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第５章　津倉古墳調査成果の総括
Overview of the research results of Tsukura Kofun

はじめに　Introduction

　本稿の目的は、本書における調査研究成果を総合し

ながら、津倉古墳の歴史的意義の考察を試みることで

ある。まず本古墳の編年的位置付けについて議論する。

その上で、津倉古墳の諸要素を検討し、その地域史的

位置付けを探りたい。

１．津倉古墳の編年的位置
　Chronological position of Tsukura Kofun
　まず津倉古墳の相対的年代観をめぐる成果を整理し

たい。編年的位置付けが可能な出土遺物としては、土

師器と銅鏡がある。また築造時期に直接的に関連する

要素として墳丘に関する諸属性がある。順を追ってみ

てみよう。

　本古墳出土の土器は、①前方部前端流土（壺、高

杯）、②西主体部石室内（直口口縁広口壺）、③西主体

部石室上埋土（二重口縁壺口縁部片）である。第一主

体である東主体部に伴う遺物は不明である。近年の

岡山県における土師器編年では、河合忍（2018）によ

り川入・上東編年（柳瀬 1977）の亀川上層式、およ

び高橋護編年（高橋 1988）のⅩ d・Ⅹ e期の併行関係

が、従来の畿内の布留０式から布留１式に降るという

見解が示されており、本論でもその編年観を参照した

い。第４章の加治木智也の考察は、②の直口口縁広口

壺について、河合編年４・５期（前方後円墳集成編年

２期後半、以下集成編年、広瀬 1991）に位置付けた。

これは、高橋編年のⅩ -d・e 期、川入・上東編年の亀

川上層式にあたる。①については、築造段階の土器で

あった可能性もあるが、特殊壺との関連性を考えるな

らば、その下限として②と同様の範疇の時期と考えて

も矛盾しない。③については、位置としては西主体部

上方の流土であるが、本来的に西主体部構築後のもの

なのか、あるいは先行する東主体部に関わるかはわか

らない。それが小片のため評価が難しいが、これにつ

いても①②と大きな時期差を認める必要はないものと

考える。なお、墳丘盛土中に含まれる土器は、弥生時

代中期〜後期を中心とする弥生土器であり、築造の上

限を前期前半の中で絞り込むことはできない。

　一方、西主体部石室出土の銅鏡からみると、本書

考察で清山隆は、滋賀県雪野山古墳（福永・杉井編

1996）の最古型式の鼉龍鏡よりは若干新しく、岡山県

美作市楢原寺山古墳（近藤 1986、河本 1988）の捩文

鏡よりは古い様相とした。両古墳は、河合編年４期に

併行する。津倉古墳は銅鏡からみると、同４期が西主

体部石室構築の上限とみなすことは可能である。筆者

は雪野山鏡にみられる獣毛乳と棒状表現が接続する、

辻田淳一郎分類（2000）の基軸属性α１のあり方が、

本鏡の理解にとってとりわけ重要なものと考える。津

倉鏡では、鼉龍鏡における内区の主像を排しながら

も、接続する棒状表現と獣毛乳の関係を切断すること

なく、前者を界圏側へと折り畳み、内区縁辺の獣毛乳

を乳として再配置することにより成立したものと考え

る。α２では両者が離れるが、このあり方が伝千足鏡

（安川編 2000）と関連するだろう。

　築造時期を考える上で重要な墳丘形状については、

四田寛人の考察によって、前方部と後（円）方部の基

底面のレベル差が解消されることをひとつの根拠に、

津倉古墳は河合５期の古相に位置付けられる可能性が

示された。一方で、墳丘の発達過程の解明ならびに墳

丘形態と土器編年との対応には、いくぶん議論の余地

も残る。第一に、河合５期とされる古墳の中には、前

方部頂平坦面前端の高さにバリエーションが認められ
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る点である。同５期には、前方部頂平坦面前端の高さ

の発達度合いが低い可能性のある近隣の岡山市都月坂

１号墳（近藤 1986）も属する一方で、宍甘山王山古

墳（宇垣 1988）のように、それがより発達するもの

が含まれる。津倉古墳の前方部頂平坦面前端のレベル

は、わずかに高くなる程度と筆者はみる。それは近年

三次元計測を実施した前方部頂平坦面前端の高さが

未発達な岡山市片山古墳よりも型式学的には新しい

可能性がある（新納編 2018）。四田が津倉古墳と類似

の段階とする総社市一丁𡉕古墳（谷山他編 2014）で

は、それが発達傾向にあり、津倉古墳と時期的に併行

しうるかは検討の余地があろう。ただし、出土遺物か

らもその前代にあたる同一丘陵の茶臼嶽古墳（村田編

2016）の段階から、すでに前方部頂平坦面前端の高さ

に関し一定の発達が認められるため、地域的特性も加

味した多角的検討が必要である。第二に、四田も明ら

かにする通り、津倉古墳の墳丘形態が讃岐・播磨地域

の古墳と関連性が窺える点も、逆に基底部レベルの評

価を複雑にする。北條芳隆のいう「讃岐型前方後円墳」

（北條 1999）は、前方部を尾根の高い方へと向けるた

めである。

　以上、津倉古墳の築造時期は、古墳時代前期中葉、

集成編年２期、河合４・５期の範疇で第一に捉えるこ

とが可能である。その中で、墳丘形態をもとに河合５

期に降る余地もあるが、銅鏡の型式学的位置からみる

と河合４期に遡る可能性も否定できない。いずれにせ

よ、七つ𡉕１号墳・５号墳（近藤・高井編 1987）、都

月坂１号墳という前方後方墳が近隣につくられた期間

のいずれかに本古墳は位置付けられるものと考える。

２．津倉古墳を構成する諸要素の検討
　Analysis of several factors composing Tsukura 
Kofun 
(1) 古墳の独立性
　Degree of independence of mounded tombs
　松木武彦は、岡山平野を水系単位に東から西へ A）

吉井川・赤磐砂川下流域、B）赤磐砂川中流域、C）旭

川下流域東側、D）旭川下流域西側、E）笹が瀬川・一

宮砂川下流域、F）足守川下流域、G）高梁川下流域

に区分した上で、古墳時代前期の前方後円（方）墳

について、以下の出現パターンを導いた（松木 2018、

pp.282-283）。

　ⅰ）小墳群の一員として出現

　ⅱ）いくつかの小墳群を束ねるような位置に出現

　ⅲ）小墳群から離れた位置に独立して出現

　この区分は、「ⅰは小規模で、かつ前方後方墳が過

半を占め、ⅲは大規模で、かつ前方後円墳が主体にな

るという傾向」（松木 2018、p.283）を示すとされる。

津倉古墳同様に D 地域に属する七つ𡉕古墳群（近藤・

高井編 1987）ならびに隣接丘陵に位置する都月坂１

号墳（前方後方 33 ｍ）はⅰに属する。

　津倉古墳の場合、小墳群を伴わない可能性があると

いう点においてⅲとなる。可能性としたのは、古墳西

側が崖となって削平されていることと、古墳よりも南

方が現在の墓地等として利用されており、本来的に小

墳群を伴わなかったか否かについては確実な証明が困

難なためである。将来的には LiDAR 測量等により、古

墳一帯の測量の実施が望まれるが、その結果として他

の類型となる可能性も残されている。

　一方で、津倉古墳の下層には、弥生時代中期〜後期

の集落が存在することが、今回の発掘により明らかと

なった。出土土器からみると、津倉古墳は人工物と場

の関係が途切れた、いわば忘れられた土地を開拓して

築かれたものともいえる。

　ⅲの前期前半の古墳として松木が挙げるのは、岡

山市浦間茶臼山（A・前方後円 138 ｍ、近藤・新納編

1991）、一日市（A・前方後円 55 ｍ、宇垣 1991）、備

前車塚（C・前方後方 48 ｍ、近藤・鎌木 1986）、操山 

109 号（平井西山、C・前方後円 76 ｍ、宇垣 1990、

福永他 2013）、網浜茶臼山（C・前方後円 92 ｍ、宇

垣 1990）、矢藤治山（F・前方後円 35.5 ｍ、近藤編

1995）、中山茶臼山（F・前方後円 105 ｍ、清喜 2010）

である（アルファベットは先の地域区分に対応）。す

なわち、岡山県最大の前期前半の前方後円墳である浦

間茶臼山古墳をはじめ、前方後方墳である備前車塚古

墳を除けばすべて前方後円墳とされる類型である。さ

らに備前車塚古墳については、多量の三角縁神獣鏡を

はじめ、卓越した副葬品から、前方後方墳の中でも別

格として位置付けられている。

　墳丘規模の点でも一見見劣りする津倉古墳は、はた

してⅲの類型に属するだろうか。以下で他の要素をみ

てみよう。

(2) 墳形　Mound shape
　墳形については、前方後方墳ではあるが、吉備の代

表的な前方後方墳として認識される備前車塚古墳や七

つ𡉕１号墳とはいささか異なる点がある。第一に、後
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方部と前方部頂平坦面の接続部分が弧状をなす点であ

る。このような曲線を描く形状は、前方後円墳を含む

円丘墓系統の墳丘形態からの何らかの影響が想起され

る。第二に、後方部の墳丘裾は方形を呈する一方で、

１段目テラスは後方部−前方部墳頂平坦面の接続箇所

と連動するように曲線となる。その結果、前方部幅が

最も狭くなる部分が備前車塚古墳・七つ𡉕１号墳のよ

うに後方部に接する端部ではなく、前方部側に寄る点

である。四田寛人が本書考察で述べるとおり、第二の

点は、讃岐や播磨地域の前方後円墳に特徴的な属性と

して知られている（北條 1999）。そして、第二の点か

ら考えると、第一の特徴の円丘墓系統の影響について

も、具体的には讃岐地域、あるいは類似する兵庫県西

部揖保川流域の前方後円墳が候補として挙げることが

できる。

(3) 埋葬施設　Burial facility
　ライアン・ジョセフも考察で示す通り、津倉古墳後

方部頂の２基の竪穴式石室は、南北主軸という点にお

いて、岡山県の前期古墳と同様である。一方で、その

レイアウトと内容に関しては、従来の岡山県南部の古

墳とは異質な面がみられる。

　近隣に所在する七つ𡉕１号墳の３基の埋葬主体は、

墳丘の中の配置と石室規模、使用石材によって、およ

その序列化が認められる（Table 9）。すなわち、①後

方部中央に位置し、最も規模が大きくかつ古銅輝石安

山岩による後方部第１石室が最上位であり、②後方部

縁辺および前方部に位置し、規模が相対的に小さく、

在地の花崗岩により築かれる後方部第２石室ならびに

前方部石室が下位に属する。

　岡山県南部では、このような後円（方）部の中央に

第１主体を配するあり方が基本である。例えば、複数

の埋葬主体を有する岡山市一宮天神山１号墳（鎌木・

亀田 1986）や金蔵山古墳（西谷・鎌木 1959）が挙げ

られる。また複数埋葬の際に主丘中央に中心埋葬を設

定するあり方は、弥生時代後期後半の倉敷市楯築墳丘

墓（近藤編著 1992）や後期末の岡山市都月坂２号墳

丘墓（近藤 1986）でも確認される。したがって埋葬

施設配置に関し、弥生時代後期後半から古墳時代前期

までの間に地域内部での断絶は認められない。

　一方で、墳丘主軸を挟む両側に石室を作る津倉古墳

は、岡山県南部のあり方とは異質である。後方部南側

の石室短辺をみると、第２主体である西主体の方が第

１主体の東主体よりも後方部縁辺側に位置するが、第

１主体が後方部中央を占有しない点は動かない。個別

的事情により、通常とは異なる並列方法を採用した可

能性は否定できない。しかし、近隣地域に目を向ける

と、香川県の讃岐平野を中心とする四国北東部で古墳

時代前期に同様の石室配置が認められる点は注意され

る（Fig.71）。栗林誠治によると、同規模並列埋葬が、

中四研編年Ⅰ期（集成編年１期）に香川で出現し、そ

のピークは同Ⅲ・Ⅳ期（集成編年２・３期）にあると

いう（栗林 2018、p.346）。すなわち、中四研編年Ⅰ期 : 

香川県奥 14 号墳（前方後円・30 ｍ、古瀬 2013）、Ⅱ

期 :丸井古墳（前方後円 29.8 ｍ、花谷他 1991）、Ⅲ期 :

奥３号墳（前方後円 37 ｍ、古瀬 2013）、高松市茶臼

山古墳（前方後円 75 ｍ、信里他 2014）、野田院古墳

（前方後円・墳長 44.5 ｍ、笹川編 2003）、徳島県前山

２号墳（前方後円 18 ｍ、高島 2007）、Ⅳ期 : 曽我氏

神社１号墳（突出部付円墳・墳長 14 ｍ、天羽・岡山

1982）とされる。Ⅲ期には香川県古枝古墳（前方後円

34 ｍ、古瀬 2013）、Ⅳ期には３基の石棺が後円部中心

の周囲に配置される快天山古墳（前方後円 98.8 ｍ、

近藤編 2004）、Ⅴ期には高松市石船塚古墳（前方後円

57 ｍ、梅原 1933）も加えることができる。

　また大久保徹也は、讃岐地域の弥生時代後期後半

～末葉の「丘陵型墳丘墓」が、卓越した中心埋葬を

もたないことを特色とするとしており（大久保 2006、

p.97）、実際に奥11号墓（古瀬2013）や石塚山２号墓（國

木編 1993）は中心部への埋葬ではなく並列的埋葬の

事例にあたる(1)。

　このように並列的埋葬について、弥生時代後期後半

Table 9　埋葬施設の比較　Comparison of burial facilities
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から古墳時代前期にかけて讃岐平野を中心に展開する

地域色のひとつとみるならば、津倉古墳の埋葬レイア

ウトはその影響下にあるのではないか。先に墳形に関

して、結び付きの深い地域の候補のひとつが讃岐で

あったが、埋葬施設に関して津倉古墳と四国北東部と

の何らかの関係性を推定させる他の要素としては、多

量に使用された古銅輝石安山岩（総称としてのサヌキ

トイド）が挙げられる。四国北東部の古墳を対象に、

讃岐型前方後円墳を提唱する北條芳隆は、岡山平野に

展開する古銅輝石安山岩製石室の起源として、香川県

における安山岩製石室の存在を指摘する（北條 1999、

p.215）。また、蔵本晋司は讃岐地域の前期古墳におけ

る安山岩製石室の広がりを明らかにしている（蔵本

2003）。

　津倉古墳の場合、２つの竪穴式石室が古銅輝石安山

岩で築かれた結果として、その石材量の多さを特徴と

する。東主体部石室は南小口で内法幅 1.2 ｍとなり、

西主体部石室よりも幅は広い。東主体部石室の内法長

は分からないものの、等高線からみて近代墓地区画部

分がほぼ後方部墳頂平坦面と考えられる点から判断す

ると４ｍ以内となる。２つの石室を合わせた安山岩の

石材量は、前期前半における岡山県最大の前方後円墳

である浦間茶臼山古墳の中央主体に匹敵する可能性が

高い。

　第１主体である東主体部石室については、石室内法

の長幅比が 3.3 以内となる可能性が高い。これは、都

出比呂志（2005）のいう短小型に属する。首長墓クラ

スの短小型石室は、讃岐・播磨を含む畿内以外の周辺

地域にみられる。これまでの本古墳の外部性を補強す

るものである。
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Fig. 71　並列する埋葬施設配置の古墳  Distribution of kofun with parallel burial facilities
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(4) 副葬品配置　Placement of burial goods

　西主体部石室の副葬品についてみてみよう。人骨は

遺存しなかったが、朱が最も濃い部分が被葬者の頭部

であるとすると、頭部左側に銅鏡１面が副葬され、頭

部より小口よりに鉄剣１点、胸元付近に小型鉄剣１点

が横向きに配置される。また、足元側では棺上の可能

性があるヤリが２点、棺外小口に直口口縁広口壺１点

が副葬される。木棺材が未検出であるが、岡山県南部

の前期前半の副葬品配置の全体がわかる貴重な事例で

ある(2)。赤色顔料の分布から考えると、北小口側には

赤色顔料が認められない。もっとも、調査時に赤色顔

料がほぼ希薄と認識した箇所からも朱とベンガラが検

出されたことから、それらがなかったとはいえないも

のの、何らかの棺内構造を反映している可能性が考え

られる。そのようにみると、被葬者身体周辺としては、

頭部横に銅鏡、頭部付近の小口側に鉄剣、胸元付近に

小型鉄剣が配置されたものと考える。頭部を中心とす

る配置とみなせよう（光本 2006）。足元側の鉄ヤリ２

点に関し、ライアン・ジョセフが論じる関部双孔を有

するものは床面より浮いた状態のため棺上の可能性が

高い。またその南側のヤリに関しても、関部双孔を有

するヤリとセットとみなせば、棺上に本来は副葬され

た可能性がある。

　副葬品組成から、西主体部の被葬者のジェンダーに

ついて考えてみよう。清家章の研究（2010）を参照す

ると、男性被葬者に伴う鏃類が本石室からは未発見で

ある。もちろん、石室北東隅の状況は不明であるが、

北小口側付近には副葬品が認められないことから、本

来的に鏃類は副葬されなかった可能性が高いものと判

断する。そのようにみると、棺内の鉄剣は、胸元付近

のものが短剣であり、頭部周辺に鉄剣の茎片も薄くか

つ小型と思われる。このように鏃類がなく小型の刃物

類を伴う組成については、女性ジェンダーが被葬者身

体に付与された可能性が考えられよう。

　副葬品の配置や取り扱いからみた地域的性格につい

ては、ライアン・ジョセフも指摘する通り、第一に、

布巻きの鉄製武器の存在が挙げられる。これは、吉備

の地域性（宇垣 1997）に依拠する。第二に、石室内

棺外足元小口への壺副葬である。それは、畿内の大型

前方後円墳を中心に展開した、ほぼ１個体に限られる

貯蔵具（壺・甕）の被葬者足元側の棺小口付近に配置

する方式（大庭 1996）に準拠するものと考える。そ

れは、土器に朱壺が含まれるように施朱儀礼から派生

する副葬形態と考えられている。君嶋俊行（2004）に

よると、美作市楢原寺山古墳（前方後方 54 ｍ）、鏡野

町赤峪古墳（前方後円 45 ｍ、近藤編 2000）で同様の

配置がみられるが、岡山県南部では初の事例となる。

津倉古墳では直口口縁系統の壺を副葬する点で、雪野

山古墳や京都府元稲荷古墳（梅本編 2014）と同様で

あり、甕１点を副葬する楢原寺山古墳や、二重口縁壺

１点と甕１点を有する赤峪古墳とは異なる。加治木智

也の考察によると、津倉古墳の直口口縁広口壺は布留

形直口壺とは異なる在地由来の、しかし類例の少ない

器種である。したがって、この器形の壺が選択された

のは、近畿地域の一部における直口口縁系統の壺副葬

に意図的に準拠したものと考える。

(5) 墳丘上の土器配置
Pottery placement on the mound
津倉古墳では、特殊器台形埴輪が出土しなかった。

この点において、津倉古墳は岡山県南部の主要な前期

古墳系列からは外れる。代わりに、前方部端において

土師器壺と高杯、西主体部石室上方の流入埋土から小

片であるが二重口縁壺片が出土した。前者は初期流入

土とともに前方部前端から出土したものであり、本

来は前方部頂平坦面の端部に位置していた可能性があ

る。後者については、後方部およびくびれ部の墳丘の

流土から、土師器が出土していない点は気がかりであ

るものの、後方部頂における壺祭祀がなされたことを

示すものと考える。わずか１片にとどまるのは、少な

くとも近代の墓地形成等により後方部頂は削平を受け

ているためと考える。

　こうした土器配置について、岡山県南部の古墳に類

例を求めてみたい。前方部端付近と後方部墳頂で土器

が出土するというあり方は、総社市茶臼嶽古墳が最も

近い。一方、後方部頂において 100 数点の土器が出土

した備前車塚古墳も次に近い事例といえる。古屋紀之

によると、前方部前面への土器配置は類例に乏しく、

香川県丸井古墳が挙げられている（古屋 2002）。丸井

古墳は、先に挙げた並列的埋葬施設配置を示す四国東

部の古墳のひとつである。
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　第一の点を基礎に、第二の点が派生したと考えるな

らば、津倉古墳は地域社会の外部ではなくその内部に

おける他者的存在、すなわち文化人類学者の故・山口

昌男がかつて描いた共同体内部世界の「異人」的両義

性（山口 1975）を有するものと評価することが可能

である。それはその両義性ゆえに、地域社会内部にお

ける周縁的存在となる。またそれはウチ /ソトの境界

域であり、両者の仲介・媒介者でもある。このような

津倉古墳の性格が、岡山県南部において唯一海寄りの

前方後方墳（そしてその墳形もまた典型的な前方後方

墳でない）であることにも反映されるならば、前節初

めに検討した独立墳の可能性も、その固有の性格から

生まれたものと推測される。

(2) 葬送儀礼における自然と人工物のネット
ワーク
　Actor network in the mortuary practice
　このような津倉古墳が示す両義性と周縁性は、同祖

同族関係に基づく前方後円墳秩序（近藤 1983、澤田

2017）や、相互承認的関係としての前方後円墳体制（都

出 2005）という、古墳づくりを媒介とした倭国とし

ての統治体制および階層化社会の形成において、むし

ろ不可欠な存在と考える。そうした外部を内的他者へ

と変換する動きは、古墳間の関係にとどまらず、個々

の古墳の葬送儀礼の中にも埋め込まれたものと考える

からである。最後に、西主体部石室における葬送儀礼

の過程について着目したい。

　自然や人工物という非人間もまた、人間と同列のア

クターとして捉えながら（Latour 1993=2008）、儀礼

の過程を検討したい（Fig.72）。非人間は、儀礼執行

者・作業者に依存しつつも、その行為をもまた指示す

る（Hodder 2012）。ここでは便宜的ではあるが、津倉

古墳の性格を加味しながら、同古墳を軸とした遠近観

から、非人間を以下のレベルに区分する。

　在地１：津倉古墳の土地に由来するもの

　在地２： 岡山県南部または讃岐・播磨の範疇に由来

するもの

　外来： 畿内をはじめとする在地２よりも遠方の範疇

に由来するもの

　各要素・資料の出自が必ずしも明らかではないが、

在地１の土地の土としての盛土を始点とする儀礼は、

土地由来の流紋岩礫敷の段階から、遅くとも古銅輝

石安山岩による壁面構築段階において在地２に移行す

る。朱とベンガラについては、本書の志賀智史による

３．津倉古墳の異人的両義性と周縁性
　Ambiguity and marginality characterizing 
Tsukura Kofun
(1) 津倉古墳の性格
　Characteristics of Tsukura Kofun

　ここまでの議論をまとめると、津倉古墳には２つの

次元における両義的性格を見出すことができる。第一

に、岡山県南部の地域社会の内部にありながら、外部

的性格をも有する点である。これは、墳丘形態や埋葬

施設配置、古銅輝石安山岩の大量使用という、古墳の

主なハード面において讃岐を中心とする地域との関連

性が指摘しうる点に基づく。また一方で、古墳の所在

地に加え、石室の南北主軸志向や布巻き鉄剣にみられ

るように、岡山県南部の古墳としての性格も有する。

　第二に、岡山県南部の主要系列の要素を併せ持つと

いう両義性である。かつて宇垣匡雅（1987）が論じた

ように、岡山県南部の古墳には、竪穴式石室における

サヌキトイドの使用の有無、特殊器台形埴輪の有無に

より、古墳の系列的な理解が可能である。ここでは以

下のようにＡ〜Ｃの系列として呼称して整理する。

Ａ系列： サヌキトイドによる竪穴式石室＋特殊器台形

埴輪有り　岡山市浦間茶臼山古墳、網浜茶臼

山古墳、操山 109 号墳、宍甘山王山古墳、七

つ𡉕１号墳、中山茶臼山古墳(3)

Ｂ系列： サヌキトイド以外による竪穴式石室＋特殊

器台形埴輪有り　倉敷市矢部大𡉕古墳（宇垣

1991）、岡山市都月坂１号墳

Ｃ系列： サヌキトイド以外による竪穴式石室＋特殊器

台形埴輪無し　岡山市備前車塚古墳

　津倉古墳はサヌキトイドを多量に使用した石室を有

する点でＡ系列的であるが、特殊器台形埴輪を有さな

い点で同系列そのものからは外れる。また石室石材は

異なるが、Ｃ系列の備前車塚古墳と同様に墳頂部での

土器祭祀を行った可能性が高い。すなわち、Ａ・Ｃ系

列の間に位置しながら、双方の一部属性を有するとい

う点で両義的である。これまで、岡山県南部における

異質な古墳としては、畿内地域との密接な関係性から

備前車塚古墳が挙げられてきた。津倉古墳は、讃岐を

中心とする、畿内からみた周辺域との強い結び付きを

基礎とすることで、備前車塚古墳と中心的系列のＡ系

列とのさらなる境界に位置する。
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在地１   在地２   外来   

 アクター Actor Local level 1 Local level 2 Outside level

覆い土 Soil cover                ● 

天井石 Ceiling stone

 古銅輝石安山岩 Bronzite andesite         ● 

副葬品 Burial goods

棺上 Top of the coffin    ●関部双孔ヤリ Spear with holes

棺蓋 Coffin lid         ― 

棺側短辺への壺配置 ● 

Jar placed outside coffin end

土師器壺 Haji jar                            ● 

  棺内 Inside of the coffin

朱 Vermilion （●）

副葬品配置  

Placement of burial goods    ●

    副葬品 Burial goods       ●小剣 + 布  Dagger and fabric

 ●銅鏡 Bronze mirror

朱 Vermilion       （●）

被葬者身体   ●

Body of the interred

棺身   Coffin                ― 

ベンガラ Red iron oxide              

壁面 Stone walls

古銅輝石安山岩 Bronzite andesite            ● 

ベンガラ  Red iron oxide  （●） 

 （●） 

粘土 Clay   （●） 

礫敷（流紋岩） 

Gravel bed (rhyolite dyke)       ● 

土地（墳丘盛土） Land (mound)     ● 

Fig. 72　西主体部石室の葬送儀礼におけるアクター間の関係  

Actor rela onship during the mortuary ritual within the west stone chamber

在地１Local level 1: 津倉古墳の土地に由来するもの Actor deriving from the land of Tsukura Kofun
在地２Local level 2: 岡山県南部または讃岐・播磨地域の範疇に由来するもの Actor deriving from South
Okayama and the Sanuki and Harima regions
外来 Outside level: 畿内をはじめとする在地２よりも遠方の範疇に由来するもの Actor deriving from an area
further removed than Local level 2, including the Kinai region

凡例 Legend

●: 在地１～外来レベルにおけるアク

ターの位置  Actor from Local

level 1 to Outside level

(●): 可能性のある位置 Possible

posi n

―: 不明  Unknown

  : 方向性 Direc n
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おわりに　Conclusion

　本稿では、前章までの内容を筆者なりに吟味しつつ、

多少の論点を加えながら、津倉古墳の歴史的意義につ

いて検討してきた。古墳研究では、階層化・序列化の

あり方、とりわけ統治と中心化のメカニズムに議論が

集約されやすい観もある。一方、岡山に所在するこの

中小規模な津倉古墳が提起するのは、豊穣な周縁的存

在の世界の一端ではなかろうか。多くの学生諸氏の努

力に支えられた本古墳の調査研究が、今後の古墳研究

にとって資することがあれば幸いである。

註

⑴ 　並列的とはいえないものの、兵庫県竜野市養久山１号

墳（近藤編 1985）も、後円部の中心に第１主体を配置

することなく、複数主体が構築されるという点では類似

する。

⑵ 　緩やかなカーブを描く粘土棺床を加味し、頭部側の石

室北小口の赤色顔料の分布から想定しうる木棺は舟形木

棺であり、副室を有さない刳り抜き式である。しかし足

元方向の石室南小口側には、棺内部分から棺の南端を越

えて連続的に赤色顔料が伸びており、北小口側とは様相

が異なる。これは、赤色顔料の塗布の段階が、棺や遺骸

の設置後だけでなく、棺設置前にも存在していた可能性

を示す。

⑶ 　中山茶臼山古墳については、近年の陵墓調査室を中心

とする調査により、後円部中央に石室由来の可能性があ

る輝石安山岩石材が確認され（奥田 2010）、かつ「都月型」

からは外れるものの器台形埴輪の出土がみられる（清喜

2011）ことから、Ａ系列とする。
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5 of Kawai’s chronology. 

   The mound shape of Tsukura Kofun suggests a relationship 

with Sanuki (Kagawa prefecture) and Harima (Hyogo 

prefecture). The burial facility suggests a close relationship 

between Tsukura Kofun and Sanuki, as seen from the burial 

placement and the stone material (bronzite andesite), 

which is believed to have been brought from Teshima island 

in Kagawa prefecture. 

   The author argues that Tsukura Kofun is characterized by 

ambiguity and marginality in the South Okayama Region. 

As for ambiguity, Tsukura Kofun is both a member of the 

regional community and an outsider simultaneously. 

Moreover, it is located between a prominent kofun group, 

which began with Urama-chausuyama Kofun (the largest 

mound at the beginning of the Early Kofun period), and an 

additional group including Bizen-kurumazuka Kofun. Tsukura 

Kofun was a marginal existence in the region, based on 

such ambiguity. The actor relationship during the mortuary 

practice conducted in the west stone chamber also 

illustrates a process to transform outside actors into inside 

ones. Based on an analysis of Tsukura Kofun, the author 

concludes that discussion of marginality is a significant 

perspective in reconstructing the formation of regional 

society during the Kofun period.  
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   This paper aims to examine the chronological position and 

regional characteristics of Tsukura Kofun, considering the 

research results presented thus far. Based on the pottery, 

bronze mirror, and mound shape, the construction period of 

Tsukura Kofun can be dated to the middle of the Early Kofun 

period (the beginning of the 4th century AD), or period 4 or 




