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９　考察

１．神領 10 号墳出土土器群と古墳時代中期の饗宴

中久保　辰夫
　

はじめに

　本論は、鹿児島県曽於郡大崎町に所在する神領 10 号墳出土土器群を対象として、この土器群が有
する意義を検討するものである。神領 10 号墳の土器は、墳頂部およびクビレ部等より出土し、祭祀空間と
みられる西側クビレ部（第５トレンチ・WKトレンチ）ではきわめて良好な状況で検出された（橋本 2016：p．
17）。ここでは周溝底よりやや上位に小テラスを設けて、小型の須恵器と土師器が方形に配置され、その前
面には壺と高杯形器台を２個体、台付壺 1 個体をたて、さらにそのまわりを須恵器甕・壺、土師器高杯で
囲繞していた。出土須恵器の時期は TK73 型式期からTK216 型式期であり、初期須恵器を出土した古
墳の典型例となるとともに、その豊富さは列島屈指である。
　神領 10 号墳の事例は、明確な出土位置情報が得られていない、他の初期須恵器出土古墳でなされた
儀礼を復元する上で重要な情報を提供するものである。完形品が多く、土器相互の関係性を追求すること
ができることも、この土器群が有している貴重な情報である。そこで本論では、神領 10 号墳出土の土器群
について、土師器と須恵器の構成比や機能的関係を分析し、同時期の古墳や集落の土器様相との比較を
試みたい。その上で、土器資料からみた神領 10 号墳の特質について考察を深めよう。

１．容量からみた神領 10 号墳出土土器群の構成

　（１）　神領 10 号墳出土土器群の構成とその特徴
　神領 10 号墳出土土器の基本的な情報については、すでに報告がなされ（橋本 2016）、本書でも詳述
されている。したがって、ここでは整理作業の中で筆者がおこなった容量計測をふまえて論述をしていきたい。
　墳頂部出土土器　　墳頂部は攪乱が多く、土器は残存状況に恵まれないが、攪乱土中より土師器高杯
脚柱部が出土している。脚柱部には粘土が充填され、充填部に内側から棒状工具で刺突を行い、脚柱部
内面をケズリによって整える。西側クビレ部と同様、埴輪配列とともに土器祭祀がなされていた痕跡が認めら
れることを示唆する資料である（橋本 2016）。
　ここで注目したい点は、出土した土器が土師器の高杯であったことである。甲冑を副葬品として有する古
墳には、初期須恵器とともに土師器の供膳器が供献される事例が多い（中久保 2018）。その代表的な資
料は古市古墳群の野中古墳（大阪府藤井寺市）であり、供膳器では須恵器高杯 1 点に対し、土師器有
蓋高杯は 57 個体以上と土師器高杯が主体をなす。墳頂部を含めた墳丘上でなされた土器を用いた祭祀
には、須恵器が導入されても基本的には土師器高杯を伴うことが多い。神領 10 号墳と近い時期の甲冑出
土古墳例をあげると、野毛大塚古墳（東京都世田谷区）、堂山 1 号墳（大阪府大東市）、岡本山 A3 号
墳（大阪府高槻市）、陵山古墳（和歌山県橋本市）、原間 6 号墳（香川県東かがわ市）、向山 1 号墳（福
井県三方上中郡若狭町）などがある。このうち、岡本山 A3 号墳では須恵器高杯１個体に対し、土師器
の椀形高杯 7 個体とやはり高杯が多い。堂山１号墳では、須恵器は有蓋高坏 13 点とその蓋 11 点であり、
土師器高杯 2 点に対し、須恵器の方が主体となる。須恵器と土師器どちらが主体になるのかといったことは、

京 都 橘 大 学
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古墳によって差異が著しいものの、土師器と須恵器の供膳器がともに出土する傾向があることは確実である。
　神領 10 号墳における墳頂部祭祀の実相は攪乱によって手掛かりが限られているものの、列島各地の甲
冑及び初期須恵器を有する有力古墳との類似性を垣間みることができる。
　クビレ部出土土器群　　西側クビレ部の土器群は、焼成技術の違いに基づく分類である器質別に構成
をみると、須恵器 35 個体、土師器 36 個体以上である。
　須恵器は、中型と小型の高杯が 15 個体、杯身が 2 個体、𤭯 2 個体、有蓋高杯蓋 3 個体、把手付椀
2 個体、短頸壺 1 個体、台付壺 1 個体、筒形器台と小型壺が 1 セット、高杯形器台と中型壺 1 セットが小
テラスより出土した。周溝底では、大甕が 1 個体、中型甕が 3 個体、大型壺が 1 個体と北側から等間隔
にならんで検出されている。須恵器は、貯蔵器及び供膳器で占められ、それぞれに配置された場所が分け
られている点が特徴である。
　土師器は、基本的には供膳器によって構成される。小テラス土器群では、大型高杯が 2 個体、中型高
杯が 20 個体、小型高杯が 6 個体であり、杯が 8 個体認められる。貯蔵器として直口壺が 1、小型丸底
壺 1 が確認され、煮炊器の甕が 1 個体出土した。周溝底より二重口縁壺 1 個体、大型高杯が 1 個体、
中型高杯が 1 個体、杯が 1 個体みられ、この他にも現位置を離れ、破片となった土師器高杯が 2 ～ 4 個
体分ある。須恵器と土師器はともに完形品が多く、容量の算出が可能である。

　（２）　神領 10 号墳出土貯蔵器の容量
　神領 10 号墳から出土した須恵器の貯蔵器について、その容量を中心に検討しよう（図１）。
　須恵器大甕　　大型甕は完形品であり、口縁部径 48.0 ㎝、頸部径 36.8 ㎝、胴部最大径 70.8 ㎝、
器高 83.2 ㎝を測る。胴部は倒卵形となり、焼成時に窯内に据え置かれた際の痕跡として、底部の一部は
凹みが認められる。諸特徴は陶邑窯跡群の須恵器大甕には類例がみられず、市場南組産である可能性
が高い。ただし、その製作技術や口縁部形状には、陶邑窯跡群の影響が看取できる。
　この須恵器大甕の容量を計測してみたい。容量計測は田中耕作氏が提示した手法に拠り、頸部と胴部
上半の境から底までの容量を算出した（田中 2006）。以下に述べる他の貯蔵器でも同様の計測をしている。
実測図（S=1/2）をもとに中軸線から内側断面までの内径を0.5 ㎝単位（実物では 1 ㎝単位）で計測し
て算出した場合には、大甕の容量は 184.84 ℓとなり、外面の直径を同じく0.5 ㎝単位で計測し、器壁の厚
さを引いて、内径を算出した場合には、175.98 ℓとなる。約 9 ℓもの差異が生じる理由は、須恵器大甕のよ
うな大型品の場合は必ずしも胴部が左右対称とならないので、誤差が大きくなるためと考えられる。本例の
場合など胴部下半の支えによる凹みなどを実測図に表現した場合には、この部分が 360 度めぐるわけでは
なく、一部分であるために図上では本来の容量よりやや少なく算出される。平均値をとって約 180 ℓ程度とみ
るのが穏当である。
　須恵器の甕は、完形品で出土することが少なく、また容量計測も十分に行われているわけではない。しか
しながら、図上復元も含めて、実測図で容量が計測できる資料と比較して、神領 10 号墳大甕と比較すると、
以下の点が明瞭となる。
　須恵器大甕のサイズ比較　　第一点目は、特大サイズの甕が神領 10 号墳に供献されていることである。
古墳時代中期には、筆者が現在計測しているところでは蔀屋北遺跡例が最大で 361 ℓを測る。古墳時代
後期には陶邑 TN26 号窯から出土した大甕が 477 ℓとなるので、古墳時代中期から後期にかけて大型化
が進行する。ただし、初期須恵器では完形品での 100 ℓを超す大甕の出土は稀有である。
　須恵器大甕が出土した事例として、代表的な存在は、ON46 段階の須恵器大甕が造出部から出土した
大仙陵古墳（大阪府）である。容量としては 104.6 ℓを測り、実のところ、神領 10 号墳の方が容量は大きい。
もちろん、大仙陵古墳では他にもサイズの異なる甕が配置されていたことも推測できること、また特大型の須
恵器大甕を縮小した特注品の可能性もあることから単純な比較は難しい。しかしながら、神領 10 号墳の須
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恵器大甕のサイズが、同時期の須恵器出土古墳のなかで破格であることは認めてよいと思われる。
　神領 10 号墳と容量が近似する須恵器大甕は、赤塚古墳（京都府城陽市）出土須恵器大甕（195.5 ℓ）、
住吉宮町 3 号墳（兵庫県神戸市）出土須恵器大甕（190.9 ℓ）などがあり、生産遺跡では陶邑・濁り池
窯に類例（170 ℓ）が、集落遺跡では下五反田遺跡 SH03（滋賀県高島市）に 186.1 ℓと154 ℓの大甕が
ある。より大きなサイズの須恵器大甕は、福岡県朝倉市の池の上・古寺 6 号土壙墓Ｄ–6（271.3 ℓ）、兵
庫県たつの市の黍田Ｅ号墳例（225.6 ℓ）、大阪府大阪市の長原 180 号墳（235.2 ℓ）がある。集落遺跡
では先述した蔀屋北遺跡例に加え、南市東遺跡（滋賀県高島市）においても約 280 ℓの大甕が確認でき
る（１）。そして、こうしたサイズの大甕は口径が 50 ㎝を超すものが多いが、集落遺跡では津堂遺跡（大阪
府藤井寺市）などにも供給されていることは破片資料から判明する。仲辻慧大によると、和歌山県鳴滝遺
跡から出土した須恵器大甕には、約 300 ℓのものが多いという。
　日本列島各地における須恵器生産開始の主眼は大型貯蔵具の生産にあったとみると、神領 10 号墳の被

図１　神領 10 号墳出土貯蔵器の容量と他遺跡出土資料との比較
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葬者ないし造営集団は、そのなかでも特大型の大甕をいち早く調達できたといえよう。
　須恵器大甕と中型甕、大型壺、中型壺　　第二点目として、大甕と中型甕とのあいだには、容量では
大きな差異が認められる。口径 24.6 ㎝、頸部径 17.1 ㎝を測る中型甕１は容量 47.5 ℓ、口径が 24.0 ㎝で
頸部径が 19.5 ㎝の中型甕 2 は容量 41.0 ℓ、口径 18.4 ㎝、頸部径 16.2 ㎝の中型甕 3 は容量 39.0 ℓとな
る。このうち、中型甕 1 は陶邑産、中型甕 3 は市場南組系である。市場南組系の大型壺は、口径 17.5 ㎝、
頸部径 15.1 ㎝を測り、容量は 9.85 ℓである。瓜破遺跡（大阪府大阪市）に類例がある。筒形器台とセッ
トとなる市場南組系小型壺は、容量 1.05 ℓである。高杯形器台に伴う市場南組系中型壺は 5.17 ℓ、台付
壺は 5.12 ℓを満たす容量である。
　このように大甕と中型甕では 3 ～ 4 倍近く容量が異なり、また中型甕と大型壺においても4 ～ 5 倍近い差
があることがわかる。すべてを足した容量は 324.71 ℓ（大甕内径計測値を採用した場合）～ 333.57 ℓ（大
甕外径計測値を採用した場合）となる。

　（３）　小型貯蔵器と供膳器の容量
　次に、小型壺や𤭯、短頸壺、そして、須恵器と土師器の供膳器を検討していきたい。貯蔵器と同様に
実測図（S＝1/2）から内径を0.5 ㎝単位（実資料では１ ㎝単位）で計測し、高杯と杯の場合は口縁端
部から底部までを測った。容量と口縁部径との関係性を散布図として示したものが、図 2 である。図 2を検
討すると、大きく3 つの点が明確となる。
　土師器と須恵器にみる器種間容量の対応関係　　第一に、土師器と須恵器で近似容量の器種が認
められることである。例えば、須恵器の把手付椀（大）は口径 12.6 ㎝を測り、その容量は口縁部まですり
きり一杯で 920.5 ㎖となるが、これは土師器杯 9 の容量 888.3 ㎖に近い。杯 9 が口径 11.6 ㎝であるので、
両者はほぼ同じ容量の液体を湛えた可能性があり、ともに手持飲食器とみられるので、よく似た用途が考え
られよう。同様に、須恵器把付椀（小）と土師器杯（2・4）も、280 ㎖前後と容量が近い飲食器であり、
須恵器杯身（１：352.1 ㎖、２：345.7 ㎖）と短頸壺（361.8 ㎖）、𤭯（1）は 388.5 ㎖、土師器杯（3・5・6）
は 340 ㎖前後と容量が近似する。こうしたサイズのまとまりは、口頸部や受部の形状が異なるがために口径
値や器高だけでは見出しがたいが、容量を計測することによって抽出でき、器質をこえた関係性が明瞭となる。
やや大型の𤭯（2）は、容量 497.4 ㎖であるが、土師器の杯 7（518.3 ㎖）、杯 8（528.3 ㎖）とほぼ等しく、
須恵器高杯（2・6・8）や中型高杯のなかでもサイズが小さいものと容量が重なる。また、土師器の二重口
縁壺は 1.9 ℓを湛えるが、これは 1.9 ～ 2.0  ℓを湛える大型高杯の容量値と近い。
　以上に述べた器種間容量の対応関係は、そのまま小型貯蔵器と供膳器との関係性に結び付くとは即断
できない。大型高杯の場合は液体ではなく、食物や果実といった固形食が盛りつけられた可能性も高く、そ
れは須恵器や土師器の高杯でも同様である。一方、須恵器把手付椀と土師器杯、須恵器𤭯・短頸壺と
土師器杯はともに内容物が液体であった可能性が高く、この容量が近似していることは有意なこととして捉え
られるだろう。𤭯や短頸壺に満たされた液体が、土師器杯や把手付椀に注がれたと推測できるためである。
須恵器は市場南組産であり、土師器には在地のものに加えて、杯 7 など宮崎平野系のものも含まれるので、
こうしたサイズのまとまりが抽出できるということの背景には、葬送儀礼に用いる飲食器の構成に関わる一定
の決まりごとが先に存在したことを暗示させる。ここでは、須恵器と土師器に機能や用途の互換性があるも
のが含まれている点を確認しておこう。
　土師器と須恵器の供膳器　　第二点目として、供膳器に着目すると、土師器の高杯と杯、須恵器の高
杯と杯身では対応関係が認められるものがある一方で、その関係性が看取できないサイズもある。
　神領 10 号墳から出土した須恵器高杯は、市場南組産の高杯で占められ、口径の平均値が 14.8 ㎝であり、
口径にまとまりをもつ資料群であるが、容量を算出すると600 ㎖前後のもの（1・4・3・9・10・13：6 個体）、
500 ㎖前後のもの（2・6・8：3 個体）、400 ㎖前後のもの（5・7・11・12・14・15：6 個体）と細分ができる。
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図２　容量からみた神領 10 号墳出土土器群
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容量の差異によって、須恵器高杯の口縁から脚端部までの器高は大きく個体差がなく、口径と杯身部の深さ
によって容量のつくりわけがなされている。
　たほう、土師器の高杯は小型と中型にサイズ区分が可能であり、中型は 600 ㎖前後の須恵器高杯と近
似容量をもつ平均 620 ㎖の中型高杯（2・3・5・6・7・8・12・13：8 個体）、500 ㎖前後の須恵器高杯
と近似容量をもつ平均容量 520 ㎖の中型高杯（1・4・9・10・11：5 個体）が認められる。しかしながら、
400 ㎖前後の須恵器高杯と容量が近似する土師器の高杯は少ない。土師器の小型高杯は 250 ～ 300 ㎖
のものが多く、須恵器高杯よりもむしろ土師器の杯（2 ～ 6）や把手付椀（小）との類似度が高い。小型
高杯 5・6 が 400 ㎖前後の須恵器高杯と容量が近い。
　興味深い点は、器形全体の高さを比べた場合には、須恵器高杯と土師器小型高杯がほぼ同一となるが、
容量としてはやや器高が高くなる須恵器高杯と土師器中型高杯の方が近似している。この三者をならべた
際には、土師器の中型高杯が目立つ食膳となる。視覚効果が異なるのである。
　饗宴復元の試論　　このように神領 10 号墳出土土器群には、容量でみた場合、互換的なものとそうで
はないものが明確となる。第三点目として、共有の供膳器と個人別食器という観点から検討した場合、おお
よそ５～６セットの供膳器が西側クビレ部に配置されたと考えることができることをあげたい。ここでいう共有の
供膳器とは、飲食をもとにする複数人が共同で使う食器を指し、個人別食器とは銘々器とも呼ばれるが、飲
食をともにする人々が各自で使用するものである（佐原 1983、都出 1989）。共有の供膳器とみなせるものは、
土師器大型高杯である。把手付椀（大）や土師器杯（9）は、現代のビール大ジョッキが 700 ㎖前後のも
のが多いことに鑑みると、やや大型であるので共有の可能性も想定できるが、元来は個人別食器とみた方
がよいだろう。そして、他の供膳器については、当然、回し飲みという作法も想起できるものの、高杯など
は近似容量のものがまとまってあり、しかも複数あることを重視すれば、個人別食器としてみなすことが許さ
れよう。
　神領 10 号墳出土土器群の供膳具のうち、仮に 1 つの容量のまとまりを一人分とみなせば、１つのセットと
して、600 ㎖前後、500 ㎖前後、400 ㎖前後の須恵器高杯が１個体ずつ、土師器中型高杯と小型高杯、
杯が１個体ずつ、合計土師器と須恵器から成る6 供膳器 5 ～ 6 セットという構成が想定できる。この分け方
によると、例えば 500 ㎖前後の須恵器高杯は 3 個体と少ないが、ここに土師器中型高杯 8 個体の内から2
個体を分ければ、土師器中型高杯と同数となり、また土師器小型高杯や杯で足りないものは、須恵器杯身
や把手付椀により補うこともできる。土師器の高杯が多い組み合わせと須恵器杯身や把手付椀（小）が含
まれる構成と差ができるが、おおむね 5 ～ 6 人分のセットが復元できうる（２）。こうした組み合わせに関しては、
サイズの異なる供膳具 1 つ 1 つが個人別食器であるとみなせば、また違った復元も可能であり、食膳ではな
く５～６セットの神撰であった可能性ももちろんあるために、あくまで一試案となる。
　西側クビレ部から出土した土師器の甕は容量 2.7 ℓを測り、吹きこぼれ痕跡が口縁部に認められることか
ら炊飯調理がなされたと推定できるが、現代の 1 升 5 合炊きに近い。また、須恵器貯蔵具すべてを足した
容量は 324.71 ℓ～ 333.57 ℓを測る。三国志『魏志』にみられる「喪主哭泣し、他人就いて歌舞飲食す」
の記述を参照すると、葬送儀礼において貯蔵容器に満たされたのは液体であり、酒であった可能性は高
い。酒の醸造には甕容量全てを使用するのではなく、おおむね半分程度であったとみられているが、それで
もこの容量は大人数にふるまうことができる量となる。仮に貯蔵器一杯の酒が参列者に供されたのだとすると、
土師器杯 9 や須恵器把手付椀（大）を満たした場合には約 360 ～ 370 杯分、土師器杯や須恵器把手付
椀（小）では約 1200 杯分となる。半分程度と見積もった場合には、この半数程度となるが、それでも大人
数への供給が可能であったことは確実視できる。供膳器をもとに 5 ～ 6 セットの食膳は復元可能であること、
そして、それを上回る量の酒量と食糧の供給が可能であったことが神領 10 号墳出土土器から指摘できうる
のである。
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２．神領 10 号墳出土土器群の位置づけ 

　豊富な初期須恵器の供献事例であり、葬送儀礼に伴う饗宴の復元案提示の基礎資料も提供する、神領
10 号墳出土土器群の意義について、東アジア各地との比較、近畿地域における供膳具との比較、初期須
恵器出土古墳の性格という３点から検討をしていきたい。

　（１）　東アジア世界の貯蔵容器
　まず、須恵器の甕と東アジア各地の貯蔵器に注目することからはじめて、初期須恵器をふくむ古墳の築造
背景を考えたい。
　朝鮮半島南部、とりわけ洛東江流域における窯業技術を本格導入することによって開始された日本列島
の須恵器生産は、貯蔵器の生産に主眼が置かれていた（仲辻 2012、中久保 2019）。
　そして、同時期の加耶地域においても窯跡で陶質土器甕が大量生産され、墳墓に供献されている。例
えば、神領 10 号墳とほぼ併行するとみられる大成洞 93 号墳では、口縁の形状等が陶邑窯跡群の大甕と
酷似する甕が出土している。容量は 69.3 ℓである。破片資料では特大型とみられるものもある。破片資料
では慶尚南道梁山市虎渓・山幕洞遺跡窯跡出土資料では推定で 450 ℓを超す甕がみられるので、嶺南地
域では須恵器を超す容量の大甕生産がなされていたとみることができる。新羅・皇南大塚南墳では副槨内
より陶質土器甕が多数出土し、60 ℓ代から150 ℓ程度まで個体差があるが、その平均容量は約 97 ℓである。
封土より340.4 ℓの甕も検出されている。全羅南道羅州市東水洞遺跡では、殯に関係する施設（1 号住居）
が検出され、貯蔵器が複数認められる。なかでも大型のものの容量は 55.2 ℓである。
　百済では、神領 10 号墳と同時期ではないものの、風納土城慶堂地区 196 号遺構より西晋から東晋初
頭の銭文陶器甕とともに、陶質土器貯蔵器が出土している。この遺構は王宮の食事や祭祀に使われる飲
食物を貯蔵する施設と考えられている（権五榮他 2011）。銭文陶器甕は 33 点が出土し、その容量は 80
～ 110 ℓであった。なお、この遺構では、タイやフグなどの魚骨も検出され、魚醤などの醸造品が保管され
ていたことも推定されている。百済の陶質土器は 20 ℓ代の小型甕から200ℓを満たす大甕まで様 な々サイズ
の甕がある。主体となる甕は 100 ℓ程度であるものの、古墳時代前期の土師器壺が、東部瀬戸内系の大
型壺でも50ℓ、近畿地域の二重口縁壺や直口壺は 10 ～ 20 ℓであることをふまえると、先進性をうかがえる。
そして、須恵器の導入は東アジア世界の貯蔵器生産に比肩する変革となったのである。
　以上の事例を参照すると、神領 10 号墳から出土した貯蔵器は、東アジア世界においても比較的大きなサ
イズを含んでいることがわかる。葬送儀礼に伴なってふるまわれたと仮定すると、大規模な饗宴がなされたと
想定できるのである。

　（２）　近畿地域の供膳具との比較
　古墳時代中期は、須恵器の生産開始と供給によって、日本列島各地の在来土器に変化があった時期に
あたる（都出 1989、西 1982、宇野 1999）。
　近畿地域では、初期須恵器供膳器を豊富に出土する遺跡は、長原遺跡、久宝寺遺跡等と大阪湾岸を
中心とする遺跡に限定される（中久保 2009）。初期須恵器の供膳器は近畿一円にあまねく浸透するのでは
ない。長原遺跡群は、多量かつ多器種の陶質土器・初期須恵器が出土しており、その系譜は洛東江下
流域を中心とする加耶各地、栄山江流域など韓半島南部各地に及ぶ。一方、奈良県天理市の布留遺跡
宇久保地区では、集落高所の祭祀域とみられる場から土器群が得られているが、主体は土師器椀形高杯
であり、須恵器供膳器は含まれていない。須恵器の受容が早くに進行する近畿地域においても、こうした
集落差があることを考慮すると、神領 10 号墳における須恵器高杯の量がいかに豊富であることがわかる。
　また神領 10 号墳では、土師器高杯と須恵器高杯はほぼ同数となるが、須恵器の杯身は 2 個体と客体
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的であり、容量 200 ～ 450 ㎖は土師器の杯および小型高杯が主体となる。近畿地域でもTK73 ～ TK216
型式期においては、土師器の椀形高杯、無稜高杯が供膳器構成の中核を占め、その容量は 200 ～ 450 
㎖である。食卓風景を復元してみると、個々人が用いる椀形・無稜高杯に加えて、共有する大型有段高
杯が伴うあり方が一般的である。特定集落に限って、各々の食膳に須恵器と土師器からなる置食器、須恵
器の杯身・杯蓋がならぶといった、在来の供膳器に外来のものを取り入れた食事風景がみられる。神領 10
号墳は韓半島系渡来文化受容の先進的なあり方を取り入れていると評価できる。
　ただし、神領 10 号墳と近畿地域の集落出土土器では異なる点もある。それは神領 10 号墳では、須恵
器高杯と土師器の中型高杯が容量 500 ～ 700 ㎖を測るのに対し、この容量の供膳器は近畿地域では少な
い。この点は地域差として理解できるだろう。
　個人別食器の成立をめぐる議論においては、土師器高杯という置食器と須恵器杯身・杯蓋という手持ち
食器のどちらかを重視するかによって個人別食器の開始期をめぐる評価が異なってきた。しかしながら、個
人別食器は土師器の高杯および杯が弥生時代後期以来、その役割を担っていたといえる。須恵器の導入
に関しては食事作法を含む、新来の供膳器を導入したことの方が重要である。神領 10 号墳出土土器群は、
こうした供膳形態の移行期における取捨選択のあり方を示す好例となろう。

　（３）　初期須恵器出土古墳のなかでの位置づけ
　初期須恵器は、前方後円墳に加えて、陪冢や初期群集墳といった古墳に供献される事例が多い。
　たとえば、百舌鳥古墳群中にある寺山南山古墳は、上石津ミサンザイ古墳の後円部側外周にある陪冢で
あり、初現期の須恵器出土古墳である。墳丘が 2 段築成の方墳である寺山南山古墳は、葺石を有し、墳
丘長が長辺 44.8 ｍ、短辺 36.3 m を測る。土師器および須恵器が出土し、須恵器の器種は甕、蓋、器
台片などである。土師器は高杯、平底の小型壺などが確認できる。須恵器は細片が多いものの、蓋の型
式よりTG232 型式期であり、土師器高杯の時期とも矛盾しない。この時期に大型前方後円墳で須恵器祭
祀がなされた痕跡は十分に判明しておらず、一方で寺山南山古墳にみるように陪冢は先行して新たな儀礼
が取り入れられた可能性がある。寺山南山古墳はそうした事例と評価できよう。
　つぎの事例として、野中古墳を取り上げたい。墳長 225 ｍを測る墓山古墳の陪冢である野中古墳は、11
領もの甲冑を埋納した墳丘長 37 ｍを測る方墳である。野中古墳では、墳頂部より陶質土器・初期須恵器
が約 6800 片、土師器が約 2000 片検出され、陶質土器である小型把手付壺および小型蓋７点は墳頂部
の土器とは区別されて第 2 列遺物群に埋納されていた（北野 1976、高橋・中久保（編）2014）。墳頂上
より検出された陶質土器・初期須恵器は、中・小型壺とそれを載せた高杯形器台、台付壺によって主に構
成される。1 点のみ供膳器である須恵器高杯が出土した。土師器は、有蓋高杯が多数を占め、主として
供膳の道具として用いられたと考えられるが、二重口縁壺など貯蔵器種も最低 2 個体があったと推定でき、
特徴的な器種として土師器の𤭯がある。貯蔵・供献を中心とする機能は保水性の高い陶質土器・初期須
恵器、供膳は土師器と、機能分化を明瞭に意識しつつも、器質の違いを超えて供献土器が調えられたとい
える。土器の系譜を検討すると、小型把手付壺および小型蓋は金官加耶との共通性が高く、三角透窓高
杯は小加耶、蓋には大加耶系とみられるものがある。また𤭯は栄山江流域と共有された器種であり、土器
資料より韓半島各地との交流を復元することができる。神領 10 号墳と同様に多元的な交渉を反映している
蓋然性が高い。
　また、初期須恵器出土墳としては TK73 型式期～ TK216 型式期より造墓活動が活発となる初期群集墳
の存在も重要である。その代表的な事例である長原古墳群は現在 219 基が確認され、集落域と隣接するが、
豊富な陶質土器・初期須恵器、韓式系軟質土器から渡来人の定着とともに、鍛冶、漆工芸、玉作、馬
匹生産、紡織と複合的な工房の存在が推定できる遺跡である。TK73 型式期に築造された長原 45 号墳は、
杯身・杯蓋、無蓋高杯、𤭯、高杯形器台、筒形器台、中・大型甕と傑出した質と量の初期須恵器が供え
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られていた。筆者は長原古墳群の被葬者像として渡来系集団も含み、開発や交易、対外交渉といった実
務を担った新興勢力と理解している。
　古墳時代中期の儀礼は前代から続く土師器を用いた葬送儀礼の伝統を基盤としながら、そこに須恵器を
加えたものであった（高橋 1998、寺前 2012）。高橋克壽が、須恵器大甕の出現について𤭯の出土とあわ
せて酒宴あるいは献杯の要素を重視することは、神領 10 号墳出土土器の饗宴を復元するうえで、重要な
指摘である。また、楠本哲夫は、野中古墳や堂山 1 号墳などをはじめとするＴＫ208 型式期までの須恵器
を用いた儀礼には、土器破壊行為がともなうなど前代からの土師器を用いた祭式の要素がみられることを論
じたが（楠本 1994）、このことは野中古墳などを事例として、看取できる。同様に、神領 10 号墳では、須
恵器大甕は底部及び胴部下半を、中型甕１と大型壺は口縁部を、小型壺は底部が打欠かれている。台付
壺は脚部の大半を打欠く。打欠き儀礼に関しては弥生時代にさかのぼり、古墳時代前期では大阪府久宝寺
１号墳供献土器など、口縁部を打欠いた例があることも、いまの議論にとって重要である（浅岡 2002）。
　古墳時代中期に新たに台頭してきた陪塚被葬者層や初期群集墳被葬者層が採用した、伝統性を基盤と
しながらも新しく創出された葬送儀礼との共通性を、神領 10 号墳出土土器群は有しているといえる。

おわりに

　神領 10 号墳から出土した土器群を対象として、この資料が古墳時代中期における葬送に伴う飲食儀礼
復元に必須となる資料群となること、中期の新興勢力が創出した新たな葬送儀礼をいち早く取り入れたこと
を論じてきた。神領 10 号墳の造墓主体は、副葬品や出土遺物の系譜より、東アジア世界各地との広範なネッ
トワークの一結節点に位置していることは確実であるが、土器群からもこの評価が可能である。そして、伝
統性と先進性、在地性と国際性の融合が表象されているのである。

註
（1）　 南市東遺跡出土須恵器大甕は、現在、高島歴史民俗資料館に展示されている。高島市教育委員会および高島
　　歴史民俗資料館のご厚意により計測をさせていただいた。

（2）　 都出比呂志は、福岡県野黒坂遺跡出土土器を事例として、一つの竪穴住居に居住した人数は 4 ～ 5 人と想定して
　　いる（都出 1989）。また、須恵器杯身・杯蓋あるいは杯身を２列に並べた連銭状の土器配置を六文銭と呼んだ楠本哲
　　夫の研究も今の議論にとって参考になる（楠本 1992）。初期須恵器出土古墳の土器組成は、古墳単位での個性が顕
　　著であり、一般化するためにはさらなる資料増加が必要と考えるが、神領 10 号墳の供膳器構成を考えるうえで示唆
　　に富む。
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