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Abstract

This paper aims to reconsider the history of the Inba region in the 7th century through an archaeological study
of the horizontal stone chamber. As a concentration area of Late-Terminal period Kohuns and ancient temples,
Inba is a notable region to reveal the shift from the Kohun to Kodai period in eastern Japan.
A problem in understanding this region is the absence of a study on Ryukakuzi-Iwaya Kohun, because of the
lack of grave goods. However, the mound and horizontal stone chamber remain in excellent condition to address
this problem.
In 2018, the author attempted a three-dimensional measurement of the Ryukakuzi-Iwaya Kohun West chamber
and two other chambers of the same type (Ryukakuzi-Misoiwaya Kohun and Kamizyuku Kohun). Based on this,
this study analyzes these chambers from two perspectives: construction techniques and planning.
From the technological development perspective, this study reveals the construction sequence of these
chambers and analyzes the change in measurement system in the 7th century. Noteworthy is the planning similarity
of Iwayakohun’s West chamber and Sengenyamakohun‘s chamber (former ruler’s mound). Presumably, the
persons who constructed these two mounds belonged to the same branch, and Iwayakohun was a symbol
integrating the two groups, namely the external and internal.
Based on this conclusion, it is necessary to reconsider former interpretations of this problem. According to
previous studies on Iwayakohun, this mound was constructed by a ruler with a monolithic background, and the
relationship between Iwayakohun and Ryukakuzi temples is one of continuance. However, this research proves
that the East-West chambers of Iwayakohun had different backgrounds. This has implications in terms of why
such a large mound was built in this region. The continuity between Iwayakohun and Ryukakuzi Temple also
remains questionable. If the measurement system change occurred after the construction of Iwayakohun, the
ruling system in this region must also have changed. Moreover, it can be inferred that the person who controlled
these transformations is the one who constructed the new temple using new techniques.

はじめに
本稿の目的は、7 世紀印波の歴史を、貝化石⑴を使用した横穴式石室の考古学的研究から再検討することで
ある。印旛沼周辺は、後期〜終末期の古墳と初期寺院が集中する、東国における古墳から古代への移り変わり
──────────────────────────────────────────────────────────
⑴ 貝化石とは貝の化石を大量に含む軟質石材のことである。千葉県印西市を中心とする木下貝層が主な原産地とされ、取得さ
れる層の違いにより、
「貝化石砂岩」と「貝印象化石岩」に細別される（白井 2009）。しかし考古学研究においてこれらの違
いを厳密に分類しているものは少なく、慣例的に「貝化石」の略称が使用されている。本稿もこれに習い、原則として貝の化
石を大量に含む軟質石材を「貝化石」と記す。
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を解き明かすための重要地域である（図 1）
。
貝化石を使用した横穴式石室は、古墳時代終末期の当地域に限定的に存在する石室であり、龍角寺岩屋古墳
を中心とした首長層の動向を反映している遺構だと考えられる。しかし、この種の石室の位置づけについては
未だ研究者間での一致をみない。
本稿では、2018 年度に実施した龍角寺岩屋古墳西石室、龍角寺みそ岩屋古墳、上宿古墳の三次元計測の成
果をもとに（川村 2019a、川村 2019b）
、各石室の構築技術・企画の分析と構築過程の復元を試み、貝化石を
使用した石室の分類・構築順序を解き明かす。そして横穴式石室の系統から、龍角寺岩屋古墳を中心に 7 世紀
印波の歴史について考察する。

1

貝化石を使用した横穴式石室
現在確認される貝化石を使用した横穴式石室の総数はわずか 7 基であり、全て印旛沼周辺に分布する

（図 2）
。古墳時代後期の印旛沼周辺の古墳の埋葬施設は、霞ヶ浦一帯で特徴的に使用された雲母片岩、いわゆ
る筑波石を主要石材として使用していた。しかし、この石材の使用は龍角寺浅間山古墳という大型前方後円墳
の消滅をきっかけに衰退し、貝化石や凝灰質砂岩が主要な石材となる。
龍角寺岩屋古墳の主体部への貝化石の導入は、墳形だけに留まらない大規模な埋葬システムの転換を示すも
のであり、この古墳の位置づけにおける重要な要素だと捉えられてきた。また、他の貝化石を使用した石室も、
墳形が不明な上宿古墳を除けば、全て方墳とのセット関係にあることから、この種の石室は岩屋古墳の支配体
制を反映していると考えられている（上野 1992、永沼 1992）。
上記のような貝化石を使用した石室の重要性は、これまでも指摘・検討されてきたものの、その構築順序と
系統関係については不明な点が多い（上野 1992、草野 2016、白井 2009、白石 2002）。そこで本稿は、石室の
構造と企画の観点から、この種の石室の分類を試みる。

2

分析視角
本稿では、2018 年に実施した貝化石を使用した横穴式石室 3 基（龍角寺岩屋古墳西石室、龍角寺みそ岩屋

古墳、上宿古墳）の三次元計測の成果を基に、これらの石室の構造と企画についての分析を試みる（計測手法
や用語等については川村他 2019a、b を参照）
。
分析の手順は以下の通りである。まず三次元モデルより、石室構築の段階を示すと考えられる、目地や特徴
的な部位の抽出をおこなう。その後、画像処理と断面図の作図を利用して、石室の形態分析をする。これらの
分析結果を基に、石室の構築単位について検討する。次に、構築単位をもとに、石室の企画と尺度について検
討する。最後に、構築単位・企画の結果を組み合わせて、各石室の構築過程の復元を試みる。

3．分析
3−1

龍角寺岩屋古墳西石室

（1）石室各部と玄室内の目地の一致 石室のある部位と関連する壁面の目地は、石室構築における各段階、す
なわち構築上の単位を反映すると考えられる。西石室の目地と各部の関係は以下のようになる（図 3）。
⑵
①床棺部と仕切石は右側壁の 1 段目と 2 段目に対応（Z＝28.7cm、Z＝58.0cm）
。ただし、左側壁では右石室

ほど近似しない。
②奥壁 1 石目の高さは左右側壁の大型石材の高さ、そして石積 7 段目の目地に対応（Z＝141cm）。
③床棺部の長さと奥壁側の天井石 2 つが接する位置に対応（Y＝125.5cm）。
④左右側壁の縦目地と奥壁側の天井石 2 石の接続部が一致する。この縦目地により左右側壁の横目地が途切れ
──────────────────────────────────────────────────────────
⑵ 本稿では石室各部の位置を X,Y,Z の局地座標で表現するが、それぞれの定義は以下となっている。X：玄室右下隅を基準（＝
0）とし、石室の軸線に対し直交する座標軸。Y：玄室右下隅を基準（＝0）とし、石室の軸線に対し水平方向に平行な基準軸。
Z：玄室右下隅を基準（＝0）とし、石室の軸線に対し垂直方向に平行な基準軸。これらの詳細な設定については、川村他（2019）
を参照のこと。

126

7 世紀印波における横穴式石室の考古学的研究

図1

図2

印旛沼と周辺環境・遺跡

貝化石を使用した横穴式石室
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図3

玄室各部と目地の関連（龍角寺岩屋古墳西石室） S=1/100

ること、天井石の間に伱間があることから、この目地の前後で石室の構造が転換する可能性を指摘できる。
また近年の発掘調査で検出された凝灰岩の床面が Y＝346cm と玄門の間に位置することも、これより後ろ
の構造が特異である点を強調する。
（2）形態分析
次に、距離段彩図、傾斜図、断面図を利用して西石室の形態について検討する（図 4）。石室全体の形態を
規定する最も重要な要素は、持送りをつくるための左右側壁のせり出しと傾きであると考えられる。そのため、
左右側壁のせり出しと傾きについて距離段彩図と傾斜図から検討する。これらの図の基準面は、右側壁では X
＝0cm、左側壁では X＝173.4cm である。
距離段彩図と傾斜図より、西石室では Z＝141cm を境に壁面のせり出しと傾きが変化することが確認でき
る。両側壁ともに玄門側の上部に行くほど石材がせり出していくが、その最大値は右側壁約 50cm、左側壁約

90cm と、左右で 40cm の開きがある。特にせり出しが強くなるのは Z＝141cm からである。この高さを超え
たところで、右側壁では等高線の傾きが変化し、左側壁では等高線の間隔が狭まっていく。こうした傾向は傾
斜図でも認めることができる（このことから、両側壁は完全に対称でないこともわかる）
。また、両側壁とも
に Y＝346cm の縦目地を境に急激に飛び出す。特に顕著なのが左壁の上部でありわずか 2〜3 段の石積みで

40cm 以上せり出している。
画像処理の結果から、Z＝141cm より上での側壁の変化と Y＝346cm 以降での石材の過剰なせり出しが、こ
の石室の形態的な特徴といえる。これについて、任意位置での断面図を作図し、更に検討を加える。
断面図からも、Z＝141cm を境とした側壁の変化を確認することができる。この傾向は大型石材が配されて
いる箇所で特に顕著である。また Y＝210cm や Y＝270cm の図からは、壁面下部の立ち上がりが異なる様子
を見て取れる。最後の Y＝380cm の断面形は、両側壁の上部が極端にせり出し、三角形に近い形を取る。こ
の部位と Y＝320cm の断面図を重ねると、異常に石室内部にせり出していることがはっきり見て取れる（図 5）
。
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図4

形態分析（龍角寺岩屋古墳西石室）

形態分析の結果として、この石室では Z＝141cm を境に石材のせり出しや傾斜を変化させ、持送りをつくる
ことを指摘できる。またこれに加えて、縦目地を構成する石材が明らかに玄室内部に異常にせり出しており、
構造として異質であることも確認できる。
こうした持送りのありかたは、隅角のつくりと関連する。西石室の奥壁隅角のつくりは、奥壁の上段と下段
で異なる（図 6）
。奥壁下段は、左右の大型石材と両隅角を構築しており、左右共に側壁が奥壁に勝つ⑶。他
方奥壁の第 2 石は、側壁の 8 段目と 12 段目と接し、奥壁が側壁に勝つつくりとなっている。こうしたつくり
の変化が、上段での石材をせり出し容易にし、壁面の変化を生んだと考えられる。
（3）構築単位
岩屋古墳西石室の構築単位は床面から Z＝141cm までの構築単位 1、Z＝141cm から天井までの構築単位 2、

Y＝346cm から玄門までの構築単位 3、の 3 つに大別できる（図 7）。
・構築単位 1：奥壁第 1 石と左右の大型石材の高さ（Z＝141cm）基準とする、石室の基礎となる構築単位。
・構築単位 2：Z＝141cm から天井までの間。側壁の傾きとせり出し度合いが変化し（持送りの形成）、最終的
に天井構築に至る構築単位。
・構築単位 3：Y＝354.0cm の縦目地を境とする構築単位。縦目地を境に横目地が途切れている点、床面に凝
灰岩が使用されている点、壁体に大きな歪みが生じている点から、構築単位 1、2 とは異なる構築単位だと
考える。

3 つの構築単位のうち 1 と 2 は、床面から天井へという連続した構築の流れを想定できるが、構築単位 3 を
──────────────────────────────────────────────────────────
⑶ 本稿では、ある石材 A が他の石材 B の側面に入り込むことで角をつくる石材間の関係について、
「A が B に勝つ」と表現する。
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そうした流れで理解するのは難しいと考える。
（4）石室の企画と使用尺度
次に石室の構築単位や形態を定めたであろう、企画
や尺度の存在について検討する。分析方法は以下の通
りである。①三次元モデルから得られた計測値をもと
に、各部の比率を計算、②石室全体の基準だと想定で
きる部位の計測値を任意の数で等分、③得られた等分
値を仮尺とし、各部との比率を再計算する。なお計測
においては、前項で指摘した構築単位毎の長さについ

図 5 Y＝270 と Y＝380 の重ね合わせ図

S=1/100

ても含めるものとする。
表 1 は岩屋古墳西石室の各部の計測結果と比率、仮
尺の計算結果で、構築単位 1 高を基準とした各部の比
率について注目したい。構築単位 1 の高さ（141cm）
に対する各部の比率は、全長が約 3.5、玄室長が約 3、
玄室高が約 1.75、奥壁高が約 1.5、奥壁幅が約 1.25、
玄門長が約 0.5、玄門高が約 1、奥壁から床棺部まで
の距離が約 0.75 である。これに加え、構築単位との
比率ついても、構築単位 1 の長さが約 2.5、構築単位

2 の高さが約 0.75、長さが約 2.5、構築単位 3 の高さ
が約 1.5、長さが 0.5 となる。
こうした結果から構築単位 1 の高さが構築の基準
であると仮定した（この値については、床棺部で隠れ

図6

隅角のつくり（龍角寺岩屋古墳西石室） S=1/80

ている箇所を含めた奥壁第 1 石の高さに近似すると

図7

130

構築単位（龍角寺岩屋古墳西石室） S=1/100

7 世紀印波における横穴式石室の考古学的研究

表1

構築企画計算表（龍角寺岩屋古墳西石室）
֦෨ർི

ܯʤFPʥ

સௗ

ऊࢋٱ

࣪ݲԟௗ

Ԡป

Ԡป߶

ݲ߶

ݲ

জ෨ௗ

ୱҒ̏߶



Հऊർ







સௗ



























࣪ݲԟௗ



























ӊปௗ



























ࠪปௗ



























ӊป߶



























ࠪป߶



























Ԡปʤজʥ



























ԠปʤళҬʥ



























Ԡป߶
জʤ࠹ঘʥ





















































ళҬʤ࠹ঘʥ
ݲʤళҬʥ









































































































ݲʤজʥ
ݲ߶
জ෨ௗʤӊปʥ



























জ෨ௗʤࠪปʥ



























ୱҒ̏ௗʤӊปʥ



























ୱҒ̏ௗʤࠪปʥ



























ୱҒ̏߶



























ୱҒ̐߶



























ୱҒ̑ௗʤӊปʥ



























ୱҒ̑ௗʤࠪปʥ





















































ୱҒ̑߶

考えられる）。基準値と各部の比率の多くが 4 の約数であるため、141cm を四等分し仮尺を求めた。仮尺の値
は 35.25cm である。分析においては仮尺と石室各部の関係を視認するために、表計算だけでなく、仮尺グリッ
ドの設定も実施した（図 8）
。
仮尺と各部の比率は、全長 14 尺、玄室長 12 尺、奥壁幅 5 尺、玄室高 7 尺、玄門高 5 尺となる（図 9）。な
お奥壁幅については 173cm で、仮尺比 4.87 であるものの、床棺部で隠れている部分を考慮すると、実際の幅
はもう少し広いことが予想され、仮尺 5 尺となることが予想できる。各構築単位との比率も整数比となる。構
築単位 1 は長さ 10 尺、幅 5 尺、高さ 4 尺、構築単位 2 は長さ 10 尺、高さ 3 尺、構築単位 3 は長さ 2 尺、幅

4 尺、高さ 6 尺である。各部が整数比で整うことから、35.25cm がこの石室の企画に使用された尺であるとい
える⑷
（5）構築過程の復元
岩屋古墳西石室の構築過程の復元を試みる。構築過程は、構築単位と同じく大きく 3 つの段階にわかれる
（図 10）
。
第 1 段階は、石室の基礎をつくる工程である。この段階では、幅 5 尺、長さ 10 尺、高さ 4 尺の石室の基礎
がつくられる。段階内の細かい順序は、①奥壁と左右の大型石材の設置、②床面の構築と側壁 3 段目までの積
み上げ、③側壁 4〜7 段目の積み上げが想定できる。特に重要なのは奥壁と左右の大型石材の設置であり、幅

5 尺、高さ 4 尺の石材を、同じく高さ 4 尺の石材で挟み込むことで角をつくり、石室全体の幅および構築単位
の高さを確定させる工程であったと考えられる。
第 2 段階は石室の上部をつくる工程である。この段階では高さ 3 尺、長さ 10 尺分の石が積まれる。この段
──────────────────────────────────────────────────────────
⑷ この結果から、奥壁の石材は高さ 4 尺、幅 5 尺の規格を意識して加工されたと考えられる。また、左右の大型石材や奥壁の
第 2 石目についても、高さ 4 尺と 3 尺の規格を守って加工されたと考えられる。こうした石材の加工と尺度の関係を表すもう
一つの重要な例が、単位 3 と玄門である。これらは石材 1 石を積み上げることで構築されるが、その石材の平均長は約
72cm、すなわち 2 尺である。これらの単位では、2 尺に丁度の長さの石材で構築することで、単位全体の長さを規定した可能
性がある。
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図8

仮尺グリッドの適用（龍角寺岩屋古墳西石室） S=1/100

図9

構築企画（龍角寺岩屋古墳西石室） S=1/100

階では、持送りをつくることが重視されたと考えられる。隅角を奥壁が勝つ構造に変え、両側壁を玄室内部に
向けてせり出していくことで、壁面の傾きをつくる。側壁の積み上げ後に天井石を 4 石置き、奥壁側の石は長
さ 3 尺である。石材の長さを床棺部と合わせることで、床棺という空間を強調する狙いがあったと考えられる。
第 3 段階は、構築単位 3 と玄門をつけくわえる工程である。縦目地をつくること、石材が異常に飛び出し
ていること、床面の石材が他と異なることから前記の構築単位とは異なる構造といえる。この構築単位は楣石
との関係、天井の片岩の使用方法、石材規格から、玄室よりもむしろ玄門と連動してつくられたと考えられる。
そのため構築順序は框石の構築、玄門側壁の積み上げ、楣石の配置にあわせて石材を一段ずつ積み上げたと想
定できる。第 3 段階でつくられる箇所の大きさは、幅 4 尺、長さ 4 尺、高さ 6 尺＝2：2：3 と全て整数比で整
い、独立して企画されたかのような構造となっている。
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図 10 構築過程の復元（龍角寺岩屋古墳西石室）

構築過程の復元より、龍角寺岩屋古墳西石室は、石室の企画と石材の加工において非常に高い技術を持って
いると評価できる。しかしその一方で石積みについては、前者ほど習熟しておらず、持送りのつくりなどに荒
さが残る。軟質石材である貝化石を加工することは容易であったが、その積上げ、安定性の確保は困難であっ
たとみられる。
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3−2

龍角寺みそ岩屋古墳

（1）石室各部と玄室内の目地の一致
みそ岩屋古墳の目地と各部の関係については以下の 2 点が挙げられる（図 11）。
①側壁 1〜2 段目と框石 2 段目と 3 段目の高さが対応（Z＝38.5cm、Z＝54.7cm）。
②玄門側壁のつなぎ目と玄室の 6 段目の対応 Z＝130.1cm。
③天井石と仕切石の位置は一部対応する（Y＝97.2cm）。
（2）形態分析
左右側壁のせり出しと傾きについて、距離段彩図と傾斜図から検討する（図 12）。両図の基準面は右側壁で
は X＝0cm、左側壁では X＝199.6cm である。
両図よりこの石室では側壁を段階的に構築した可能生が指摘出来る。距離段彩図からは、1〜3 段目までに
際だった色と等高線の変化を見ることができない。色調と等高線の変化が認められるのは 4〜5 段目からであ
る。傾斜図からは両側壁の傾きが、1 段目、2〜3 段目、4〜5 段目、6〜9 段目と段階的に強くなっていく様子
が確認できる⑸。つまり両側壁についてはは、段彩図からみると 4 段目を境として 2 段階にわかれ、傾斜図か
らみると 4 段階にわけることができる。
画像処理より、側壁のせり出しと傾きの段階的を確認した。これについて断面図より更なる検討を加える。
断面図からみると、1 段目から 4 段目は床面に対してかなり垂直に立ち上がっており、5 あるいは 6 段目から
せり出しと傾きが急なものになることが確認できる。また、傾きについては天井に近づくほど急になっていく。
上記よりこの石室では、石材のせり出しや傾きを段階的に変化させることで持送りを形成したと指摘出来
る。この内 4 段目での変化については、隅角との関連が考えられる。奥壁隅角の作りは、1〜3 段目では側壁
が奥壁に勝つが、4 段目以降では奥壁が側壁に勝つ（図 13）。これにより、4 段目以降では石材のせり出しが
容易となり、持送りの形成が進むと考えられる。6 段目より上で更に傾斜が強くなることについては、5 段目
の目地と玄門側壁の接続部が対応することと関連すると考えられる。

図 11 玄門各部と目地の関連（龍角寺みそ岩屋古墳） S=1/100
──────────────────────────────────────────────────────────
⑸ 2〜3 段目については、石材の破損部が広いため識別が困難だが、生きている面より傾斜は弱いと判断した。
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図 12 形態分析（龍角寺みそ岩屋古墳）

（3）構築単位
みそ岩屋古墳の石室の構築単位は大きく以下の 4 つに分
けられる（図 14）。
・構築単位 1：奥壁、玄室床面、玄室側壁 1〜3 段目、玄門
側壁 1 石目、框石からなる石室の基礎となる構築単位。玄
門側壁の下段については、奥壁の代わりに構築の基準に
なった可能性が指摘できる。
・構築単位 2：玄室側壁 4〜6 段目からなる構築単位。この
構築単位から隅角のつくりは変化し、側壁のせり出しが始
まる。

図 13

隅角のつくり（龍角寺みそ岩屋古墳）
S=1/100

・構築単位 3：玄室側壁 6〜9 段目、天井石からなる。持送りが完成し、天井石がつくられる構築単位。その
ため側壁のせり出しと傾きは強い。
・構築単位 4：羨道。
（4）石室の企画と使用尺度
石室の企画について検討する。表 2 はみそ岩屋古墳の石室各部の計測値と、それぞれの比率を計算したもの
である。表より奥壁幅と高さが 1：1 の比率であり、玄室の長さはその約 1.5 倍であることが指摘できる。ま
たこの値と、奥壁から仕切石までの距離は、それぞれ 0.5 と 1 である。これより奥壁幅を基準と想定し、5 等
分値、6 等分値、7 等分値を算出し、比率を再計算した。
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図 14
表2

構築単位（龍角寺みそ岩屋古墳） S=1/100
構築企画計算表（龍角寺みそ岩屋古墳）
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再計算の結果、7 等分値（28.51cm）が仮尺である可能性が高いといえる（図 15）。奥壁の幅と高さが 7 尺、
玄室長さが 11 尺、奥壁から仕切石までの距離がそれぞれ 3.5 尺と 7 尺となる（図 16）。
ただし、構築単位との関係をみると、玄室側壁や玄門側壁などで、尺と各構築単位の大きさが一致しない例
が見られる。例えば玄門側壁は 4.5 尺であるし、側壁 2 段目と 5 段目は構築単位の境ではないが、その高さは
仮尺 2 尺、5 尺に一致する。7 等分値を仮尺とする設定が誤っている可能性や半尺が使用されていた可能性な
どが考えられ、注意する必要がある（例えば 6 等分値を仮尺とてもある程度成立する）
みそ岩屋古墳の石室の企画が、奥壁の幅を基準としたことは間違いない。しかし尺について断言することは
難しく、ここでは 7 等分値である 28.51cm の可能性が高いと指摘するに留めたい。
（5）構築過程の復元
みそ岩屋古墳の石室構築過程は大きく 2 つの段階にわけることができる（図 17）。
第 1 段階は構築単位 1 と 2 からなる。幅 7 尺、長さ 11 尺、高さ 7 尺の石室の基礎を構築する工程である。
細かい構築順序は、①奥壁、側壁 1 段目、玄門側壁、框石の設置、②側壁 2〜3 段目の積み上げ、③側壁 4〜6
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図 15

仮尺グリッドの適用（龍角寺みそ岩屋古墳） S=1/100

図 16

構築企画（龍角寺みそ岩屋古墳） S=1/100

段目の積み上げ、だと考えられる。特に重要なのが、①の工程であり、これにより石室の床面の形と、構築単
位の高さ（4 尺半）が現場に明示される。側壁の積上げは、3 段目と 4 段目の間で隅角のつくりと壁面の傾き
が変わることから、異なる工程と考えられる。なお、6 段目の目地が仮尺 5 尺に相当するため、玄門側壁では
なく、こちらが石積みの基準となった可能性もある。
第 2 段階は構築単位 3 からなる、玄室の上部を作り上げる工程である。細かい構築の順序としては、①玄
室 7〜9 段目の積み上げ（持送りの完成）、②玄門側壁 2 石目と天井石の配置である。②で置かれる石材の前
後関係は、接続部が存在しないため不明である。羨道については、玄門側壁との関係から、玄室の構築が完了
した後につくられたと考えられる。
この石室の構築における最大の特徴は、奥壁が 1 石でつくられていることである。これにより第 1 段階で
玄室の高さ、長さ、幅の全てが現場に示され、その後の作業を容易にしたと考えられる。また、奥壁が巨大で
構築単位の基準とならないため、玄門側壁を 2 石とし、玄門側に構築の基準を置いたと考えられる。みそ岩屋
古墳の石室は、その企画を早期に視覚化する工夫がなされた石室であり、構築の簡易化を試みたものであると
評価できる。
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図 17 構築過程の復元（龍角寺みそ岩屋古墳）

3−3

上宿古墳

（1）石室各部の構造と目地
上宿古墳の石室の目地と各部の関係は以下のようになる（図 18）。
①玄門下端の高さと側壁 2 段目の高さは対応していた可能性がある。
②奥壁第 1 石と左右側壁 4 段目の高さを比べると側壁がやや高い。
③玄門立柱石と玄室側壁 5 段目、立柱石と 6 段目はそれぞれ対応する（Z＝156.4cm と Z＝176.4cm）。玄室と
玄門立柱石、立柱石は、奥壁側ではなく玄門側の目地で合わせたと考えられる。
また上宿古墳では、左右側壁で石積みの段数が異なる。段のズレは 4 段目で起こり、右側壁の 7 段目で調
整がなされている。
（2）形態分析
左右側壁のせり出しと傾きについて、距離段彩図と傾斜図から検討する（図 19）。上宿古墳における両図の
基準面は右側壁では X＝0cm、左側壁では X＝208.5cm である。
距離段彩図からは確認しにくいが、傾斜図を見ると、2 段目から 4 段目の傾きが他より強い。壁面全体の流
れは、1 段目は床面に対して垂直に立ち上がり、2〜4 段目は玄室内部に逆アーチ状にせり出し、5 段目以降で
再び傾きが弱くなり、垂直に近づく。
画像処理より、側壁中腹が石室の形態、持送りの形成において重要な部位であったと考えられる。これにつ
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図 18

玄室各部と目地の関連（上宿古墳） S=1/100

図 19

形態分析（上宿古墳）
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いて断面図から更に検討を進める。
断面図も傾斜図と同様の傾向を示す。左右側壁のラインは中央で玄室内部にやや飛び出すような弧状を描
く。また奥壁付近では台形状の立面計が、玄門側にいくにつれて矩形となる様も確認できる。
側壁 2〜4 段目で壁面が玄室内部にやや飛び出すことが、上宿古墳の石室の形態上の特徴といえる。こうし
た形態と奥壁のつくりの関連を考える。この石室の奥壁隅角は基本的に奥壁が勝つ（図 20）。そのため、石材
のせり出しや石室の幅の調節は容易だが、他方、岩屋古墳のように石積みの途中に持ち送りの起点をおくこと
は難しい。そのため、2 段目という比較的低い位置から持ち送りをつくり始めたと考えられる。5 段目から壁
面の傾きが再び垂直に戻るのは、低い位置から石材のせり出しを始めたため、左右側壁の幅は中腹で充分に減
少し、上段で傾きを修正する必要が生じたからだと考えられる。
（3）構築単位
上宿古墳の石室の構築単位は大きく 4 つにわかれる（図 21）。
構築単位 1：奥壁第 1 石、側壁 1〜2 段目、框石からなる石室の基礎となる構築単位。
構築単位 2：玄室 3〜4 段目からなる構築単位で、特に側壁の傾斜が強い箇所。4 段目は特に厚手の石材を使
用し、左壁では切組を適用して目地を整えている。この構築単位は意図的に奥壁を超える高さで設定したと考
えられる。
構築単位 3：奥壁 2 石目、玄室側壁 5 段目、玄門側壁からなる構築単位。
構築単位 4：右壁 6〜8 段目、左壁 6〜7 段目、天井石、楣石、立柱石からなる構築単位。

図 20 隅角のつくり（上宿古墳） S=1/100

図 21
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（4）石室の企画と使用尺度
表 3 より奥壁幅と高さの比率が 1：1、奥壁の各石材の高さがその約半分であることに着目が指摘できる。
他に際立った比を示す部位がないため、奥壁幅が基準であると仮定し、その 5 等分値、6 等分値、7 等分値を
算出し、比の再計算を行った。
再計算の結果、7 等分値（29.79cm）が仮尺であるといえる（図 22）。奥壁の幅と高さ 7 尺、玄室右壁の長
さ 10 尺、左壁 9.5 尺、天井幅 3 尺、天井長 9 尺となる（図 23）。各構築単位との比率についても、構築単位 1
高 2 尺、構築単位 2 高 2 尺、構築単位 2 から天井までの高さ 3 尺、床面から玄門側壁の上端の高さ 5 尺、楣
石高 2 尺、床面から立柱石上端の高さ 6 尺となる。
このことから、奥壁幅とその 7 等分値（29.79cm）を尺として使用したと考えられる。

表3

構築企画計算表（上宿古墳）
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図 22

仮尺グリッドの適用（上宿古墳） S=1/100
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図 23

図 24

構築企画（上宿古墳） S=1/100

角度の計算が想定される事例（上宿古墳） S=1/100

（5）角度の計算

29.79cm を仮尺とすると、この石室では玄室の床面から天井に至る各部が、尺と一致する。そしてこれによ
り、石室各部の傾きも尺より算出され、企画されていた可能性が指摘できる。
例えば、右側壁は床面長 10 尺、高さ 7 尺、天井長 9 尺である。右側壁の奥壁側は垂直に立ち上がるため、
天井の長さは床面より 1 尺分短くなる。つまり、側壁端部の傾き約 10 度は、短辺 1 尺、長辺 7 尺の直角三角
形の挟角となる。尺の差分から角度が求められる例は、この他、奥壁と床面でも見られる（図 24）。
これらは企画段階で計算されたものであり、石材の置き方にも影響を与えていると考えられる。奥壁隅角の
つくりが岩屋古墳やみそ岩屋古墳と異なるのは、傾きの調整が容易であるからではないだろうか。また玄門側
壁や立柱石が石材自体の長さではなく、床面から上端までの高さで尺に合うこともこれを示唆する。
（6）構築過程の復元
この石室の構築過程は大きく 3 つの段階にわけることができる（図 25）。
第 1 段階は構築単位 1、2 からなる。幅 7 尺、長さ 10 尺、高さ 4 尺の基礎をつくる行程である。細かい構
築順序は、①奥壁第 1 石、石積みの 1 段目、框石の配置。奥壁幅は石材を直接加工
するのではなく、側壁の石材のせり出しを調節して定めた。②玄室側壁 2 段目、框石 2 段目の配置、③玄室
側壁 3〜4 段目の積み上げである。4 段目については厚手の石材を積み、意図的に奥壁の第 1 石よりも 10〜
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図 25

構築過程の復元（上宿古墳）

20cm ほど高く目地をつくることで、奥壁上段に対する鉤としたと考えられる（高木 1974）。
第 2 段階は構築単位 3 からなる。石室の中腹と高さ 7 尺の奥壁が完成する工程である。細かい構築の順序
は①奥壁第 2 石目の設置、②側壁 5 段目の配置、③玄門側壁の設置（この際側壁の端部を尺度差から算出さ
れる約 10 度の傾斜を保つように現地で調整）と考えられる。
第 3 段階は天井と玄門をつくり、玄室の構築を締める工程である。この段階の企画は、楣石高 2 尺、立柱
石高 6 尺、天井長 9 尺、天井幅 3 尺である。細かい構築の順序は①玄室側壁の完成、②楣石の設置、③立柱
石の設置、④天井石の設置である。石材の先後関係から、楣石が天井石より早く置かれたことは間違いない。
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また立柱石は楣石と玄門側壁の固定のために存在すると考えると、玄門に最も負荷のかかる天井石の設置前に
置かれたと想定できる。
上宿古墳の石室では、床面から天井に至る各部に尺の適用を認めることができ、またそれにより石材の傾き
を算出していたと思われる。そしてその造営者（集団）は、こうした企画を忠実に反映するだけの、高い石室
構築技術を有していた。つまるところこの石室については、貝化石を使用した石室の構築に習熟した集団に
よって、企画・構築がなされたものだと評価できる。

4

考察

4−1

貝化石を使用した横穴式石室の系譜

（1）3 石室の属性比較

3 石室の分析結果を比較し、その先後関係について検討する（表 4）。
石室の立面形について比較すると、岩屋古墳とみそ岩屋古墳は中段が膨らむ台形状であるのに対し、上宿古
墳は中腹が玄室内にせり出すような台形状を呈す。こうした立面形は持送りのありかたに左右され、その持送
りは奥壁隅角のつくりの影響を受ける。岩屋古墳西石室とみそ岩屋古墳の隅角は、上下で異なるつくりをして
表4
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いる。他方、上宿古墳の隅角は床面から天井まで同じつくりである。岩屋古墳西石室とみそ岩屋古墳の立面形・
隅角のつくりを比較すると、大型石材の有無、つくりが変わる高さの差、傾きの変化の明瞭さから、〈岩屋古
墳→みそ岩屋古墳〉と考えられる。上宿古墳は、隅角の構造を新しくしたその次の技術段階であると評価でき
る。また平面形についても、矩形の岩屋古墳とみそ岩屋古墳に対し、撥型の上宿古墳と対比できる。
つまり形態分析からは、〈岩屋古墳西石室→みそ岩屋古墳→上宿古墳〉という変遷が指摘できる。これは各
石室の石材の企画と、側壁の石積み段数からも見て取れ、この種の石室では時期を経るにつれ「石材の大型化」
、
「段数の減少」が生じていくことを指摘できる（図 26）。
次に尺度と企画である。西石室の仮尺 32.25cm は高麗尺、上宿古墳の仮尺 29.79cm は唐尺と考えられ⑹、
〈岩
屋古墳西石室→上宿古墳〉という順序が想定できる。みそ岩屋古墳の仮尺 28.51cm を、この数字だけで唐尺
であると断定することは難しい。しかし奥壁幅 7 尺、幅：高さ＝1：1 という点で上宿古墳と共通する石室が、
約 1cm だけ短い尺を使用して企画されたとは考えにくく、みそ岩屋古墳も唐尺で構築されたと考えられる。

1cm の差は、尺ではなく構築技術の差を反映していると考えられる。両古墳を比較すると、天井に至るまで
尺が反映されている点、それを利用した角度の計算が想定できる点から、上宿古墳の技術的な優位が指摘でき
る。尺（企画）を現場に反映する点でも、みそ岩屋古墳は技術的に未成熟であったと考えられる。上記より、
企画と尺度からも〈岩屋古墳西石室／みそ岩屋古墳→上宿古墳〉という変遷になる。
（3）貝化石を使用した横穴式石室の分類
前節の結果より、持送りの形と石室の企画（特に奥壁幅と高さの比率と仮尺）を分類の軸とし、残りの 4 基
を含めた石室の分類を行った（表 5、図 27）
。
〈第 1 類：龍角寺岩屋古墳の東西石室〉 高＞幅の奥壁を 2 石でつくり、約 35cm の尺を使用。側壁の傾きは
奥壁に合わせて変化する。平面形は長さが幅の倍以上ある矩形を呈す。
〈第 2 類：みそ岩屋古墳、上福田 13 号墳〉 奥壁幅：高＝1：1 で、約 30cm の尺を使用。平面形は、第 1 類
に比べ幅広の矩形である。床面から徐々に傾く、アーチ状の持送りをつくる。石室の構築時期については、唐
尺の使用より龍角寺と同時期（7 世紀第 3 四半期）を想定する⑺。
〈第 3 類：上宿古墳〉 奥壁幅：高＝1：1 という点、約 30cm の尺を使用する点は第 2 類と同じ。隅角の作り、
表5

その他貝化石を使用した横穴式石室の企画計算表

ܯ෨Ғ
آԲݻก
౨੶࣪

ֱྀ࣋
ߺก

ෳీ
ߺก

ෳీ
آԲݻก

ܯ

Ԡป







Ԡป











Ԡป߶











࣪ݲௗ











Ԡป



















Ԡป߶
࣪ݲௗ











Ԡป











Ԡป߶











࣪ݲௗ











Ԡป











Ԡป߶











࣪ݲௗ ௗ











࣪ݲௗʤʥ











──────────────────────────────────────────────────────────
⑹ 本稿での古墳時代における尺度と時期の関係については、岸本（2004）を参考とする。
⑺ 龍角寺の年代については山路（2013）を参考とする。また、この年代は上福田 13 号墳の前庭部から出土した須恵器蓋や有
台杯の年代とも合致する。
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撥型の平面形、尺度の適用度合いから、第 2 類より優れた
技術で構築された石室。構築時期は、第 2 類に対する技術
的優位と木下別所廃寺の存在より 7 世紀末を想定する。
〈第 4 類：上福田岩屋古墳、龍角寺 104 号墳〉 幅＞長の
平面形を持つ類。後述するが、この類の石室の位置付けに
ついては論が分かれる。また、データが不足しているため
使用尺についても言及することも難しい。
以上、三次元計測の結果をもとに、貝化石を使用した横
穴式石室を分類した。1 類と 2，3 類の間で尺と奥壁幅：
奥壁高の比率が変わることから、これらの石室は異なる技
術で構築されたと考えられる。
4−2

横穴式石室からみる龍角寺岩屋古墳の被葬者像

龍角寺岩屋古墳西石室と東石室および龍角寺浅間山古墳
の比較を行ない、竜角寺岩屋古墳の被葬者像について検討
する。
まず、岩屋古墳西石室と浅間山古墳について検討する。
両石室の平面形が類似する点は既に指摘されているが（白
井 2009）
、図面を重ね合わせると石室間の類似は平面形に
留まらない（図 28）
。岩屋古墳西石室は浅間山古墳の石室
をベースに、持送りを付け加えたかのような構造をしてい
る。
東西石室の関係を使用尺の点から見ると、東石室は西石
室にくらべ、幅 1 尺、長 5 尺分大きい石室となっている
（表 5）
。
西石室は、前代首長の石室企画を踏襲しつつ、新しい技
術を用いて構築された石室だと評価できる。これに対して
東石室には、西石室のような浅間山古墳とのつながりは存
在しない。奥壁幅の尺差、構造の細部の違いから、西とは
異なる石室をモデルとしたとも考えられる。東西石室には
それぞれ、印波国造の系譜である西石室と、そのモデルは
不明だが、西石室を凌駕する規模の東石室という性格を与
えることができる。
これまでの龍角寺岩屋古墳の被葬者には、一つの氏族名
があてはめられてきた。しかし、東西石室の被葬者がもつ
背景は異なるものである。東石室には大型方墳や双室墳と
の関連をもつ外来の人物、西石室には印波国造の直系の
（あるいはそれに近い）人物がそれぞれ被葬された。加え
て言えば、異なる背景の人物が一つの墳丘にまとめて埋葬
されるところに、双室墳としての意義があると言える。
4−3

7 世紀印波と貝化石を使用した横穴式石室

本節では、貝化石を使用した横穴式石室の分類と岩屋古
墳の東西石室の被葬者像より、7 世紀の印波地域における
146
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図 28 龍角寺岩屋古墳西石室と浅間山古墳の石室の重ね合わせ図

縮尺不同

石室の系統についてまとめる。
（1）龍角寺岩屋古墳とみそ岩屋古墳、上福田 13 号墳
龍角寺岩屋古墳で一つの墳丘にまとめられた東西石室の 2 系統は、その後、統合されることなく次代に続く
と考えられる。これについて、上福田 13 号墳を起点に論証する。
上福田 13 号墳の石室は第 2 類に属する。しかし、この石室の側壁・床棺部といった細部構造は、みそ岩屋
古墳よりも岩屋古墳西石室に近い。こうした類似は、浅間山古墳と西石室のそれに近く、上福田 13 号墳はこ
れらの石室の系統を継いでいると捉えられる。
上福田 13 号墳を西石室の系譜とすれば、みそ岩屋古墳が東石室の系統を継いだと考えるのが妥当であるだ
ろう。みそ岩屋古墳と上福田 13 号墳の奥壁幅の尺差（1 尺）が、東西石室の奥壁幅の尺差と同じであることは、
これを強く示唆する。立地からみても、上福田古墳群ではなく、龍角寺古墳群の石室が東の系統を継ぐことは
自然といえる。
このことから、東西石室の系譜は、それぞれ異なる古墳に継承されたと考えられる。
（2）上宿古墳とみそ岩屋古墳
上宿古墳を、木下別所廃寺と同時期に造営された古墳と考えると、みそ岩屋古墳と強い関係をもつ古墳であ
る可能性が指摘できる。
上宿古墳の被葬者が東石室、みそ岩屋古墳の系統に連なる人物だとすれば、上宿古墳の被葬者は、いわゆる
「印波の分割」に中心的に関わった人物である可能性がある（印波の分割については杉山 1995、川尻 2003 等
を参照）
。現在の印西市大森は印旛郡の北部にあたる土地であり、近隣には「ミヤケ」の音の地名が残る。古
墳時代の終末から古代にかけて当地域を支配した権力は、上宿古墳を中心とした岩屋古墳由来のものである可
能性は否定できない。
ただしこれらはあくまでも関連遺跡を踏まえた解釈である。石室の分析からは、上宿古墳の 2 類に対する技
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術的な優位が指摘できるに過ぎない。
（3）上福田岩屋古墳と龍角寺 104 号墳の位置付け
これまで第 4 類の石室は、その特殊な平面形ゆえに位置付けることが困難とされてきた。しかし、この類を
この種の石室の最初期とするか、最終末とするかは、岩屋古墳の成立過程を考えるに当たって非常に重要な争
点である。
上福田岩屋古墳を最初期とする見解は、白井久美子が提唱しており、T 字型の平面形を肥後系石室の影響と
捉えている（白井 2009）
。かつて、上野恵司は立柱石と床棺部の構造を根拠に、上福田岩屋古墳を最終末の石
室であると唱えたが（上野 1992）
、2010 年代の発掘調査で検出された岩屋古墳東石室前庭の様相をみると、
立柱石の存在を年代的な根拠とすることは難しい。またこの発掘調査では、台地の整地が及んでいないことか
ら、龍角寺 104 号墳が龍角寺岩屋古墳に先行した可能生が指摘されている（栄町 2014）。
こうした近年の成果をみると、4 類の石室が最初期に位置する可能性は高い。上福田岩屋古墳と岩屋古墳、
みそ岩屋古墳、上宿古墳の石材規格と側壁の段数と比較しても、この位置付けは問題ない。
上福田岩屋古墳を最初期の石室とすると、この石室は浅間山古墳とともに龍角寺岩屋古墳の石室に強い影響
を与えたと考えられる。特に西石室については、龍角寺浅間山古墳の構築企画と上福田岩屋古墳の構築技術を
基につくられたという、具体的な成立過程を予想することができる⑻。
4−4

7 世紀印波と貝化石を使用した横穴式石室

最後に 7 世紀印波社会の一端について、貝化石を使用した横穴式石室から考察し、本稿のまとめとする（図

29）。
まず、石室の構築順序は〈上福田岩屋古墳・龍角寺 104 号墳→龍角寺岩屋古墳東石室・西石室→龍角寺み
そ岩屋古墳・上福田 13 号墳→上宿古墳〉と考えられる。
龍角寺岩屋古墳の西石室は、上福田岩屋古墳と龍角寺 104 号墳で導入された貝化石による石室構築技術と、
龍角寺浅間山古墳の石室企画を合わせて構築されたものである。東石室については、西とは異なるモデルを基
に企画された可能性が高く、東西の石室は異なる系統に属すると考えられる。
これらの 2 系統は分かれたまま次の石室に継承される。東の系統は龍角寺みそ古墳群に、西の系統は上福田

13 号墳へと引き継がれた⑼。
上宿古墳の石室は最終末に造営されたものだが、東西石室の系統を引き継ぐかは不明である。ただし、みそ
岩屋古墳との関係を考えると、東石室の系統が上宿古墳へと続いた可能性は高く、この石室が「印波の分割」
と関連する可能性も高い。
貝化石を使用した横穴式石室は、7 世紀印波における首長権の動態を反映する遺構である。古墳時代終末期
の当地域には 2 つの系統が存在しており、それぞれ密接に関わりながら、古代への移行を果たしていったと考
えられる。

おわりに
本稿では、貝化石を使用した横穴式石室の構築順序と系統関係を明らかにするために、構築技術と企画の 2
点を軸に分析をおこなった。これにより龍角寺岩屋古墳西石室、龍角寺みそ岩屋古墳、上宿古墳の先後関係と、
この種の石室の分類を明らかとした。また、西石室の分析結果を基に、龍角寺岩屋古墳の東西石室と浅間山古
墳を比較すると、外来・在地の 2 要素を同じ墳丘に統合した、双室墳としてのありかたが見えてくる。
貝化石を使用した石室の系統関係や使用尺度などについては、まだまだ再考の余地がある。これについては、
──────────────────────────────────────────────────────────
⑻ 現在、上福田岩屋古墳と龍角寺 104 号墳の三次元計測が実施されている。現地を観察したところ、両石室とも本来の床面は
土砂に覆われているようである。調査で土砂が取り除かれ、これらの床面が検出・計測されれば、尺や企画からこれらの石室
の造営年代について迫ることが可能となる。これらの石室の正確な位置付けについて今後の成果を待つべきだろう。
⑼ この際、石室の造営尺が唐尺へと転換したことから、龍角寺岩屋古墳の造営後に技術的な画期があったことが想定できる。
周辺遺跡の動向から考えれば、こうした尺度の変化は龍角寺の建立と関わる社会体制の変化を反映している可能性が高い。
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今回取り組むことのできなかった石室の計測や、方墳の墳丘の計測から、検討を進めることができるだろう。
こうした検討が当地域の歴史研究を推し進めることを期待し、また本稿がその一助となることを願っている。
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図表出典
『遡航』第 36 号、pp22-36 の図 1 のデータをご提供い
図 1 谷川 遼氏より谷川 遼 2018「下総に於ける古代寺院の選地動向」
ただき、筆者作成（地図データは国土地理院基盤地図情報 5m メッシュを使用）
。
図 2 国土地理院基盤地図情報 5m メッシュをもとに、QGIS を使用して筆者作成。実測図については各報告書より転載（大塚
1975、多宇、長沼 1979、高木 1974、千葉県教育委員会 1998、千葉県文化財センター1989、中村 1965）
図 3〜29 筆者作成。3 次元モデルについては、Agi photoscan で生成し、CloudCompare と QGIS、Adobe photoshop を使用し画
像処理を行った
表 1〜5 筆者作成
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