
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年度文化庁文化芸術振興費補助金（地域文化財総合活用推進事業） 

〈主催〉 羽曳野市世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」保存・活用実行委員会 

〈後援〉 羽曳野市、百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用会議、大阪府立近つ飛鳥博物館 

はびきの

令和 3(2021)年 12月 18日(土) 13:00～16:30 

❖ 世界遺産 百舌鳥 古市古墳群 を守り 活かし そして未来へ ❖ 
パネラー：中久保 辰夫・下田 一太・中村 俊介 

進 行 ：伊藤 聖浩（羽曳野市教育委員会 文化財課） 

❖ 岐路に立つ世界遺産 ～表面化する課題と矛盾 
 

❖ 世界の土製建造物より考える百舌鳥・古市古墳群の保存と復元 

❖ 世界墳丘墓見聞録 －みえてきた百舌鳥・古市古墳群の文化的意義－ 
（京都橘大学 文学部 歴史遺産学科 准教授） 

「百舌鳥・古市古墳群」世界遺産シンポジウム 
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皆さまへのメッセージ 

古市古墳群は、日本の古墳文化を代表する考古遺産です。それは日本にとどまらず、

人類が遺した多彩で特色ある歴史や文化を知るうえで欠かせないものです。街の中に巨

大な古墳があるという独特の風景は、羽曳野市に住み、育った方々にとっては当たり前

のものだと思いますが、かえってこれば安心し、離れてみれば懐かしく思う景色になっ

ているかもしれません。世界遺産のある街に生まれたことを誇りに思う世代もこれから

増えてくることでしょう。 

巨大古墳がある街並みは、この地域独自の歴史的な景観です。古市古墳群は、それぞ

れの古墳が完成して以来、古代、中世、近世、近代、現代にいたるまで、この地域に住

んだ人々が千年を超えて守り続けてきたものです。そして、これからの時代にあっても、

羽曳野市に縁ある人々をむすぶ魅力ある歴史遺産になるとおもいます。私自身は、この

先、千年も古市古墳群が守られ続けてほしいと願っています。 

歴史遺産は、地域の人材育成、学校教育、文化観光開発、社会文化発展にとっても、

新たな可能性を産み出す源泉となるものです。これから様々な取り組みがなされると思

いますし、私自身も協力できることがあれば、お手伝いができればと思います。 
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世界墳丘墓見聞録 

―みえてきた百舌鳥・古市古墳群の文化的意義― 
 

京都橘大学 文学部 歴史遺産学科 准教授 中久保 辰夫 

 

はじめに 

 古墳時代という時代は、西暦３世紀半ばから７世紀にあたり、約 350 年つづきました。

東北南部から南九州まで日本列島津々浦々、地上に壮大な墳丘をもつ「古墳」が造られた時

代です。わたしは大学１回生の頃から、ほぼ毎年、古墳の発掘調査や測量調査をしてきまし

た。そして、研究のために世界各地の「お墓参り」をしてきました。この発表では、わたし

が訪れた古墳や墳丘墓についておはなしして、百舌鳥・古市古墳群の文化的な面白さや興味

深いことについて考えたいと思います。 

日本の古墳と世界各地の墳丘墓を比較するといった研究は、いま、盛んに行われています。

とくに、この 10 年では墳丘墓築造の共通性と相違点を浮き彫りにしようとする国際発信

型の研究が進んできました（国立歴史民俗博物館（編）2018、Knopf et al. 2018 など）。

日本の考古学は、豊富な発掘調査情報があることに加えて、墳丘そのものや構築過程の解明

にこだわりをみせてきました。そして、世界の墳丘墓研究を発展させる可能性を秘めています。 

 

１．日本の古墳の見聞録 

 人類史を紐解くと、世界各地に墳丘墓が築造されてきました。世界遺産でいえば、エジプ

トのピラミッド、中国の秦始皇帝陵や中国・北朝鮮の「高句麗前期の都城と古墳」、韓国の

「慶州歴史地区」などがよく知られています。まず、日本の古墳からみていきましょう。 

最初に紹介するのは、古市古墳群です（図１）。誉田御廟山古墳（応神天皇陵古墳）をは

じめとして、墓山古墳や市野山古墳など、巨大な前方後円墳によって構成されています。

2011 年２月、陵墓関係 16 学協会による立入り観察が誉田御廟山古墳内堤において実施

され、幸運にも参加することができました（図２）。堤からみる墳丘は壮大で、堤そのもの

もかなり幅広く、カメラの画角におさまらなかったことを今でも覚えています。さかのぼる

こと 2005 年に、わたしは５世紀後葉の待兼山５号墳という古墳の調査にたずさわってい

ました（図３）。この古墳は墳丘が削平されてしまい、墳丘をとりまく周濠が残存している

だけでした。古墳時代中期には待兼山５号墳と同様に墳丘規模が 10～15ｍの古墳が築造

されました。こうした調査に参加した経験があった上で、誉田御廟山古墳を間近にみると、

その圧倒的な格差を感じました。 

墳丘規模は、投入できる労働力と密接に関係します。同時期に明確な格差がある点が、日

本の古墳の特徴です。 

格差がある一方、大型の前方後円墳は、大阪平野のみ築造されたというわけではありませ

ん。東北南部には角塚古墳（図４）、南九州には横瀬古墳（図５）と、直線距離にして 1300

ｋｍをこえて、前方後円墳は築造されました。広い地域に共通した類似した墳形が認められ
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るといった点も日本の古墳を理解するうえで重要です。雪がつもった角塚古墳の写真をぜ

ひ撮りたいと考えて、２月に角塚古墳を訪れたのはよい思い出となっています。 

 

２．東アジアの墳丘墓の見聞録 

次に、東アジアの墳丘墓についてみていきましょう。 

日本列島の古墳時代と併行する朝鮮半島の三国時代においても、各地で墳丘墓が築造さ

れました。百舌鳥・古市古墳群との関わりが深い、加耶地域にまず目を向けると（図６）、

意外なことに墳丘墓のあり方が全く違うことに気づきます。加耶を代表する墳墓である大

成洞古墳群は金官加耶の王墓であると推定されていますが、実は明瞭な墳丘をもちません。

大成洞古墳群は、三国時代に先行する原三国時代から継続して営まれ、三国時代に築造され

た墳墓は被葬者を安置する主槨にくわえて、殉葬者や多量の副葬品を埋納する副槨からな

ります。墓壙は地山掘削によって築かれ、それぞれの墳墓には高大な墳丘はみられません。

墳墓が独立丘陵上に連綿と築造されており、その景観が王墓を形成しているといえます。も

ちろん校洞古墳群のように、日本の群集墳によく似た墳丘墓群もあります（図７）。 

また、朝鮮半島の墳丘墓には、日本の古墳と築造過程が大きく異なるものがあります。日

本の古墳の多くは、墳丘を築造し、その終盤に埋葬施設を構築し、墳墓が完成した段階で埋

葬施設が墳丘内に存在する「墳丘先行型」となります。高句麗太王陵に代表される高句麗の

積石塚は墳丘先行型の方丘墳、百済王陵である石村洞古墳群も墳丘先行型の方丘（図８）が

主体です。しかし、皇南大塚（図９）など新羅王陵は墳丘後行型です。加耶諸国の王墓や有

力墓でも墳丘後行型が多くみられます（図 10）。墳丘先行型で、墳丘上で葬送儀礼を盛大

に行う日本の古墳は、同時期の東アジア世界の中でも独特なのです。 

古墳が有している政治性については、中国秦漢代の皇帝陵が参考になります。古代中国の

陵墓は皇帝権力を顕現した政治的記念物であり、南北 515ｍ、東西 485ｍを測る秦始皇帝

陵（図 11）はその代表格です。漢代の皇帝陵は１辺 200～350ｍを測る巨大方墳が多く、

その代表的な茂陵（前漢武帝陵、図 12）は墳丘規模 240ｍもの規模をもつ巨大墳丘墓で

す。そして、重臣や陪臣の墓が陵園のなかに配置されています（図 13）。前漢陽陵（図 14）

ではその周囲に従葬坑という官僚層の墓がめぐります。このように古代中国では皇帝を中

心とする政治組織が墳丘墓に明示されていました。このことは、古市古墳群の野中古墳とい

った陪冢の意義を考えるうえで示唆的です。 

 

３．ヨーロッパ、アメリカ大陸の墳丘墓の見聞録 

東アジアでみられた墳丘墓は、基本的には１～数世代の比較的短い時期に築造されたも

のとなりますが、ユーラシア大陸西側では千年を超えて埋葬がなされた墳丘墓も確認され

ています。 

ヨーロッパ西部では、紀元前５千年紀から前３千年紀を中心に、埋葬施設として石室を

もつ巨石墓が築造されました。巨大なものとしては、フランスのブルターニュ地方にあるバ

ルヌネズ墳墓（Grand cairn de Barnenez 図 15）があります。このバルヌネズ墳墓は
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11 基の石室を有し、墳丘長 75ｍ、幅 28ｍを測る巨大な積石墓です。５基の石室を内包

する東側墳丘がまず構築されて、その後、６基の石室をもつ西側墳丘がのちに構築されまし

た。そして、積石墳丘は一度の構築でできあがったものではなく、千年をこえる墳丘墓利用

と再構成の「結果として」巨大な墳丘となったことがわかっています。同じような事例とい

える、ブルターニュ地方にあるサン・ミシェル墳墓（Tumulus Saint Michel 図 16）は、

３万㎥と算出される花崗岩と盛土を用いて築造され、全長 125ｍ、幅 60ｍを測り、内部

には 13 基の石室があります。この墳丘墓も千年を超えて使用された最終形態として巨大

性を獲得したものです。イギリスのウェストケネット墓（West Kennet Long Barrow 図

17）も新石器時代（紀元前 3650 年頃）に築造され、その規模は墳丘長 100ｍ、幅 25ｍ

と巨大です。石室内より 46 体以上の人骨が出土したことから、千年をこえた墳丘墓の利用

が想定されています。 

こうした事例を参考にすると、１）最大規模を誇る百舌鳥古墳群の大仙陵古墳（仁徳天皇

陵古墳）でも墳丘が 20年未満で完成していること、２）ほとんどの古墳は完成後に増築は

なされず、数世代をこえた埋葬行為や祭祀が顕著ではないことが、古墳の特質として理解で

きるようになります。 

 ここでふたたび取り上げたい観点は、日本の古墳が「墳丘先行型」であることです。墳丘

上で葬送儀礼が執り行われるので、葬送や継承に関わる儀礼の舞台として墳丘が重視され

たことになります。 

比較対象として、ヨーロッパ鉄器時代の墳丘墓をみていきましょう。ドイツにあるマグダ

レーネンベルク墳丘墓（Magdalenenberg 図 18）は、紀元前 616年頃に築造された鉄

器時代墳丘墓です。墳丘長 104ｍを測る巨大なものですが、中央に木室がまず構築され、

その後に盛土によって墳丘が築造されており、126 もの埋葬施設が同一墳丘に築かれてい

ました。同じくドイツのホーミッシェル墳丘墓（Hohmichele 図 19）は、紀元前 7 世紀

末から前６世紀末に築造された直径 83ｍを測る大型円墳で、この墳丘墓も墳丘後行型であ

ることがわかっています。墳丘が儀礼の舞台とならず、後続して次々と埋葬施設が築かれて

いくあり方を復元できます。 

墳丘の性格をめぐって議論があるものもあります。アメリカ・イリノイ州にあるミシシッ

ピ文化期の遺跡である「カホキア・マウンド州立史跡」（図 20）には、規模や形状の異なる

120 の墳丘があり、最大のマンクス・マウンドは、長さ 316ｍ×240ｍを測る巨大なも

のです。頂上には巨大建造物が築造されていたことがわかっていますが、墳丘墓かどうかと

いった点はわかっていません。ミシシッピ文化期がどういった社会であったのかを考える

うえで重要な遺跡です。 

 

４．おわりに ―みえてきた古墳文化― 

 以上のように世界の墳丘墓を見聞していくと、古墳の特質が浮かび上がってきます。古墳

には前方後円形、前方後方形、円墳、方墳といった墳丘形態、被葬者の実力を示す墳丘規模

という二重原理によって秩序ある多様性があり、１）比較的短期の築造と埋葬、２）基本的
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に墳丘先行型であること、３）墳丘が「統治の手段として」政治性をおびること（福永 2019）

とまとめることができます。 

日本の古墳文化を人類史の中で位置づける国際研究は、百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登

録の過程で大きく進展してきました。まだまだ未知の部分が多い、前方後円墳の時代。王陵

の比較考古学は、いま、新たな研究段階に突入してきました。 
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