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鉄製品片などとともに、銅板押出仏・塼仏が出土し

た。また、この他に石室やその周辺からも平瓦、土師

器（皿・小皿・ロクロ成形小皿、南伊勢系鍋）、山茶

椀・山皿などが出土した。とりわけ、古墳石室からの

銅板押出仏・塼仏の出土例は稀少であり、その原型に

ついても唐招提寺や東京国立博物館蔵法隆寺献納品等

の押出仏、飛鳥池遺跡出土仏像鋳型との関係（西川，

1976；奈良国立博物館，1983；大脇，1986；小澤ほか，

1998）が注目され、当古墳の名が広く知られてきた。

当古墳の石室・石棺は、発掘調査終了後、同年5月

にかけて、津市広明町147-2に所在した三重県立博物

館の敷地の一画に移設され（伊勢新聞，1963）、以降、

実物資料の屋外展示として多くの来館者に親しまれて

きた。

なお、長く刊行されなかった発掘調査報告書につい

ては、先年、『鳥居古墳～三重県津市鳥居町所在～』

（船越，2007、以下『報告書』とする）として公刊し

た。

このたび、老朽化した同館が、三重県総合博物館と

して津市一身田上津部田に新築移転するにあたり、当

古墳の石室・石棺及び隣接して展示していた伝津市内

出土石棺蓋を、総合博物館のミュージアムフィールド

１ はじめに

鳥居古墳は津市鳥居町に所在した7世紀代の古墳で

ある。地形的には、伊勢平野中央部を流れる安濃川・

志登茂川の間に連なる長岡・大谷丘陵の東端部に位置

する。なお、当古墳の北東約500ｍには、7世紀末の四

天王寺廃寺が所在する。

かつて愛宕山古墳と呼ばれた当古墳は、大正時代以

降、刳抜式家形石棺を有する古墳として注目、紹介さ

れている（大西，1913；鈴木，1918）。これらによれ

ば、明治年間以前の盗掘や同26（1893）年参宮鉄道株

式会社の鉄道路線敷設（現JR紀勢本線）により、鉄

道路線近くに横穴式石室の石材や石棺が露出していた

という。戦後、露出していた石室等の崩壊の恐れが

あったため、当時の地主の比佐豆知神社宮司からの依

頼により、昭和38年2・3月に三重県立博物館が発掘調

査を実施した（三重県立博物館，1963；同，1972ほ

か）。

墳丘の荒廃が進んでいたため墳形・規模は不明で

あったが、主体部は横穴式石室で、玄室内に刳抜式家

形石棺が納められていた。

石室内からは、須恵器（杯身・杯蓋・高杯・台付

𤭯・甕・平瓶）、土師器（椀・甕）、馬具飾金具片、
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要 旨

本稿は、三重県立博物館が昭和 38 年に発掘調査し、法隆寺献納品等と原型が共通する銅板押出仏が石室から

出土したことで知られる鳥居古墳について、当館の新築移転に伴う再移設作業で確認した石棺の赤色顔料及び出

土状況等の課題を検討し、発掘調査報告の補遺として報告する。

当古墳は鎌倉・明治時代に盗掘され、墳丘が流失し石室が破壊されていたが、石室には全長２ｍ 85 ㎝の一志

砂岩製の刳抜式家形石棺が遺存し、その身部内底面に認められた赤色顔料は、蛍光Ｘ線分析の結果、ベンガラ等

の鉄を主成分とするものであることが判明した。一方、北側に丘陵斜面を背景とし、斜面麓部のテラス状の高ま

りに位置した当古墳の立地は、畿内の終末期古墳の立地環境の影響を受けたものと考えられ、県内でも７世紀代

築造の古墳について同様の視点で見直す必要がある。
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の一画に再移設することとなった。この再移設作業の

中で、これまで認識されてこなかった、石棺身部の内

底面の赤色顔料を確認することができた。

本稿では、『報告書』の補遺として、石室・石棺に

かかわる課題や赤色顔料の蛍光Ｘ線分析について報告

するとともに、これまで明確に示されてこなかった当

古墳の所在場所についても併せて検討する。なお、本

稿の1～3、5・6節を杉谷が、4節を間渕が分担執筆し

た。

２ 石室石棺の再移設

まず、赤色顔料確認の契機となった当古墳の再移設

作業について概述しておきたい。

作業は、平成26年4月開館の三重県総合博物館の整

備スケジュール、中でもミュージアムフィールドの造

園工程に合わせて、平成25年1～3月に実施した。移設

業務の受託者は津市の山本造園、石材補強は（株）ア

クトが担当した。

工程の概要は、次のとおりである。

①鳥居古墳石棺及び伝津市内出土石棺蓋部を大型ク

レーンで、隣接する博物館駐車場内に設定した仮

設作業場に搬出。

②長年の屋外展示により各石棺の石材表面に生じた

地衣類・コケ類・小型植物及び泥砂等を除去、洗

浄。その後、乾燥。

③各石棺の石材全体にわたり、表面風化や亀裂等

の劣化が見られたため、石材強化剤ＯＨ－100及

びＯＭ－25の含浸による石材補強を実施。その後、

反応養生期間をおいて石材撥水材290を塗布。ま

た、亀裂・剥離箇所はエポキシ系接着剤・充填剤

等により修復。

④石室を解体・移送し、三重県総合博物館のミュー

ジアムフィールド北西部に移設・再構築。

⑤各石棺の石材を移送、大型クレーンで、再構築し

た石室等に石棺を据付。

⑥石室等の周囲を芝貼し、保護柵・説明看板を設置。

石棺身部の赤色顔料は、②の地衣類・泥砂等の除

去・洗浄作業中に確認されたものである。このため、

除去・洗浄作業終了後、石材強化剤を含浸させるまで

の乾燥期間中に、蛍光Ｘ線分析や石棺の実測・撮影を

行った。

また、石棺の移設・据付段階には、赤色顔料を保護

するため、身部内底面を川砂で覆い、その上に蓋部を

配置した。

３ 石室・石棺の状況

（１）出土状況の検討

当古墳は、昭和38年の発掘調査時点で既に古墳の

盛土の大半が失われ、石室石棺が露出していた。主

体部は東南東方向に開口する、現存長6.77ｍ・玄室長

4.3ｍ・同幅1.6～2.2ｍの両袖式の横穴式石室で、天井

石や側壁の一部が失われていたものの、玄室内に全長

2.85ｍ・幅1.17ｍの刳抜式家形石棺が安置されていた

（船越，2007）。

当古墳が発掘調査された昭和38年当時は、県内でも

発掘調査の事例はまだ少なく、現在の調査で作成され

るような詳細な実測図面や写真等の記録は残されてい

ない。このため、『報告書』においても、当時の調査

担当者が作成した略図やメモ、『愛宕山古墳概要』

（三重県立博物館，1972）『河芸郡一身田町考古誌

考』（鈴木1918、以下『考古誌考』とする）からの簡

潔な記述となっている。

ここでは、博物館に残されてきた記録類から抽出で

きる石室や石棺の検出状況等について、若干の検討を

行う。

図1・2は、『考古誌考』に掲載された石室平面略図

と墳丘立面略図である。

図1からは、同書が書かれた大正時代には既に盗掘

等により石室石材や石棺蓋部が地表に散乱していた

様子を窺うことができる。この図では、図左側に2個

の長方形の石材が並ぶ奥壁と3～4個の大型石材が並ぶ

玄室右側壁（西側壁）のＬ字形のラインを確認するこ

とができる。また、図右側の小型の石材が平行する部

分は玄門・羨道部にあたる。これに対して、玄室左側

壁は大きく破壊され、石材が点在している状況である。

盗掘等は主にこの方向からなされたものであろう。石

棺の蓋部は大きく2つに割られ、羨道側の破片は石室

長軸に直交する位置に内面を上にむけて放置され、奥

壁側の破片は伏せた状態ではあるが、やや斜めになっ

ている。この状況から、この図が描かれた大正時代に

は石室の破壊が相当進んでいたと言わざるを得ない。

なお、鈴木は奥壁側の蓋部破片に隣接する半月状の凹

みがある石材を身部の一部と想定しているが、後述す

るように石棺身部自体はまだ土中に埋もれており、こ
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の図には描かれていない。

図2は、図1に対応する立面略図である。石材の下方

まで描かれているところから、石室内から側壁を描い

たように見えるが、図1との位置関係から、墳丘全体

を西側（石室奥壁側に向かって左側）から描いたもの

である。玄室後半部は盛土上に右側壁上部の大型の石

材が描かれているが、玄室前半部から玄門・羨道にか

けては本来盛土に覆われるべき石材が描かれており、

盛土がかなり失われ、石材の裏面が露出している状況

を表しているものと考えられる。

図3は、図1・2から約45年後の昭和38年の発掘調査

時点に描かれた全体平面略図である。目測による等高

線略図ではあるものの、墳丘は石室に沿うように、線

路側（近鉄線、当古墳付近はJR紀勢本線と近鉄線が

並走している）から細長い半島状に延びる形状に描か

れている。

図2の石室石材の露出状況と併せて考えると、既に

大正時代には当古墳の墳丘盛土はほとんど失われ、さ

らに、後年の発掘調査時点では流失がさらに進み、石

室の両側にわずかに残っている程度であったと想定で

きる。このため、当時の外形から本来の墳形に言及す

ることは困難であったと言えよう。

ここまでが、発掘調査以前の当古墳の状況である。

このように、当時、県内唯一とされた刳抜式家形石棺

を有する古墳（大西，1913）であるにもかかわらず、

崩壊の危険性が高まっていたため、昭和38年に保護措

置として発掘調査・移設を行ったのである。当時、文

化財保護委員会あてに提出された埋蔵文化財発掘調査

届（三重県立博物館，1963）には、発掘調査の目的と

して「石棺の縄掛等年々心なき人々によってかかれ保

存不可能のため此度三重県立博物館庭内の一隅に移築

して保存したいと願い大破せる古墳であっても一応細

部にわたり学術的発掘調査を行い遺跡の保護の資料と

する」と記されている。

次に、石室の開口方向について、『報告書』では東

南東としているが、図3では近鉄線側からみて少し右

に振れるように描かれ、『考古誌考』所収の地籍図写

（図9）にも、参宮線側（JR紀勢本線）からみて右に

振れるかたちで「石槨」が記入されている。当古墳の

所在場所については後述するが、各図を現在の鳥居町

付近の近鉄・JR線に合わせると、石室の開口方向は

南南東と見る方が妥当である。

図4～6は、昭和38年の発掘調査の成果を記した石室

の略図である。

図4は「遺物配置状況」の略図（三重県立博物館，

1972）である。発掘調査による知見が盛り込まれたも

ので、奥壁が広がる両袖式石室の根石ライン、石棺の

位置、副葬品の須恵器・土師器、そして銅製押出仏・

塼仏の出土場所が示されている。

図5は、図4の元になった略図と思われ、石室各部位

の計測値が記入されている。ただし、石棺前の土器類

の表記は、図4が銅製押出仏と須恵器・土師器の2ブ

ロックであるのに対して、羨道側にもう一つ土師器3

点というブロックが記されている。

図6は、図3と同じ筆致で描かれた石棺・遺物の出

土状況略図である。図4・5に比べて石棺が大きく描か

れ、一部の遺物は出土状況の見取図状に描かれている。

なお、石棺と右側壁の間は15㎝、左側壁との間は60㎝、

奥壁との間は30㎝と記入されている。石棺の左右位置

は図4・5と大きな相違はないが、前後については、同

図より奥まった場所にあったことになる。

図7は、図5の発掘調査の成果を、鈴木が描いた大正

時代の『考古誌考』の図1に重ね合わせ、さらに石棺

の表示を現在の実測図に置き換えたものである。また、

発掘調査当時のメモによると、調査時に玄室内を奥壁

側から手前にかけてＡ～Ｄの4地区に区分していたの

で、その区分も追記した。図の重ね合わせは、玄門右

の立柱石と右側壁・奥壁の交点との距離及び両壁間の

角度を基準とした。羨道部左側壁が少しずれるが、図

1中に「二十三尺」「七尺」と記された該当部分の長

さもほぼ一致するため、略図ではあるが、概ね対応す

るものと見てよいだろう。ただし、鈴木が想定した玄

室・羨道の区分は、少しずれていたようである。

以下、主にこの図を用いて検討を進める。

この図で図1に描かれた石棺蓋部と、図5の石棺の出

土位置に置き換えた石棺実測図との位置関係から、石

棺の盗掘者は、石棺内を盗掘するにあたり、2個に割

れた（割った）蓋部の奥壁側の破片を反時計回りに回

転させながら後方にずらした後に、羨道側の破片を縄

掛突起側から持ち上げ、右側壁方向へ反転させたもの

と推測される。その際、この破片が玄室床面まで落ち

込まず、反転したままほぼ水平状態を保っていたのは、

その時点で玄室内には石棺蓋部近くの高さまで土が流

入していたことを示唆している。また、この破片の縄
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掛突起の一方が欠失しているのは、ちょうど欠失部分

が左側壁の根石ラインに接しているところから、反転

させられた際に玄室左側壁の石材に衝突して付け根か

ら折れた可能性も考えられる。蓋部側の破断面の下方

が内側に傾斜しているのも、この想定に矛盾しない。

この盗掘の時期については、特定する根拠が乏し

いが、発掘調査では古墳時代の須恵器・土師器以外

に、整理箱6箱程度の陶器（山茶椀・山皿）・土師器

（皿・ロクロ成形土師器皿・南伊勢系鍋）が出土して

いる。図4には「山茶椀、山皿、小皿、土師器（鎌倉

期）椀、皿、甕片等は石室外に散布していた」と記さ

れているが、上記の陶器・土師器の中には「石室内」

「石室内Ａ地区」等という注記や紙片が添えられてい

るものが少なからずみられるところから、中世前期に

は石室が開口、若しくは破壊され、盗掘された可能性

が高い。

また、当古墳の所在場所は、江戸時代には津藩有造

館督学の斎藤拙堂の「茶磨山荘（栖碧山房）」の庭園

の一画となっており、『茶磨山荘誌』（梅原，1930）

は、『九畹堂随筆蘭塵』から「総て此辺の山三塚山稲

荷山をいふには所々より石棺を掘出すことあり、近頃

稲荷山の中頃なる畠より一の石棺を掘出したるが、中

に如何なる物あるらん、咎あらんことを恐れて其儘に

又埋め置きし也。」との記述を引用し、当古墳の石棺

は文化文政頃に一度発掘され元の姿に埋められたとし

ている。『九畹堂随筆蘭塵』という書籍がいかなるも

のか不明であるが、稲荷山は、愛宕山・茶磨山・稲荷

山と続く当古墳付近の丘陵の一画であるところから、

記述された石棺が当古墳であるか否かは速断できない

ものの、その可能性も十分ある。梅原の指摘に従えば、

当古墳は江戸時代に山荘の庭園になる前に一度盗掘さ

れたこととなる。なお、この付近から「所々より石棺

を掘出」したとある点は、津市街地に運ばれた石棺を

考える上で興味深い。

一方、大西と梅原は参宮線開通の際に発掘されたと

想定し（大西，1913；梅原，1930）、埋蔵文化財発掘

調査届（三重県立博物館，1963）にも「大正6年参宮

線開発当時古墳の大部分を損失、埋蔵物を取り出した

もよう出土遺物の存在は不明である」と記されている。

参宮線は明治26年に開通しているため、発掘調査届の

年次記述は誤りであるものの、鉄道工事により墳丘近

辺で土木工事が行われた明治時代に、再び盗掘された

可能性が高い。

さて、昭和38年の発掘調査の結果、石棺身部は盗掘

の際に移動された蓋部の下で、羨道側を頭側にして、

玄室右側壁からわずかな間隔をあけ、壁面に沿うよう

な位置で検出された。石棺の重量を考えると、葬送時

の原位置を保っていたとみてよいだろう。玄門との間

隔は約50㎝、奥壁との間隔は約1ｍである。また、左

側壁との間隔は、頭側部分で約60㎝、足側部分で約90

㎝を測る。ただし、図6の数値を採用すれば、石室と

右側壁の間隔は約15㎝で、奥壁との間隔は約30㎝とな

り、図5の石棺位置から約70㎝奥に置かれていたこと

となる。どちらが本来の位置であるか、現在残ってい

る記録類からは特定できないため、県立博物館に移設

された時の位置に相当する図5の位置を優先して記述

することとする。

石棺と玄室左側壁の間の60～90㎝の空間からは、石

棺のほぼ中央手前付近から土師器椀2・甕1と銅製押出

仏2、やや奥壁よりから須恵器杯4・𤭯1・平瓶1・高

杯4と銅製押出仏2が出土した。図5には、上記に加え

て石棺手前付近に「土師器3点」という記入があるが、

遺物の出土状況を描画している図6の平面・立面図に

相当する遺物が描かれていない。当時、津警察署長あ

てに提出された埋蔵物発見届の控え（三重県立博物館，

1968）には、「土師器（甕1個、皿3個、盌2個）」と

あり、古墳時代の甕1点・椀2点と中世の土師器皿3点

をいっしょに写した写真が添付されているので、図5

の「土師器3点」はこの土師器皿3点にあたるものと考

えられる。

かつて、盗掘がどの程度の深さ、範囲まで及んでい

たか不明だが、これらの古墳時代の土師器・須恵器は

完形、あるいは、ほぼ完形に接合復元されているとこ

ろから、原位置を大きく離れていないと考えられ（尾

野，1999）、石棺と左側壁の間は副葬品の供献空間と

して利用され、石棺の中央とやや奥の2群の副葬品が

置かれたものと想定される。また、石棺と右側壁の間

から塼仏1が出土している。

なお、従前から7世紀前半とされてきたこれらの

土器類については、7世紀後半とする見解（尾野，

1999）も提示されているが、いずれの場合も個々の土

器間に時期差は指摘されていない。

銅製押出仏については、図中に梯子状あるいは平

行線状に表現されているところから、千体仏が上面
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にあったものと見られるが、古墳築造後に追善供献

されたもの（山沢，1981；奈良国立博物館1983；浅生，

1989；穂積，1996）か、副葬品として土器類と同時供

献されたもの（尾野，1999）かについては、議論が分

かれている。当時の記録でも、図6の立面略図には土

器類と同じレベルで描かれているが、銅製押出仏出土

を伝える当時の新聞には「平瓶などとは約20㌢地層の

差があり、石棺が埋葬されたあと供養のため埋められ

た」（中部日本新聞，1963）と記され、出土レベルの

記述に相違がみられる。この問題については、後考を

待ちたい。

石棺の位置、銅製押出仏の捉え方に不確定な部分を

残すものの、石棺に対して石室がそれ程大きくないこ

と、石棺が左側壁のほぼ中央に安置されその前面が副

葬品の供献空間に利用されていること、石棺と奥壁間

に長さ約2ｍ幅約1ｍの埋葬空間を想定できそうだが２

カ所に分かれる土器群に明確な時期差が見られないこ

と、また、土器群を原位置とすると前述の奥壁との間

の埋葬空間は、2／3以下となり埋葬に充分な空間では

なくなることから、当古墳は石棺の被葬者の単次葬で

あったと見て差しつかえないと考えられる。ただし、

図６に依れば、石棺が約70㎝奥になるため、奥壁と石

棺の間は30㎝と狭くなり、反対に玄門と石棺の間が約

120㎝と一定の空間ができるが、ここからは古墳時代

の遺物が出土していないので、追葬の有無は確認でき

ない。

なお、石棺の石室内への搬入については、石棺身部

の最大幅が1ｍ25㎝であるのに対して、図5に記された

玄門部根石の幅は1ｍ20㎝である。羨道・玄門部の側

壁の石材に凹凸があるとはいえ、横幅がほぼ同じで、

長さ2ｍ63㎝、高さ67㎝の大きな石棺身部を、羨道・

玄門から正位置のままで搬入するのはほぼ困難であっ

たと考えられる。

（２）石棺の概要

当古墳の石棺についてはこれまで実測図とともに紹

介されてきた（伊藤，1996；山本，2012）が、今回の

移設にあたり、改めて実測・撮影を行った。

調査に際して、伊藤からかつて自らが作成した実測

図原図を提供いただいた。このため、石棺蓋部につい

ては提供された実測図を元に若干の新たな情報を補足

した。身部については、これまで情報がほとんど無

かった内面や移設石室の床面に埋もれていた下端の状

況が明らかになったため、今回、新たに実測を行った。

石棺は一志砂岩（いわゆる井関石）製で、蓋部の両

短辺側に方形の縄掛突起がつく刳抜式家形石棺であ

る。蓋部が2つに割れ、頭側の縄掛突起の一方が欠損

しているほかは、完存している。全体の法量は、最

大長（縄掛突起を含めた蓋部全長）が2ｍ85㎝、最大

幅（身部の頭側下部）が1ｍ25㎝、蓋と身部を合わせ

た最大高（石棺ほぼ中央）が1ｍ11㎝である。蓋部・

身部ともに頭側の幅が広く、足側が狭く作られている。

以下、個々に見て行こう。

蓋部は、縄掛突起を除いた長さが2ｍ60㎝、頭側の

幅が1ｍ6㎝、足側の幅が86㎝、高さは中央部が46㎝、

頭側・足側はわずかに低くなる。頂部平坦面は長さ1

ｍ90㎝幅43㎝で、全幅との比率は0.41～0.51、頂部平

坦面と斜面の角度は135～148°である。縄掛突起は両

短辺側に本来各２個あったが、頭側の右側1個が欠失

している。いずれも垂直面から水平に12～14㎝程度突

出するが、上面は短辺側斜面から緩やかに繋がる。足

側に比べ、頭側の突起がやや大きく作られている。

蓋部内面については、身部と重なる平坦面の幅が、

頭側で20㎝、足側・両長側で13～16㎝を測り、その内

側が長さ2ｍ20㎝、幅55～70㎝、深さ16㎝前後刳り込

まれている。断面形状は隅丸の台形で、内側表面はか

なり平滑に仕上げられている。

身部は頭側をのぞき、全体に下膨れの形状を呈して

いる。下膨れの形状は、津市一志町延命寺の蓋身とも

に揃う刳抜式家形石棺に類似するが、本石棺の場合、

右長側の下端については、下面から15～20㎝の範囲が

全面的に大きく面取り状に加工されている。その理由

は不詳だが、石棺を回転させるための加工の可能性も

ある。

身部の長さは上面が2ｍ57㎝、中央やや下方の最大

長が2ｍ63㎝、下面が2ｍ58㎝である。幅は頭側付近の

上面が1ｍ7㎝、中央付近の最大幅が1ｍ25㎝、下面が1

ｍ10㎝、また、足側の上面が91㎝、中央付近の最大幅

が99㎝、下面が90㎝である。下面は全体的に平坦であ

るが、足側から約50㎝のところに幅約40×20㎝深さ約

5㎝程度の凹みがあり、工具痕のようなもの残る。

身部内面については、蓋部が乗る平坦面が四周す

る。中央より足側は極めて遺存状態が良いが、頭側は

劣化が進み、端部が剥離し丸くなり始めている。この

ため、多少の推計を含むが、平坦面の幅は、頭側が16
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㎝、足側が18㎝、両長側が15㎝を測る。内面の刳り込

みの長さは、上面が2ｍ21㎝、内底面が2ｍ4㎝であり、

また、頭側の幅は上面が75㎝、内底面が61㎝であるの

に対して、足側の幅は上面が58㎝、内底面が41㎝と狭

くなっている。断面形状はほぼ逆台形で、内底面の四

周は明瞭な角をなし、内側面はわずかに内湾気味にな

る。表面は平らに仕上げられているが、内底面の全体

にわたって径2～3㎝程度の略円形の小穴が数十個みら

れ、足側近くでは内底面を横断するように45×18㎝程

の範囲の石材表面が欠失している。これらの小穴など

については、性格不明である。

なお、当古墳の事例を含め、一志地域を中心に中勢

地域にみられる一志砂岩製の刳抜・組合式の家形石棺

（竹内，1992）は、畿内の家形石棺と同形の石棺をめ

ざして地元の石材で製作されたものとされている（間

壁，1994）。

（３）赤色顔料の確認

前述のように赤色顔料は、移設に伴う石材補強の準

備のため、石棺に付着した植物や泥砂の除去・洗浄作

業中に確認できた。

石棺の蓋・身部を大型クレーンで別々に移動した際

に、石棺身部の内底面には深さ数㎝の土がみられ、こ

の土を除去したところ、赤色顔料が表れたのである。

石棺は復元された石室内にあり、身部の上には、隙

間があったとは云え、蓋部が全面を覆っていた。この

ため、移設後に土が流入したとは考えがたく、土中に

は中世の土師器小皿片や錆びた太い針金（番線）等が

含まれていたところから、発掘調査後、三重県立博物

館敷地へ移設する際に、調査現場の土が入れられたと

思われる。その理由は定かではないが、赤色顔料を保

護する目的であった可能性もあり、現にこの土により

赤色顔料の褪色劣化が緩和されたと考えられる。

赤色顔料は暗赤色を呈しており、内底面のうち、前

述の石材表面が欠失している部分を除き、全面で確認

できた。目視の限りでは、基本的に内側面には及んで

いないが、頭側のみわずかに内側面下端まで認められ

た。

後述の蛍光Ｘ線分析結果と勘案すると、石棺身部の

内底面のみに、鉄を主成分とする赤色顔料が塗布され

ていたと考えられる。

なお、鉄以外に、銅、リンが石棺身部の内底面のみ

から検出されている。盗掘等により棺内遺物は不明と

なっているが、銅はかつて棺内に銅鏡等の銅製品が存

在した可能性を示唆している。リンについては、肥料

の影響を考慮する必要があるが、今回の場合、周囲に

田畑がなく、蓋部により雨水の浸入もある程度防がれ

ていたため、遺体に由来する可能性もあるかも知れな

い。

次節では、このような赤色顔料等の科学的分析結果

を提示する。

４ 赤色部分の蛍光Ｘ線分析結果

（１）目 的

三重県立博物館裏庭に移設されていた鳥居古墳石棺

の身部内底面は、側面等の石材部分と比較して明確に

赤く、何らかの顔料等が塗布・散布されていたものと

推定された。

そこでこの赤色顔料の推定を目的として、携帯型蛍

光Ｘ線分析装置により分析を行った。

（２）機器及び方法

装 置：Thermo Fisher Scientific社製

携帯型成分分析計 NITON XL3t-900S

管 球：小型X線管球（Agターゲット）

管電圧：50kV

測定範囲：φ3mm 測定時間：100秒

測定距離：0mm（接触測定）

元素範囲設定：土壌モード

（３）測定箇所

赤色部分（身部内底面）10点、石材部分（身部縁

部）5点、石棺蓋部2点、泥付き石材部分2点

（４）結 果

測定結果のうち、赤色部分に特徴的な元素について

の平均含有量%を示す。

※水銀（Hg）、鉛（Pb）は検出されず

（５）考 察

①水銀（Hg）、鉛（Pb）は検出されなかったこと

から、赤色部分に水銀朱、辰沙、及び鉛丹などの

顔料は存在していないと考えられる。

②赤色部分の鉄（Fe）濃度は、石材部分及び石棺蓋

測定箇所

赤色部分

石材部分

石棺蓋

泥付き石材部分

鉄（Fe） 銅（Cu） リン（P）

4.3 2.2*10-2 0.4

1.9 0.0 0.0

2.2 0.2*10-2 0.0

3.6 0.1*10-2 0.0
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の2倍程度と高い。

③泥由来と思われる鉄（Fe）濃度もある程度高い

が、赤色部分に特異に検出される銅（Cu）、リ

ン（P）は検出されない。

以上のことから、赤色部分には鉄を主成分とする赤

色顔料が存在しているものと推測される。ただし、ベ

ンガラ、丹土などの顔料同定については、Ｘ線回折分

析及び、史学的検証などを合わせて行う必要がある。

５ 所在場所の検討

当古墳の所在場所については、『考古誌考』には、

津市大字愛宕町字鳥居前山林第171番及び153番地内と

記されているが、大正時代の記述であるため、旧地番

表記である。

その後、発掘調査に関する公文書等（三重県立博物

館，1963；同，1972）には、津市鳥居町176番地と記

されることが多かったが、現在の「鳥居町176番地」

はJR紀勢本線や近鉄線の西側にあたり、当古墳につ

いて書かれた種々の記録と矛盾する。また、鳥居町付

近は、早くから市街化が進み、土地形状が大きく改変

され、かつての状況がほとんど残っていない。

このため、『報告書』では、終戦直後の航空写真や

調査関係者の証言から再確認を行い、当古墳の所在場

所を、JR紀勢本線・近鉄線の南東側に位置する津市

鳥居町39番地付近、鳥居町しあわせの森公園付近と考

定した。ただ、残念ながら、同書には5万分の1地形図

しか提示されておらず、詳細な位置が示されていない。

ここでは、当古墳の地図上の位置を想定し、立地状

況について検討する。

前述したが、図9は『考古誌考』所収の挿図で、当

時の地籍図（写）に当古墳の位置（「石槨」と表記）

を書き込んだものである。鈴木自身は何度も当古墳を

訪れており、元の地主や明治年間に安東村村長として

この付近の参宮線用地取得にかかわった父親等から聞

き取りを行っているところから、同図の信憑性は高い

と思われる。

同書によれば、当古墳は、現在、比佐豆知神社が位

置する愛宕山の南にあった茶磨山（現在の鳥居町合同

宿舎付近、稲荷山とも）と呼ばれる丘陵の麓あり、前

述の如く江戸時代には津藩の斎藤拙堂の茶磨山荘（栖

碧山房）の庭園の一画であった。具体的な位置につい

ては「西及北一帯は標高三十余米の茶磨山にして、そ

の東崖切割の直下には鉄道省（院）参宮線通し、同線

路の東側数米間を隔てて、石槨の北端に達す。東及南

は一面田圃にして、数町にして安濃川に接す。北東は

稍小丘をなし、黒松数本を有し、其北東に人家数軒連

なる。田圃その軒下を廻る。」と記されている。

図9には、茶磨山切割・鉄道院参宮線の脇に、両側

が張り出し中央が凹む土地が描かれ、小さい方の張り

出しにある第一七一番山林、第一五三番畑にまたがり、

かつ後端が参宮線に接するように、当古墳の「石槨」

が描かれている。「石槨」は左側壁が崩れた様子も表

現されており、参宮線からみて右側に少し振れた方向

に開口していることが分かる。開口する方向の何も表

記の無い部分が、本文の「東及南は一面田圃」にあた

り、また、大きな方の張り出しが「北東は稍小丘」に

相当し、山林と記されるあたりに「黒松数本」があっ

たのであろう。その北東には「人家」が描かれている。

人家の前の小道はＴ字路を経て、一方が参宮線の踏み

切りを渡り、もう一方は小川を超えて対岸の小道に続

いている。

図9に描かれたこのような凹凸地形・人家・Ｔ字

路・踏み切り道・小川は、昭和30年代頃までに撮影さ

れた航空写真（例えば写真1（国土地理院，1952））

や図10の昭和51年の津市の都市計画図（津市役所，

1976）に撮影・描画されている。

これらを対比し、図10に当古墳の想定位置を示した。

この場所は、鳥居町合同宿舎等の建設により大きく改

変され、標高も12m前後の平坦面となった茶磨山から

JR紀勢本線・近鉄線を超え、水田面へ張り出した丘

陵麓にあたる。想定位置の南側にある細長い水田は、

発掘調査時に描かれた図3の全体平面略図に一段低く

描画された水田にあたり、同図の石室横に「ヤブ」

「竹ヤブ」と書かれている場所は写真１に、小さな樹

叢として写っている。

なお、この想定位置は、『報告書』が考定した鳥居

町39番地内であるが、しあわせの森公園からは線路沿

いに約60ｍ南西にあたり、現在は個人住宅が建ち並ん

でいる。

現在、JR紀勢本線等の北西側は急崖状の法面と

なっており、これに対して南東側はごく緩やかな地形

となっているが、かつての地形について、『考古誌

考』には「茶磨山東麓は現今の線路東側位まで及び、

元より比較的急勾配なりき。而して現時の山林は尚少
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しく田圃の中に侵入し居たるやに覚えたり。かくて茶

磨山東麓側より田圃の端まで拾余間、極めて緩慢なる

勾配を以て田圃の方に傾斜せり。現時露出せる石槨の

あるあたりは相当に大なる楓十数本桜数本ありて、拙

堂翁庭園の当時を追想するに充分なりき。」とあり、

周囲にも古墳状の高まりが点在していたという。

この記述からすると、茶磨山の「東斜面」は元々急

勾配であり、その麓から水田までの極めて緩やかな勾

配の場所に、当古墳はあったようである。

図10では、当古墳が位置する丘陵裾部と南側の標高

2.5ｍと表記された水田との間に等高線（2ｍ間隔）と

補助曲線各1本が巡っているところから、当古墳の標

高は5～6ｍと推定できる。やや新しい都市計画図にも、

近接する近鉄線の路線内に6.6ｍとの表記があり、大

きな違いはない。

つまり、当古墳はかつて標高30数ｍであった茶磨山

の南東斜面を下りた麓端部の標高5～6ｍ、奥行き20ｍ

弱の緩斜面に、南南東に開口する横穴式石室の古墳と

して立地していたのである。

石室内に、直線距離にして約10㎞離れた別水系の雲

出川中流域の一志砂岩（井関石）で作られた県内でも

稀少な大型の刳抜式家形石棺を有し、埋葬時若しくは

数十年後の追善時に中央政権との強い関係を物語る銅

製押出仏を埋納することから、当古墳の被葬者がこの

地域に於ける最有力者層であったことは明らかであろ

う。

その有力者を葬る当古墳が、平地から見上げる丘陵

端部ではなく、丘陵裾の前面の水田面との比高が3～4

ｍ程度という平地から一段高い程度の場所を選定して

築造されているのは、なぜであろうか。丘陵尾根頂部

や尾根上端部に立地するこれまでの一般的な古墳のあ

り方からすれば、やや特異ではないだろうか。

この疑問に対して、明快な回答はできないが、当古

墳の築造時の情景を推測しながら、可能性を考えてお

きたい。

当古墳の北側には、北西方向から延びる長岡・大谷

丘陵の東端部に位置する愛宕山や茶磨山などの丘陵が

ある。標高30数ｍであった茶磨山の南東斜面は急勾配

となって平地に達し、当古墳はその麓の平地から一段

高いテラス状の緩斜面に、横穴式石室の開口方向であ

る南南東を正面として築造された。さらに、その周囲

を子細に見ると、東側と西側は小さな尾根状に張り出

しており、当古墳は西側の張り出しの付け根近くのや

や奥まった場所に造られていたのである。

現在、「拙堂先生山荘遺址」石碑以外には面影も見

られないが、この付近一帯はかつて斎藤拙堂の茶磨山

荘の敷地となっており、前掲の『茶磨山荘誌』所収の

「茶磨山荘想像図」（図11）によると、当古墳の東側

の張り出し近くに正面の門があった。昭和27年に撮影

された航空写真１（国土地理院，1952）や昭和43年測

量の1/5000国土基本図（図12（国土地理院，1968））

には、当古墳の東側の張り出しの北東側には、山荘の

主屋である方来舎等が建っていた小さな谷が入り込ん

でいた様子が撮影・描画されている。「茶磨山荘想像

図」にも、谷の手前に柏林が張り出すように描かれて

いる。つまり、当古墳の東側の張り出しは、本来、茶

磨山山頂から北東方向に延びる稜線が際だった尾根の

先端部であったのである。西側の張り出しについては、

鉄道線路により削られているため不詳だが、茶磨山の

南東斜面からやや張り出していたようである。つまり、

当古墳の東西両側には丘陵上部から派生した尾根・張

り出しがあり、これらに挟まれた場所に当古墳が立地

していたと考えられる。なお、「茶磨山荘想像図」に

は当古墳は描かれていないが、中の島がある園池（現

在水田となっている）の北側に接する柏林中にあった

と思われる。

一方、当古墳の南を流れる安濃川から南方の雲出川

にかけての海岸には数条の砂堆と潟湖がよく発達し、

中世には安濃津、古代には藤潟といった良好な港津が

成立していた（伊藤，1997；穂積，2003）。最奥の砂

堆は、現在の津の中心市街地を南北に走る国道23号が

乗る安定したもので、北端は幅を狭めつつ、安濃川の

北へと続いている。

安濃川の現在の流路は、津市街地の西方で蛇行しな

がら東流し、当古墳付近で北東に転じ、前述の砂堆を

貫通して伊勢湾に注いでいる。伊藤は、現在の流路は

砂堆形成時の頃から変わらず、かつては南東方向へ分

流する派川も存在し、また、砂堆西側には南側の岩田

川の流路が北へ流れて安濃川に合流していたと想定し

ている（伊藤，1997）。

岩田川の合流方向についてはなお検討を要するが、

砂堆西側の低地は、砂堆貫通地点がネック点となる安

濃川の遊水域、また、砂堆に遮られた岩田川の溢水域

として、湿潤な後背湿地が広がり、河川流路近くは湖
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沼となっていたと推測できる。

写真1や図10には、当古墳の南東側の水田に蛇行す

る旧河道の痕跡が見えるところから、古墳前面の南側

には、安濃川の流路を中心に前述のような湖沼状の湿

地が広がっていた可能性がある。これより東方では同

川流路が北東・南東方向に流れて伊勢湾に流入してい

たと想像できる。なお、この流路を遡り、当古墳近く

の湖沼状の湿地まで船の遡航も想定でき、当古墳の石

棺もこのような船運により一志から当地へ運ばれた可

能性が高い。

一方、少なくとも７世紀後半には大津京遷都に伴う

官道の付設替えにより、加太峠を越えて伊勢国に至っ

た東海道から鈴鹿関で分岐して伊勢神宮・志摩国に向

かう伊勢路（あるいは原東海道）が、安濃川の沖積平

野を通り、当古墳の西方を南下していたはずである。

草深い当地にあっては、幅10m前後の直線道路は、ま

さに大道であったに違いないであろう。

さて、前述したように、7世紀前半、あるいは7世紀

後半とされる当古墳の築造時期は、畿内を中心とする

終末期古墳の盛行期にあたる。また、近年、終末期古

墳の立地環境は、風水思想に基づくものとする提起が

ある（河上，2007）。

これまでみてきたように当古墳は、北に丘陵を背負

い、その南東側斜面の裾部にあって、両側に小さな尾

根・張り出しがあるテラス状の緩斜面に造られている。

このような山よせの古墳ともいうべき丘陵斜面裾部へ

の立地は終末期古墳の特色の一つであり、両側に尾

根・張り出しが見られる微地形の状況は、大和の終末

期古墳の類型（河上，2007）の中で、「主尾根より派

生した、平行する三つの尾根の中央に位置する尾根の

突端に近い部分に、古墳が築かれている」岩屋山型の

イメージに近い。

さらに、南は安濃川の湖沼状の湿地を臨み、東方で

は同川が伊勢湾に流れ込んでおり、西方には幅広い官

道が通っていたところから、不完全ではあるものの、

四神が相応する地形に近似する。

このような特徴的な立地状況は、銅製押出仏の受給

により中央政権との深い繋がりを通じて、風水思想に

基づき選地・築造されたとされる畿内の終末期古墳の

影響を受けていた可能性があるのではないだろうか。

６ おわりに

本稿では、総合博物館の整備に伴い鳥居古墳の石室

石棺を再移設するにあたり、石棺内底面に赤色顔料を

確認したことを契機に、同古墳にかかるいくつかの課

題について報告・検討を行った。

石棺の赤色顔料は、分析によりベンガラ等の鉄由来

の顔料であることが判明した。石棺内の赤色顔料は、

県内では亀山市釣鐘山古墳・井田川茶臼山古墳の組合

せ式箱形石棺に続いて3例目（井田川茶臼山古墳には

箱形石棺が２基あるため石棺としては4例目）となる。

釣鐘山古墳・井田川茶臼山古墳の赤色顔料は石棺内面

全体に塗布されているのに対して、当古墳は身部内底

面のみの塗布である。事例が僅少な現段階では、この

差異に言及することはできないため、今後の事例増加

を待ちたい。

当古墳の石室・石棺の状況については、発掘調査の

時期が古く詳細な実測図面や写真等の記録は残されて

いないが、調査前に記された「考古誌考」や調査時点

で作成された略図やメモを突合させて、当時の状況の

想定復元を試みた。資料的な限界や筆者の力不足のた

め、まだ残っている課題も多い。

また、当古墳の立地環境については、早くから周辺

の開発が進み地形が大きく変わっているため、不確定

な部分が多いが、畿内の終末期古墳の影響を受けた丘

陵斜面の裾部に立地する山よせの古墳と捉えることが

できる。さらに、風水思想の影響も想定してみた。

今後、畿内近縁部の当県においても、7世紀代の築

造とされる古墳について、同様の視点で捉え直して行

く必要があると考えられる。

最後に、石棺等の調査及び本稿の作成にあたり、伊

藤裕偉氏、竹内英昭氏、太田光俊氏、津市教育委員会、

国土地理院をはじめ、多くの方にご指導・ご協力を頂

いた。深く感謝申し上げます。
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