明を終わりたいと思います。 

高崎会長    丁寧でわかりやすい説明で、ありがとうございました。委員の皆さん、

笹生委員の説明について、ご意見とかご質問があれば発言を願います。 

全委員     質問等なし 

高崎会長    よろしいでしょうか。みなさんと現物を確認しましたし、審議を丁寧に

進めてきましたので、いまの説明を受けて我々の共通認識ができたのでは

ないかと思います 

それでは、本答申書（案）について原案どおり、正式に本審議会の答申

として木更津市教育委員会へ提出するものといたします。疑義等無い旨を

あらためて確認いたします。 

全委員     疑義なし 

高崎会長    それでは、全委員疑義なしとのことですので、平成 26 年 11 月６日付け

木教文第 393 号で諮問があった「木更津市指定文化財の指定」について、

木更津市文化財審議会は本答申書により木更津市教育委員会へ答申するも

のといたします。事務局には準備をお願いいたします。 

今関文化課長  はい、それでは、高崎会長と初谷教育長には会場中央へお進み願います。 

高崎会長   【答申書読み上げ】 

初谷教育長  【答申書受領】 

高崎会長    今後の事務手続きにつきまして、事務局から説明をお願いします。 

今関文化課長  当該案件についての今後の事務手続きについて説明申し上げます。木更

津市教育委員会組織及び運営規則第８条第 16項により文化財の指定及び解



除に関することについては、教育委員会会議において議決を要する事項と

なっております。従いまして、直近の教育委員会会議に議案として提出さ

せていただきたいと思います。直近は４月 24日定例会という予定になって

おります。教育委員会会議の議決を経まして、正式に木更津市指定文化財

に指定されることとなります。その後、指定について告知・市広報等で周

知するとともに、文化財保護法第 182 条の規定に基づき文化庁長官へ報告

いたします。指定書の交付につきましては、当該資料が木更津市所有の物

件ですので、交付式は割愛する予定でございます。以上が今後の手続きの

概要となります。 

高崎会長    ありがとうございます。今後の事務の取扱いにつきましては、事務局に

一任いたします。遺漏の無いように進めていただくようお願いいたします。

それでは、議案第１号「木更津市指定文化財の指定について」について審

議を終了させていただきます。 

続きまして、報告として２件の事項があるようです。報告①について、

報告をお願いします。 

今関文化課長  報告①といたしまして、資料の６ページをご覧ください。平成 26年度の

木更津市文化財行政の概要報告を番号順に各担当から報告をいたします。 

中能副主幹   １の文化財補助事業について、２の文化財所有者等への啓発および支援

等について、３の指定文化財等の保護・活用について、ご報告させていた

だきます。文化財補助事業につきましては、教育振興事業補助金として、

各補助団体へ、補助金として支出しております。 

須賀神社の本殿に対する保護事業としまして、防災保守点検、清掃管理

事業に 15,000 円、木更津ばやし保存会が実施する事業、会議、伝承育成、

公開事業へ 65,000円、中島区文化財保存会が実施する事業、中島区の梵天

だてですが、会議、文化財調査、保存伝承育成事業に 40,000円を補助金と

して支出いたしました。２番といたしまして、文化財所有者への啓発、及

び支援等としましては、市内の指定文化財への防火対策等の文書を年１回

通知するという形で、今年は、平成 26 年の 12 月の月末から、文化財防火

デー等を周知する内容の文書を送付いたしました。 

自然災害等の被害調査につきましては、台風、地震等がありましたら随

時、職員が所有者へ連絡をし、現地に赴きまして調査をいたしました。指

定文化財等への説明用リーフレットの配布ですが、所有者からの請求によ

って対応いたしました。今年度は、市内中央にありますヤマニ綱島商店、

こちらは、古い店舗で、国の登録文化財になっておりまして、小、中学校

の見学者がありますし、市内観光の方々が訪れます。観光案内所のみち案

内ボランティアの案内ルートに入っているということで、資料が飛ぶよう

に無くなっているということで、何回か資料を補充させていただきました。 



３の指定文化財等の保護・活用につきましては、資料の７ページから 10

ページにございますが、（１）としまして、今年７月１日に昨年度からお話

をさせていました、ｗｅｂ版の文化財マップを配信いたしました。 

（２）としまして、木更津市ガイドボランティア養成講座を開催しまし

たところ 10数名の受講者がありました。 

（３）の指定文化財管理業務委託としまして、金鈴塚古墳と木更津県史

跡について草刈り、植栽の手入れを、下刈２回、剪定１回行いました。 

（４）としまして、以前にもご報告しましたとおり、指定文化財鎌足桜

の祖株が台風 18号により被災しましたので、その養生の写真をのせました。

育苗というかたちで、鎌足桜の祖株から取った、指し木の育苗実験を鎌足

地区の矢那で行ってまいりましたが、当初の目的が達成されたということ

で、３月 16 日に１本は市立真舟小学校の玄関先、あとの 40 本につきまし

ては、矢那の鎌足さくら公園へ移植をいたしましたことを併せて報告させ

ていただきます。 

（５）としまして、今年度指定文化財説明板改修の業務委託を実施しま

した。説明文が判読できなくなった説明板や内容に誤り等ありました説明

板を改修し、作業を終了しています。 

（６）としまして、「旧安西家住宅」の補修工事を平成 25 年、26 年度の

２か年に渡って実施いたしました。平成 25年の工事箇所については、資料

の９ページにある９か所、26年度の工事箇所については、10ページにある

２か所となっています。この２か年で補修工事はすべて終了しております。

報告は以上でございます。 

安藤副主幹  続きまして、４の埋蔵文化財調査について報告いたします。資料の 11ペ

ージですが、平成 26年度埋蔵文化財発掘調査の件数は、発掘調査関係が 19

件、その他に整理作業が３件あります。発掘調査関係の 19件の内訳は、本

調査が１件、確認調査が７件、試掘が 11件です。本調査は、２の塚の腰古

墳・松面古墳でして、調査の概要をお配りしましたので、ご覧頂ければと

思います。続きまして文化課窓口での遺跡の有無についての照会につきま

して平成 25 年度は 581 件でしたが、本年度は本日の昼までで、627 件でご

ざいます。前年度比 108 パーセントで、１割弱増えております。資料の 12

ページの地図に、本年の発掘調査を実施しました遺跡の位置を示してあり

ます。報告は以上でございます。 

松本主査    続きまして、５の国庫補助事業の経過報告についてご報告いたします。

資料の 13ページになります。現在、請西遺跡群等の整理作業について、平

成 24年度から国庫補助事業として行っております。本年度については、大

山台遺跡、中郷谷遺跡、山伏作遺跡の整理作業を行い、中郷谷遺跡の調査

報告書刊行いたしました。前回の審議会で大山台遺跡の調査報告書をお配



りしておりますので、今年度はそれと合わせ２冊を刊行しております。ま

た今年度は、文化財調査集報 19も刊行いたしましたので、お配りいたしま

した。今後は平成 32年までの計画で進める予定でございます。27年度につ

いては、大山台遺跡の残りの部分、中郷谷遺跡の整理作業を終了させてい

きます。また現在進めている、山伏作遺跡の整理作業を継続し、新たに野

焼遺跡の整理作業を開始する計画でおります。報告は以上でございます。 

小高副主幹   続きまして、平成 26年度木更津市史編集委員会について報告させていた

だきます。今年度の市史編集委員会は、４回実施しました。協議内容は、

市史編集業務を進めるにあたりまして、基本構想、及び基本方針の策定、

市史編集部会の設置、市民協働ということで市史調査協力員の登録につい

ての協議と、昨年７月 27日の日曜日に実施いたしました、木更津市史編集

事業公開講座「盤州干潟の生き物たち」に関する協議等を行いました。委

員の皆様のご協力によりまして、すべての協議事項につきまして了承を得

ました。報告は以上でございます。 

高崎会長    ありがとうございます。報告の内容、資料について、何かご質問等はご

ざいませんか。ご質問等ございましたらお願いします。 

古泉副会長   旧安西家住宅の火災予防訓練について、その様子が昨年末にＮＨＫで放

映されましたね。子供たちが訓練に関わっていて、訓練の様子がわかりや

すく、編集されていましたね。 

稲葉副主幹   消火訓練は、防火訓練の一環として定期的に実施しております。報道機

関に実施を連絡しましたところ、ＮＨＫの取材がありました。当日は、職

場体験の中学生の参加があり、見学者にもご協力をいただきました。 

古泉副会長   あのような取り組みというのは地味ですが、関わっていく、外へ出して

いく。発信していくということが大事で、さすがだなあと感心しました。 

笹生委員    中郷谷遺跡の報告書をいただきました。内容を見てみますと非常に優れ

た遺物がたくさんあるなぁと再認識します。これについては継続的整理作

業を進めていただいて、将来的に私が委員をやっていれば協力して全体の

位置づけを、今後していく必要がある。須恵器もすごいものですし、鉄器

も板状の鉄斧が出土していたりして、東国でこういうものが入ってくると

いうのは、木更津周辺と群馬くらいしかないのかなと思いますし、関東地

方で見ても非常に良い資料が木更津の請西に集中しているので、今日の双

耳壺の話だけではなくて、その前史的な内容に非常に重要なものがあると

思います。継続的に進めていただいて、どこかの段階で全体のまとめをお

願いしたい。その時点で協力できればと思います。 

古泉副会長   木更津の古代の歴史を考える上で、金鈴塚古墳については有名で、子ど

もたちもみんな知っていますが、そこから後の歴史については、そんなに

たくさんは扱われてこなかった。しかし、実はたくさんあるわけですよね。



それをどう市民に発信していくということがすごく大事だと思います。こ

れまで、木更津市の古代の歴史にはあまりにスポットがあたってこなかっ

たと感じます。ものがあるにも関わらず、偏った見方はいけないかもしれ

ませんが、全体史的に見ても、そこにスポットをあてていって、もう少し

発信していくということが大事かなと思います。 

高崎会長    文化課のほうでトピックのような形で発信に加えるとか、金のすずのほ

うでトピック展示をするとか、そういうことができるかもしれませんね。

古泉先生がおっしゃる情報発信ですね。 

御巫委員    事務局へお願いですが、鎌足桜の指し木が移植できたことはよかったこ

とだと思いますが、どのような花が咲くのか、移植すると今年は、あまり

花が咲かないかと思いますが、花が咲いたら写真を撮って見せていただき

たいと思います。 

中能副主幹   了解いたしました。 

多田委員    市史のことですが、市史の編纂だけではなくて、教育普及事業として公

開講座などをされるということですが、これは基本的に編纂と普及事業を

併行してやっていくということですか。 

小高副主幹   普及事業のひとつとして、昨年度の調査成果を公表するために、自然分

野の盤州干潟に関する講演会を行っています。このような講演会は、来年

度以降も年１回ぐらいの割合で実施する予定です。これは、継続的に進め

ていく予定でございます。 

多田委員    市史編纂は、とても大変な仕事であると思います。できれば本を作る方

に集中して行きたいとみなさん考えていると思いますが、作り上げた本を

誰が読むかと考えたときに、読むような人にあわせるということを考えて、

教育普及事業を併行してやっていくと、できあがった市史を読む人がすご

く増えると思いますし、それを使って次のことが始まっていくのではない

かと思います。ぜひ継続的に進めていただければと思います。 

小高副主幹   了解いたしました。 

高崎会長    続きまして、報告事項②について、報告をお願いします。 

今関文化課長  金鈴塚古墳出土品再評価事業についての現況につきましては、事業を実

施している郷土博物館金のすずの担当からご報告申し上げます。 

稲葉副主幹   金鈴塚古墳出土品の再評価事業ですが、現在、平成 25年の１月に国立歴

史民俗博物館と郷土博物館金のすずで、共同研究に関する覚書を交わして

おります。これは平成 27年度が最終年度となっております。金のすずでは、

金鈴塚古墳の出土遺物の実測と写真の考古学的調査を行う、国立歴史民俗

博物館は、理化学的な調査結果を整理するという研究分担になっておりま

す。研究の共通の題目は、金鈴塚古墳から古墳時代後期社会の実像を描き

出すということを目的にしております。そして本来でしたら、平成 27年度



が最終年度ですので、当初の予定では、平成 27年度にシンポジウムと総括

報告書を刊行する予定でおりましたが、国立歴史民俗博物館側の都合もあ

り、平成 28年度に総括報告書が刊行される予定となりました。 

ただし、今年度のうちに、国立歴史民俗博物館の編集で総括報告書、仮

の題名ですが、「金鈴塚古墳と古墳時代社会の終焉」という題名で原案が出

てきております。Ｂ５版で 374 ページの予定でおります。その中で、郷土

博物館金のすずでは、本日もお配りしましたが「金鈴塚古墳研究」という

出土品の事実報告を続けておりますが、国立歴史民俗博物館で刊行する総

括報告書は、個別資料に関するものではなく、個別資料から「東国とは何

か」ですとか、前方後円墳の築造が金鈴塚古墳で終わるということですの

で、金鈴塚古墳から東日本全体の前方後円墳の終焉を考えられないか、さ

らに、金鈴塚古墳からは、装飾した出土品が数多く出土しておりますので、

いわゆる威信財と呼ばれている装飾品の入手経緯ですとか、それを所有す

ることで、どういう横の繋がりがあったのだろうかという意義について、

そのような道具を持って、どのような儀礼ですとか、横のつながりを持っ

ていたのであろうか。それと生産と流通の問題です。そういうものを含め

て、国家形成論から東アジアの情勢、地域社会では、前方後円墳の築造は

切れてしまうわけですが、その後に馬来田国造ができていくという理解で

あれは、連続していく部分もある。そういうことから、金鈴塚古墳から言

えることは、かなり多いのではないかと考えまして、最終的には金鈴塚古

墳の出土品から、古墳時代後期社会の特質や、その終焉が持つ意味を描き

出そうという、野心的な計画を立てております。それについては、国立歴

史民俗博物館の先生方や、共同研究に参加している全国の研究者の方々が

書かれます。まだ案の段階ですが、木更津市の方では墳丘と埋葬施設につ

いて書く、出土品については、先生方にお願いするという計画で協議を進

めております。     

平成 26年度は、年間 26日間で、延べ 86名の共同研究の協力者の方が郷

土博物館金のすずに来て、調査等をしていただきました。その成果が「金

鈴塚古墳研究」第３号の内容となっております。平成 27年度の事業として、

それらの成果をもとにして講座等を年に２回ほど開催したいと考えており

ます。これまで共同研究をしてきましたが、その成果を「金鈴塚古墳研究」

に掲載しておりますが、第３号までしか刊行されていません。まだまだ報

告しなくてはならない事実報告というものが数多くありますので、それに

ついても、どういうかたちにするかを協議しながら、平成 27年度に発表の

しかたを考えていきたいと思います。 

それとお配りしました「金鈴塚古墳研究」第３号の 59ページですね。図

69金属小片というのがあります。大きさが４cm位しかないのですが、その



縁をアップで見てみますと図 70、図 72のようになるのですが、それを復元

すると図 73のような縁かがりで、かなりカラフルなものになるということ

がわかりました。現在、「その他一括」に指定されている微細な遺物を 6,000

点強まで確認しました。それらをすべてチェックすることは難しいことな

ので、どこかで決まりは着けなくてはならないのですが、そういうものを

含めていろいろと進めて行きたいと考えています。 

高崎会長    只今の報告について、何かご質問等はございませんか。 

笹生委員    今の報告にありました 59ページの金属小片というのは、どのようなもの

ですか。 

稲葉副主幹   台帳には、その他一括と記されています。かなりいろいろな織物が重な

っていて、しかも縁かがりをしているということは、装飾性が認められる

何か、見せるためのものであると思うのですが、これにつきましては、東

京国立博物館の澤田むつ代先生に見ていただいたのですが、部分的な話は

できるけれども、ではこれが何かといった時には布きれとしか言いようが

ない。ただこういうものは、ほとんど見たことがないので、これだけでも

かなり貴重な資料であるとおっしゃっておりました。 

笹生委員    70番のところは、かさねの平絹ですよね。かさねの平絹と平絹の重なり、

ちょうどこの縁のところがこのような形になるということですよね。 

稲葉副主幹   そうです。 

笹生委員    大きな布の一部がこういう形で残っていたということなので、そういう

金属製品を包んでいたものか、それに伴う布という解釈でいいということ

ですよね。そこまでしかわからないということですよね 

稲葉副主幹   そうだと思います。 

笹生委員    考古資料というのは、どうしても茶色か灰色か黒というイメージですが

実際は奇麗な色が着いていたというのをイメージさせるのは重要なことで

すよね。金鈴塚といえば金色というイメージしかないですけれども、もっ

と極彩色であったということになりますよね。ありがとうございました。 

高崎会長    その他一括の中に入っている小片というようなものは、他にもあるんで

すか。 

稲葉副主幹   かなりあります。重要文化財指定書にある「その他一括」を１点１点全

部調べましたところ、6,400～6,500点ありました。ただし、小片の中には、

本体がほぼこれで間違いないだろうというものもありますので、27年度は

そういうものをきっちりと分類して、帰属を明確にして台帳を完成させよ

うと考えています。 

高崎会長    ありがとうございました。ほかに金鈴塚古墳についてご質問はあります

か。よろしいですか、では、報告事項についての質疑については、これで

終了いたします。以上で本日の文化財保護審議会の審議を終了させていた



だきます。委員の先生方には、長時間審議していただきまして大変お疲れ

様でした。それでは、議長の任を降ろさせていただき、進行を事務局にお

返しいたしますのでよろしくお願いします。 

今関文化課長  本日は年度末の大変お忙しい中、本市の文化財保護行政のため、ご審議

を賜りまして、誠にありがとうございました。平成 27年度第１回木更津市

文化財保護審議会についてでございますが、開催期日を７月下旬に予定し

たいと存じております。詳細については改めまして、皆様のご都合をお伺

いしながら決めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

             

 

平成２７年３月３１日 

議事録署名人 木更津市文化財保護審議会 

      会長 高崎 芳美 


