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はじめに 
 勝負砂古墳は、倉敷市真備町下二万に位置する前方後円墳である。2001～2006 年の調査で、周溝を

もつ墳丘長 42m であることが確認され、2007 年の調査では、未盗掘の竪穴式石室から人骨と豊富な副

葬品が出土して注目を浴びた。 
 今回の第８次調査は、この竪穴式石室の構造を解明し、あわせて墳丘の立面形態や構築方法を明らか

にするために二つの調査区を設けて作業を行い、一定の成果を出すことができたので、ここにその概要

をまとめる次第である。 
 調査は、倉敷埋蔵文化財センター・倉敷市教育委員会のご支援を受け、地権者の井上友則氏をはじめ

とする地元のご厚意に支えられて成功した。心から御礼申し上げたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１図 勝負砂古墳トレンチ配置図 
 

第８次調査参加者（学年と所属は調査当時） 
１年 石原直美 清廣麻衣子 久保田真紀 中谷祐実 廣田あずさ 山川美蘭 山田侑生 
２年 上杉紗織 圓藤倫久 大川晃正（岡山大学経済学部） 奥原このみ 加藤豊大  

川合縁 黒田祐介 松尾沙矢香 
３年 景山佐保子 藤井裕也 水野蛍 
４年 中原香織 藤原摩耶 
院生 荒田敬介 安原貴之  研究生 幡中光輔 

 





１．調査の成果 
（１）墳頂部トレンチ〔第２～６図、表１～４、図版１～４〕 

本調査区は、石室の下部構造の確認とその構築過程の検討を目的として、石室内に２ヶ所（第１タチ

ワリ・第３タチワリ）と石室外に２ヶ所（第２タチワリ・第４タチワリ）の合計４ヶ所のタチワリを設

け調査を行った。 
第１タチワリは、石室主軸に沿うように幅 15cm、長さ約 20cm で設定した。第２タチワリは、石室

外西側に南壁と北壁がそれぞれ石室主軸と墳丘主軸に沿うように設定した。なお石室主軸に沿う南壁の

長さは約 135cm である。第３タチワリは、石室主軸に直交するように幅 15cm、長さ約 50cm で設定し

た。第４タチワリは、石室外南側に東壁と西壁がそれぞれ石室主軸と墳丘主軸に直交するように設定し

た。なお石室主軸に直交する東壁の長さは約 130cm である。 
調査の結果、石室構築の過程が明らかになった。まず石室構築の前段階で古墳築造当時の表土（以下

旧表土）の上に他の場所で剥ぎ取った表土を積み、石室構築面を整地している。第２タチワリ内では基

盤層（25 層）の上面から旧表土（24 層）が検出され、第１・２・３タチワリにおいて約 28.7m の標高

で旧表土が剥ぎ取られて積まれた土（第１タチワリ-８層、第２タチワリ-19・21～23 層、第３タチワリ

-６層）が検出された。また第２タチワリでみられた標高約 28.8m 以下の土（18～23 層）は、石室構築

面の整地段階に水平を意識して盛られたものであると考えられる。なお石室構築面の標高は約 28.7m で

ある。次に壁体構築と棺床構築が行われている。石室内の両タチワリで現状の棺床面よりも壁体構築面

が下にあることが確認され、棺床構築に伴う盛土が壁体の石と石の間でも確認されている。これは壁体

構築が棺床構築と交互に行われていることを示している。また棺床には礫が敷きつめられている。その

上には壁体際をめぐるように粘土（第１タチワリ-１・２層、第３タチワリ-１層）が何度かに分けて置

かれており、粘土中からは赤色顔料や遺物がまとまって見つかった。また北側壁沿いの粘土を一部除去

したところ、礫敷上に赤色顔料がみられた。石室外の両タチワリで検出された控え積みに関しては、盛

土を施しながら石を積んでいることが確認された。またこの盛土（第２タチワリ-16・17 層）は、控え

積みを覆うように傾斜している。以上のことを整理すると、旧表土の上に盛土を施して整地し、石室の

壁体構築と棺床構築を交互に数回行い、さらに壁体を積み上げていくという石室構築の過程が考えられ

る。なお礫敷上に置かれた粘土の性格や置かれた段階は不明である。 
遺物は、石室南側壁沿いの粘土中から鑿や刀子などの鉄製工具と砥石、西小口壁際からは馬具の付属

品とみられる青銅製品や矢羽、石室北西隅からは滑石製臼玉や鉄斧、鉄鍬、櫛が出土した。また第１タ

チワリ内では床面の礫の間から土師器片が出土し、第３タチワリ内でも６層の上面から土師器片が出土

した。これらの土器片が、意図的に持ち込まれたものか、何らかの要因で紛れ込んだものかは不明であ

る。 
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（２）後円部東第２・３トレンチ〔第７・８図、表５・６、図版５・６〕 
本調査区では、段築の有無を確認する事を目的として後円部東第２トレンチ（以下、第２トレンチ）、

第３トレンチ（以下、第３トレンチ）を設けて調査を行った。なお、第６次調査の後円部東トレンチを

後円部東第１トレンチ（以下、第１トレンチ）とした。 
第２トレンチは、BA ライン上の第１トレンチのセクションを一連で確認するため、第２トレンチの

南東隅と第１トレンチの北西隅が接するように BA ライン上の０ラインから北へ 1.0m、西へ 2.5m 幅の

トレンチを設定した。 
調査の結果、第１トレンチで確認された盛土の特徴と共通する層（５層）を検出した。その後、遺構

面を確認するために BA ラインから北に 0.5m 幅のタチワリをいれたところ、５層の下層から第１トレ

ンチで確認された堆積土と一連の層（６層）が検出されたため、５層は後世の堆積土であると判明した。

また、第２トレンチは後世の改変をうけていることも判明した。そのため、このトレンチではテラスの

有無を確認することができなかった。後世の改変は、土層の堆積状況から判断すると少なくとも５回行

われたと考えられる。最後の改変は２層上面から行われており、後円部墳丘上の南東部に近世墓地があ

ることから、墓地につづく道の造成に伴う改変の可能性が考えられる。 
第３トレンチは、BA ライン上の６ラインから北へ 1.0m、西へ 2.5m の幅で設定した。 
調査の結果、トレンチの西端から約 1.5 m の位置で、第６次調査前方部 D トレンチで確認された盛土

の特徴と共通する層（６層）を検出した。６層は約 1.5 m の平坦面を形成していることから、テラスと

判断した。しかし、この面からは遺物等が出土せず、土層の特徴のみを根拠に遺構面と断定できなかっ

たため、第２トレンチと同様にタチワリをいれた。その結果、17 層も平坦面を形成していることを確認

した。 
テラスと考えられる６・17 層は、ともに第６次調査で確認された盛土の特徴と共通する。中でも 17

層は、盛土と断定できる 16 層の下にあることから、当初テラスと考えていた６層上面より 17 層上面が

テラスである可能性が高い。17 層上面をテラスとした場合の幅は約 1.3m である。 
今回の調査では、第３トレンチでテラスを検出したが、第６次調査前方部 D トレンチではテラスが確

認されていないため、墳丘にテラスがめぐっていたかは不明である。段築は、17 層上面をテラスとした

場合の標高が約 30.0m であり、墳頂が約 33.0m、第１トレンチで確認されている墳裾が約 25.0m なの

で、仮に２段築成だとするとテラスの位置が高いといえる。そのため、今回検出したテラスよりも低い

位置にもう１段あり、本来は３段築成であった可能性が考えられる。しかし、第２トレンチが改変をう

けていたことから、今回の調査ではこの点について明らかにすることができなかった。 
なお、両トレンチから遺物は出土していない。                              
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２．遺物〔第９図、表７、図版７〕 
 以下に挙げる遺物は、墳頂部トレンチの石室内から出土したものである。なお後円部東第２、第３ト

レンチからは、古墳に伴う遺物は出土していない。 
 今年度の調査では、鉇２点、鑿３点、刀子７点、鉄鍬１点、鉄斧１点、土師器片２点、馬具、砥石２

点、木製竪櫛１点、滑石製臼玉約 120 点が出土している。また種類は特定できないが、この他に６点の

鉄器が出土している。 
出土した鉄製工具のうち、遺存状態のよい鑿２点、刀子２点を図化した。１、２はいずれも無肩の鑿

である。１は茎部に木質が付着しているが、これは別個体のものである。２は穂先と茎部が欠損してい

る。また穂先に木質が付着しているが、別個体のものである。３、４は刀子である。３は鹿角柄の刀子

で片関である。刃部に皮革が付着しており、鞘の痕跡である可能性がある。また茎部に木質が付着して

いる。これは鹿角柄を装着する際に、茎部との隙間に差し込んだ木片とみられる。４は茎部が欠損して

おり、関の形状は不明である。刃部に付着している木質は、別個体のものである。 
鉄鍬は方形板刃先で、木質が付着している。鉄斧は袋状鉄斧で、袋内部に木質が付着している。鉄鍬、

鉄斧いずれも小型鉄製品である。馬具は板状組合造辻金具の可能性があるが、今後の検討が必要である。

第３タチワリから出土した土師器片は、甕の胴部である。第１タチワリで出土した土師器片は、小片で

あるため、器種を判別することはできない。 
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表７ 墳頂部トレンチ出土遺物観察表 
図番号 種類 長さ 刃部幅 厚さ 刀身長 茎長 備考 

第９図-１ 鑿 （8.4）※ 0.9 0.4～0.6 － － 無肩。茎部に付着している木質

は別個体のもの。 

第９図-２ 鑿 （5.6） （0.8） 0.4 － － 
無肩。穂先と茎部が欠損。 
穂先に付着している木質は別

個体のもの。 

第９図-３ 刀子 （9.5） － － （6.3） 2.9 鹿角柄刀子。片関。刀身に皮革

が付着。 

第９図-４ 刀子 （5.2） － － （5.2） － 
茎部が欠損。 
刃部に付着している木質は別

個体のもの。 

－ 鉄鍬 （4.3） （4.0） － － － 方形板刃先。木質が付着してい

る。 

－ 鉄斧 （7.2） 4.7 － － － 袋状鉄斧。袋内部に木質が付着

している。 
※単位はすべて cm。（ ）内は現存値。
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結語 
今回の第８次調査では、竪穴式石室構築の手順と技術がおおむね明らかになり、また墳丘の立面形態

や構築技法に関して新たな知見を得ることができた。 
 竪穴式石室は、地山面をレベリングして敷き土を施した上に分厚い控え積みを行いながら入念に作ら

れており、少なからぬ労力が傾注された痕跡をつぶさに見てとることができる。昨年度の調査で副葬品

の品目や型式からうかがわれたのが被葬者の政治的位置づけであるとすれば、今回の調査で明らかにな

ったのは、それだけの労力を集めることができた彼ないし後継者の経済的・社会的求心力であるといえ

よう。さらに、鉄製工具や滑石製臼玉を中心とする副葬品を新たに発見・記録し、昨年度来の副葬品調

査に画竜点睛をなすことができた。 
 墳丘は、後円部が２段ないし３段に築成されていたことが判明した。予測されていたこととはいえ、

段築の有無や数は古墳の格式をじかに反映する要素とされるだけに、重要な成果であった。不幸にして

予想以上に深く撹乱されていたために段築の数の確定に課題を残したが、今後さまざまな判断材料を総

合することによって合理的な解答を導けるものと期待している。 
 今回の調査をもって、８年間にわたった勝負砂古墳の発掘調査は、ひとまず終了することになった。

今後、作業の比重は整理と報告に大きく移っていくことになるが、不断の努力をもって、調査を支えて

下さった地元の方々や岡山大学の恩義に応えるとともに、社会や学界に対しての責を果たしていきたい

と思う。 
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