
1 
 

奈良県天理市、卑弥呼の里、黒塚古墳の由来と現代 
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ABSTRACT 

The location of Kurosuka Kofun is Yanagimachi Tenri, Nara Prefecture. The shape of the ancient tomb is 
Zenpou-Kouenhun. The construction time of Kuroduka-Kofun is presumed to be Kofun of the early period 
of the Kofun period (the latter half of the 3rd century to the 4th century). The scale of Tumulus is 130 m in 
total length, 72 m in diameter of the returned circle and 11 m in height. 

The pit type stone room (Tateanashiki-Sekishitu) is in the north-south direction in the center of the 
returned circle. The long pit style stone room (Tateanashiki-Sekishitu) is obvious in the posterior circle. In 
the pit type stone room, the north-south length is about 83 m, the narrow width of the north is 1.3 m, the 
small width of the south is 0.9 m and the height is 1.7 m. Stone room (Sekishitu) structure, bottom three to 
four tiers, river-rocks. In the stone room there is a coffin table made of clay having a length of 62 m and a 
width of lm. The sectional shape of the catafalque is U-shaped. The wooden coffin (Mokkan) is made of 
mulberry. In the middle part of the wooden coffin, a clear vermillion, mercury vermillion is attached. 

The relic in the rock room miraculously escaped the robbery and it is the figure at the time of burial. On 
the 34 sides of the excavated mirrors, 33 faces were triangular edge gods and 1 faces were Goddess Band 
Gods. All the triangle-shaped goddess mirrors were placed outside the coffin. Pictorial gods and gods are 
stored in the wooden coffin.A wide variety of iron products have been excavated. 
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１.はじめに 

本研究は、地域の黒塚古墳を明らかにして、文化遺産学の資料を作成することを目的としている総合学術調査

の一部である。本稿の黒塚古墳の所在地は、奈良県天理市柳本町である。位置と標高は北緯 34 度 33 分 35 秒、 

東経 135 度 50 分 35 秒と 81ｍである。黒塚古墳は古墳時代前期(3 世紀後半から 4 世紀)の古墳と推定される。古

墳の形状は、前方後円墳である。墳丘の主軸を東西に置き前方部を西に向けている。 墳丘の規模は、全長約

130 m、復円部の直径 72m と高さ 11m で、さらに、前方部の幅 30ｍと高さ 16ｍである。 

  竪穴式石室は、後円部中央において南北方向にある。長大な竪穴式石室は、後円部での存在が明らかである。

竪穴式石室では、南北長約８３ｍ、北小□幅 1.３ｍ、南小□幅 0.9 m と高さ 1.7ｍである。石室の構造は、下部３～

４段の川原石を積み上げでいる。壁面は、断面が三角形を呈する合掌式の竪穴式石室である。石室内には南北

長さ６２ｍと幅ｌｍの粘土で作られた棺台が置かれている。棺台の断面形はＵ字形になっている。木棺はクワ製であ

る。木棺の中央部には、鮮明な朱色で、水銀朱が付着している。 

  石室内の遺物は奇跡的に盗掘を免れ、埋葬当時の姿である。出土した３４面の鏡は、33 面が三角縁神獣鏡、１

面が画文帯神獣鏡であった。三角縁神獣鏡はすべて棺の外に置かれていた。多種多様な鉄製品が出土している。

画文帯神獣鏡は木棺内に納められていた。 

  既存の卑弥呼の墓の関連資料情報を収集して、調査した規模と形態等についての概要を把握し、構成要素の現象

を示す事実を明らかにしたい。卑弥呼の墓において、関連資料に関する卑弥呼の人物比定、卑弥呼の墓と竪穴

式石室の報告は少ないし、住民発達史や環境変遷史との関わりで、問題点を有しているかという検討が重要である。 
筆者は、卑弥呼の墓と思われる畿内の箸墓古墳、黒塚古墳と玉手丘上陵および九州の平原遺跡と石塚山古墳に

ついて比較を行った。卑弥呼の墓と比較を行った項目は、所属、所在地、位置の北緯と東経、標高、古墳の形状、墳

丘-全長、後円部の径と高さ、前方部の幅と高さと築造時期である。位置の北緯と東経について回帰方程式によって勾

配と決定係数を解明した。今後の研究課題として、卑弥呼の墓などについて所見を整理したい。さらに、短時間の調査

であったため、未解明の事項が少なくない。今後も調査を継続する予定であるが、とりあえず、これまでの成果の所見を

整理した。国際化時代に相応すべく、卑弥呼の墓の年表と内容を纏めることができた。 

 

２.天理市と古墳環境 

２-１.天理市 

天理市は 1954 年 9 月 24

日制定され、近畿地方で奈

良 県 内 に あ る 。 面 積 ：

86.42km2。総人口：67,051 人 

（推計人口、2016 年 10 月 1

日 ） 。 人 口 密 度 ： 776 人

/km2 。隣接自治体は奈良

市、桜井市、大和郡山市、磯

城郡田原本町、三宅町と川

西町である。市の木はイチョウ。市の花はウメである。所在地は奈良県天理市川原城町 605 番地、座標:北緯 34 度

   

写真 2-1.大和古墳と柳本古墳群 写真 2-2.黒塚古墳碑石 

http://www.weblio.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Ftools.wmflabs.org%2Fgeohack%2Fgeohack.php%3Flanguage%3Dja%26pagename%3D%25E8%2597%25A4%25E6%25A3%25AE%25E7%25A5%259E%25E7%25A4%25BE_%2528%25E6%2591%2582%25E6%25B4%25A5%25E5%25B8%2582%2529%26params%3D34_46_19.6_N_135_34_56.4_E_region%3AJP&etd=c07058a25c7cfd6f
http://www.weblio.jp/redirect?url=http%3A%2F%2Ftools.wmflabs.org%2Fgeohack%2Fgeohack.php%3Flanguage%3Dja%26pagename%3D%25E8%2597%25A4%25E6%25A3%25AE%25E7%25A5%259E%25E7%25A4%25BE_%2528%25E6%2591%2582%25E6%25B4%25A5%25E5%25B8%2582%2529%26params%3D34_46_19.6_N_135_34_56.4_E_region%3AJP&etd=c07058a25c7cfd6f
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35 分 47.7 秒 東経 135 度 50 分 14.1 秒である。写真 2-1 は大和古墳と柳本古墳群である。天理市は、奈良県北

中部に位置する市。中心部に天理教関連の施設が集中していることなどから、宗教都市として知られている。市名

の由来として、名称は天理教に由来する。同教の本部が市中心部の丹波市町にあったこと、同教が市制施行時に

一帯に普及していたことによる。ただし、教団側は「山辺市」を推薦していた。日本で市名に宗教団体の名称が使

われている唯一の例である。かつて、天理市民ではない天理教信徒が天理市の市名を、山辺郡をそのまま市名に

した「山辺市」に変更するよう求めて天理市長を訴えたが、この訴えは却下された。 

地理として、奈良県北中部に位置する。東部は大和高原等が広がる山間地であり、西部は奈良盆地に含まれる

平坦地となっている。市の中心部には石上神宮、大和神社や天理教関連の施設が集中しており、宗教都市として

の性格を持ち合わせる。 

名所・旧跡として、龍王山城の石碑や文化財や史跡が散在している。➀山の辺の道-日本最古の道、②崇神天

皇陵、③景行天皇陵、④手白香皇女衾田陵、⑤櫛山古墳、⑥黒塚古墳 天理市立黒塚古墳展示館、⑦西山塚古

墳、⑧東大寺山古墳、⑨赤土山古墳、⑩石上神宮-官幣大社、22 社、⑪大和神社-官幣大社、２２社および１２氷

室神社等がある（写真 2-2）。 

 

２-２.卑弥呼 

卑弥呼（ひみこ、175 - 247

年、248 年頃、260 年）は、『魏志

倭人伝』等の中国の史書に記さ

れている倭国の王（女王）。封号

は親魏倭王。後継には１３歳の

少女の台与が女王に即位したと

される。卑弥呼とは倭の女王、別

号：親魏倭王、配偶者：未婚、子

女：台与（宗女、一族の娘か）お

よび宗教は鬼道である。すなわ

ち、箸墓古墳築造の推定時期で

ある。239 年に卑弥呼は魏王朝に使者を遺わした記録がある。 

卑弥呼は、『魏志倭人伝』等の中国の史書に倭国の王（女王）と記載。邪馬台国では女王とされる。別号は親魏

倭王。、子女:台与（宗女、一族の娘か）。卑弥呼の名称は、ヒミコ（日巫女、日御子）、ヒメコ（日女子、姫子）、ヒメコ｛日

売子、比売后）、ヒメミコ（日女御子、姫御子）とヒミカ・ヒムカ（日向）らがある。日は太陽の意味である。死去:247 年か

248 年頃である（表 2-1）。写真 2-3 は倭国誕生と卑弥呼の外交である。 

 

「魏志倭人伝」によると卑弥呼は邪馬台国に居住し（女王之所都）、鬼道で衆を惑わしていたという（事鬼道、能

惑衆）。中国の史書には、黎明期の中国道教のことを鬼道と記している例もある。夫を持たず（年已長大、無夫壻）、

弟がいて彼女を助けていたとの伝承がある（有男弟佐治國）。王となってから後は、彼女を見た者は少なく、ただ一

人の男弟だけが飲食を給仕するとともに、彼女のもとに出入りをしていた。宮室は楼観や城柵を厳しく設けていた

（居處宮室・樓觀、城柵嚴設）。 

  

表 2-1.現代語の卑弥呼の名称 写真 2-3.倭国誕生と卑弥呼の外交 
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卑弥呼が死亡したときには、倭人は直径百余歩（この時代の中国の百歩は日本の二百歩に相当する）もある大

きな塚を作り、奴婢百余人を殉葬したとされている（卑弥呼以死、大作冢、徑百餘歩、狥葬者奴碑百餘人）。塚の

大きさが直径で記されているところから、円墳であったと考えられる。 

２-３.卑弥呼の死 

   

写真 2-4.「魏志倭人伝」の記述 写真 2-5.「魏志倭人伝」に描かれた国 

 

卑弥呼の死亡の記述は、正始 8（247）年に邪馬台国からの使いが狗奴国(九州中部：熊本県あたり)との紛争記

述である。卑弥呼の死には年の記載がないまま、247 年か 248 年かに説が分かれ、240 年から 246 年までの考えも

ある。狗奴国との紛争もしくは倭の太夫の難升米（ﾅｼﾒ）の告諭が死の原因ということになる。そのために狗奴国の

男子王の卑弥弓呼（ﾋﾐｺｺ）に卑弥呼は殺されたと考える説もある。写真 2-4 は「魏志倭人伝」の記述である。写真

2-5 は「魏志倭人伝」に描かれた国である。 

橘高章と安本美典は、247 年 3 月 24 日夕方にも北部九州で皆既日食が起こったことを指摘し、247 年の日食が

原因で卑弥呼が殺され、248 年の日食が原因で男の王が立つが、国中が服せず、内乱状態が続き千余人が殺害

されたので、男王に代わり１３歳の少女の台与が即位したと唱えた。これらの説は、邪馬台国北九州説や卑弥呼・

天照大神説と密接に結びついている。 

 

３.卑弥呼の人物比定 

３-１.天照大神説 

魏志倭人伝には卑弥呼が死去した後、男王が立ったが

治まらず、台与が女王になってようやく治まったとある。この

卑弥呼の後継者である台与はｱﾏﾃﾗｽの息子ｱﾒﾉｵｼﾎﾐﾐ（天

忍穂耳）の妃となったﾖﾛﾂﾞﾊﾀﾄﾖｱｷﾂｼﾋﾒ（万幡豊秋津師比

売）に比定できるとする。卑弥呼の死後男子の王（息子か?）

が即位したが治まらず、その妃が中継ぎとして即位したと考

えられる。これは後のヤマト王権で女性が即位する時と同じ

状況である。ちなみにﾖﾛﾂﾞﾊﾀﾄﾖｱｷﾂｼﾋﾒは伊勢神宮の内宮

の三神の一柱であり（もう一柱はｱﾏﾃﾗｽ）、単なる息子の妃

では考えられない程の高位の神である。 

 

図 3-1.邇邇芸命（『梁書』『北史』に見える卑弥呼説） 
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 この説の難点としては九州にあった邪馬台国が東遷して畿内に到着したとは限定できず、畿内で卑弥呼女王の

邪馬台国や倭国連合も創立されたとする説も十分成り立つところである。皇祖神たる太陽女神なる観念の説がある。

第一回目の遣隋使の記事には、倭国の倭王が隋の文帝にあて、天と日を兄と弟としていた。天照大神という神格

は天武天皇の時代に始まるとする説もある。また、天照大神は、本来は男性の神とする説もある。 

 

３-２.宇那比姫説 

『海部氏勘注系図』『先代旧事本紀』尾張氏系譜に記される、彦火明六世孫、宇那比姫命（ｳﾅﾋﾞﾋﾒ）を卑弥呼と

する説である。この人物は別名を大倭姫（ｵｵﾔﾏﾄﾋﾒ）、天造日女命（ｱﾏﾂｸﾙﾋﾒ）、竹野姫命（父親の名に由来する

ﾀｶﾉﾋﾒ）、大海靈姫命（ｵｵｱﾏﾉﾋﾙﾒﾋﾒ）、日女命（ﾋﾒ）ともある。この日女命を卑弥呼と音訳したとする。また、この説

では、卑弥呼の後に王位に就いたとされる台与（ﾄﾖ）を、系図の中で、宇那比姫命の二世代後に記される、天豊姫

（ｱﾏﾄﾖﾋﾒ）とする（図 3-2）。 

 

 

和邇系図では和邇氏の祖天足彦国押人命の子である押媛命と和爾日子押人命の母をこの宇那比姫命としてお

り、宇那比媛命には配偶者がいたことになる。いずれにしろ両系図の伝承を重んずる限り、宇那比姫はほぼ孝安

天皇と同世代の人であり、第６代の孝安天皇(前 392－前 291)は天足彦国押人命（ｱﾒﾀﾗｼﾋｺｸﾆｵｼﾋﾄ）の実弟で、宇

那比媛と孝安天皇は義理の姉弟という関係である。このことから魏志倭人伝にでてくる「卑弥呼の男弟」を孝安天

皇のことだと解釈することもできる。 

 

３-３.倭迹迹日百襲姫命説 

倭迹迹日百襲姫命の墓は、宮内庁により奈良県桜井市箸中にある大市墓（おおいちのはか）に治定されている。

公式形式は前方後円。考古学名は「箸墓古墳（箸中山古墳）」。墳丘長 278ｍで、全国第 11 位の規模を誇る前方

後円墳である。第 7 代孝霊天皇(前 290-前 215 年)の皇女である倭迹迹日百襲媛命（ﾔﾏﾄ-ﾄﾄﾋﾓﾓｿﾋﾒ-ﾉ-ﾐｺﾄ）は、

『日本書紀』の倭迹迹日百襲姫命または倭迹迹姫命。卑弥呼と同一人物として推定される候補の中では最有力の

  

図 3-2.宇那比姫命(卑弥呼)説の系図 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%AE%87%E9%82%A3%E6%AF%94%E5%A7%AB%E5%91%BD&action=edit&redlink=1
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説である。『日本書紀』により倭迹迹日百襲媛命の墓として築造したと伝えられる箸墓古墳は、邪馬台国の都の有

力候補地である纏向遺跡の中にある。この箸墓古墳の後円部の大きさは直径約 150ｍである。 

 

  
 

図 3-3.邪馬台国までの九州説と畿内説 

 

図３-３は外国から邪馬台国までの九州説と畿内説を表示している。記紀は律令国家時代の編纂なので、初期

の天皇も中華式の王朝として描き、天皇より上の権威を認めなかったが、上述のように倭迹迹日百襲媛命の墓は

崇神天皇陵より巨大であって、当時は天皇よりも権威をもっていた可能性が高い。他に、➀倭姫命説、②神功皇后

説、③熊襲の女酋説と④甕依姫（ﾐｶﾖﾘﾋﾒ）説もある。 

4.卑弥呼の墓 

前方後方墳は、古墳の墳形の一種で、東日本や中国・四国地方に多く存在する。中でも出雲地方の前方後方

墳は古墳時代を通じて築かれていた。その起源は、方形の墳丘墓への通路が変化し、突出部へと代わっていき成

立したと推測されている。東日本の出現期古墳の多くは、前方後方墳であることが分かってきた。 

 

 

  

図 4-1.四つの邪馬台国のルート 図 4-2.円墳、方墳、前方後方墳、前方後円墳との図 

 

図 4-1 は四つの邪馬台国のルートである。図 4-2 は円墳、方墳、前方後古墳、前方後円墳と帆立貝式の図であ

る。奈良盆地の東側、北から大和（おおやまと）古墳群、柳本古墳群、纏向古墳群の 3 つの古墳群がある。これら

の古墳群で、３世紀に造られた古墳である。この中でヒエ塚古墳、ノムギ古墳、纏向勝山古墳、東田殿古墳は３世

紀後半とされ、布留０式の土器が出土していることから 270 年を遡ることはない。中山大塚古墳は特殊台形土器が

出土したことで、箸墓古墳と同時期かさらに古いとされたが、円筒埴輪が含まれていたことが明らかになり、箸墓古

墳より新しいと考えられる。波多子塚古墳は出土した埴輪や土器式から、東殿塚古墳よりやや新しく３世紀末よりも

４世紀初頭の可能性が高い。結局、邪馬台国が奈良に在ったとすれば、年代からみてマバカ古墳、纏向矢塚古墳、
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纏向石塚古墳、ホケノ山古墳の中に卑弥呼の塚があることになる。ただし、ホケノ山古墳からは庄内式とともに、布

留式の土器が出土しているため、年代の見極めが難しい。表 4-1 は天理市にある大和古墳群と柳本古墳群の比

較である。 

卑弥呼の墓には様々な

説がある。一歩 (尺貫法)の

単位については、周代では

約 1.35m、秦・漢代では約

1.38m、魏代では約1.44mと

言われる。卑弥呼の死んだ

時期は弥生時代から古墳

時代への移行期に当たる。

邪馬台国が畿内にあれば

卑弥呼の墓は古墳の可能

性がある。 

 

４-１.箸墓古墳 

箸墓古墳は宮内庁指定では倭迹迹日百襲媛命墓に比定する説もある。邪馬台国畿内説の奈良県桜井市の箸

墓古墳を卑弥呼の墓とする説。規模は、全長 278ｍ、後円部径 150ｍ、後円部高さ 30ｍ、前方部高さ 16ｍである。

形状は前方後円墳である。築造時期は３世紀中頃である。表 4-2 は卑弥呼の墓に関する説の規模である。箸墓古

墳に付近は、崇神天皇陵・景行天皇陵等の巨大古墳や、多数の鏡が見られ天神山古墳などがある。 

 

４-２.黒塚古墳 

    

写真 4-1.三角縁神人龍虎画像鏡 

（新出）、神人（８号鏡）、径 22.3ｃｍ 

写真 4-2.三角縁獣帯四神四獣 

神仙（３０号鏡）、径 22.0ｃｍ 

 

写真 4-1 は三角縁神人龍虎画像鏡で（新出）、神人（８号鏡）、径 22.3ｃｍである。写真 4-2 は三角縁獣帯四神

四獣、神仙（３０号鏡）、径 22.0ｃｍである。卑弥呼の里と言われている黒塚古墳は柳本町に所在する。形状は前方後

円墳である。規模は、全長 130ｍ、後円部径 72ｍ、後円部高さ 11ｍ、前方部長さ 48ｍと前方部高さ 6ｍである。頂

丘の主軸を東西に置き前方を西に向けている。築造時期は３世紀末である。 

特筆されるのは卑弥呼の鏡と呼ばれる三角縁神獣鏡で、３３面も出土し、県内はもとより、これまで 32 面と最大の

出土数を誇っていた京都府山城の椿井大塚山古墳と並ぶ。邪馬台国畿内説の最大の弱点とされていた県内の三

角縁神獣鏡の少なさを補う以上に衝撃の大きい成果となりました。画文帯神獣鏡が１面、出土した古墳。この型式

の鏡は、背面に神獣を配し周縁が山形に鋭く尖る形をしている。鏡は直径が平均して 22ｃｍ、重さは 1ｋｇにもなり、

 

表 4-1.天理市にある大和古墳群と柳本古墳群の比較 
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鏡の裏側には中国の吉祥句を記した文章や神仙、霊獣などが表現されている。古代の首長たちが、鏡に表現され

た不老不死や神仙思想という中国の思想を受け入れた。表 4-2 は卑弥呼の墓に関する説の規模である。 

 

    

写真 4-3.黒塚古墳掲示板 写真 4-4.解説者の北村英子博士と近江巳記夫教授 写真 4-5.周濠の池 

 

写真 4-3 は黒塚古墳掲示板、写真 4-4 は解説者の北村英子博士と近江巳記夫教授、写真 4-5 は周濠だったと

考えられる池が現存している。 

 

表 4-2.卑弥呼の墓に関する説の規模（単位：ｍ） 

 

 

４-３.玉手丘上陵 

奈良県御所市玉手山の尾根が径百余歩で、卑弥呼の墓という説がある。この説は第 6 代孝安天皇を卑弥呼の

男弟とする説で、孝安が葬られたとする玉手山にその古墳が存在することを重要な根拠とする。表 4-2 は卑弥呼の

墓に関する説の規模である。皇居では、宮中三殿の 1 つの皇霊殿において他の歴代天皇・皇族とともに孝安天皇

の霊が祀られている。 

 

４-４.平原遺跡 



9 
 

九州説では平原遺跡や九州最大・最古級の石塚山古墳などを卑弥呼の墓とする説などがある。魏志では徇葬者

は奴婢百余人と記述されている。卑弥呼の墓は、古墳に埴輪が導入される以前の説もある。『日本書紀』垂仁紀に

は、野見宿禰（ﾉﾐﾉｽｸﾈ）が日葉酢媛命（ﾋﾊﾞｽﾋﾒ）の陵墓へ殉死者を埋める代わりに土で作った人馬を立てることを

提案したとあり、これを埴輪の起源とするためである。 

遺構の中央部には、割竹形木棺を収めていたと思われる痕跡もあった。遺跡からは、破砕された合計３９面の鏡、

ガラス・メノウなどの装身具、素環頭太刀等が出土し、鏡の枚数は一墳墓からの出土している。復元された内行花

文鏡は直径が 46.5cm である。太刀等武具の少なさ、装飾品の豪華さ、それに鏡の多さなどから、原田は、この遺

構を「伊都国の女王」の墓だと想定している。平原遺跡には５つの墳丘墓がある遺跡である。1 号墓からは「大型内

行花文鏡」が出土され、原田大六によってヤマト王権の三種の神器の一つ「八咫鏡」の起源であると主張されてい

る。表 4-2 は卑弥呼の墓に関する説の規模である。 

 

４-５.石塚山古墳 

石塚山古墳はヤマト王権の象徴である前方後円墳で、築造時期が３世紀中頃（古墳時代開始時期）〜４世紀初

頭で、墳丘長は 120m〜130m前後と考えられている。吉備地方に起源をもつ特殊土器類（特殊器台・特殊壺）や埴

輪は確認されていないという特徴を持つ。出土鏡はすべて舶載鏡（中国鏡）と考えられている。表 3-2 は卑弥呼の

墓に関する説の規模である。 

 

5.竪穴式石室 

竪穴式石室は、古墳時代前期から中期にかけてよく見られる古墳の埋葬施設である。割竹形木棺の埋葬方法

は、3 世紀代から 4 世紀代である。木棺を置く場所にあらかじめ粘土を敷いたり、墓壙の床全面に砂利を敷いたり

している。墓壙内に浸透してきた雨水を排水するための暗渠排水施設を設けている石室もある。基本構造は割竹

形木棺を墓壙の底に安置したあと、棺に接する部分に板状の石を重ねていき、棺と板石の間に角礫を隙間なく詰

め込んで、最後に大きな蓋石をかぶせる。。 

石材は二上山のサヌカイトが一般的で、徳島県の吉野川下流域の結晶片岩もよく使われている。木棺と石で築

いた壁のあいだに空間があまりないので、これを石室ではなく外側の棺と解釈して竪穴式石槨と表記する場合も多

い。割竹形木棺の内・外の面と石室の壁面とにベンガラ（赤色顔料）が塗られることが多い。棺の内側には朱（水銀

朱）が塗られている場合もあり、ベンガラと朱の両方が用いられる場合もある。 

 

   

写真 5-1.黒塚古墳の写真説明 写真 5-2.黒塚古墳の上部 写真 5-3.黒塚古墳の全景 
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写真 5-1 は黒塚古墳の写真説明、写真 5-2 は黒塚古墳の上部、写真 5-3 は黒塚古墳の全景である。竪穴式

石室は、後円部中央において南北方向にある。長大な竪穴式石室は、後円部での存在が明らかである。竪穴式

石室では、内法（うちのり）長約８.３ｍ、北小口幅 1.３ｍ、南小口幅 0.9 m と高さ 1.7ｍである。石室の構造は、下部３

～４段の川原石を積み上げでいる。壁面は、断面が三角形を呈する合掌式の竪穴式石室である。棺台の断面形

はＵ字形になっている。 

 

 

  

写真 5-4.黒塚古墳の周辺 写真 5-5 は黒塚古墳のレプリカ 

 

木棺には中央部の長さ 2.8ｍの範囲のみベンガラの水銀朱を施し、両端は赤色で塗られている。室内では、粘

土棺床が設けられ、石室中央には断面半円形の長さ 6ｍ、直径 1ｍ以上の「クワの巨木」を「くり抜いた木棺」が納め

られている。竪穴式石室は、後円部の中央に前方後円墳の主軸に直交して作られていました。川原石と板石を用

いた合掌式の特殊な石室である。写真 5-4 は黒塚古墳の周辺、写真 5-5 は黒塚古墳のレプリカである。 

 

表 5-1.史跡黒塚古墳の竪穴式石室の墳丘 

墳丘の後円部直径約 72m 墳丘の全長約 130ｍ 墳丘の高さ約 11ｍ 

墳丘の頂丘は後世の改変による影響を大きく受けている。 

 

表５-１は史跡黒塚古墳の竪穴式石室の墳丘の計測値である。埋葬施設は、平成 9（1997）年から実施され

た発掘調査で、後円部中央において主軸に直交する南北方向の竪穴式石室が見つかった。 

 

表 5-2.史跡黒塚古墳の竪穴式石室 

内法（うちのり）が南北 8.3m、 北小□幅約 1.3 m 南小□幅約 0､9m 高さ□約 1.7ｍ 

壁面は断面が三角形を呈する合掌式 南北長さ約 6.2 m 幅約ｌｍの粘土で作られた棺台 

棺台の断面形がＵ字形 中央部には鮮明な朱色で水銀朱が付着し 中央部の長さ 6 m と直径 1ｍの木棺 

 

表５-２は史跡黒塚古墳の竪穴式石室の計測値である。全国有数の規模の石室であり、頂丘の規模と比較しても

長大な石室である。石室の構造は、下部の３～４段は人頭大の川原石を積み上げ、その上部に扁平な板石を天井

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%81%E6%9F%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%8A%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%8A%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4
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まで持ち送りながら積み上げている。本来は割竹形木棺が据えられていたことがわかる。木棺はクワ製であった。

遺物として、室内の遺物は盗掘を免れ副葬品の鏡 34 面の他に、多種多様な鉄製品が出土している。 

 

表 5-3.史跡黒塚古墳の遺物 

33 面が三角縁神獣鏡 棺の外に置かれ 四神四献鏡が主体 三神三献鏡を含まない 製作地は議論 

１面が画文帯神獣鏡 木棺内に納めら 直径は 13.5ｃｍ 中国の吉祥句を記 重さ 1ｋｇ 

鉄製小札（こざね） 数百枚の革紐で綴じ合わせた鉄板部品 Ｙ字形鉄製品 Ｕ字形鉄製品 

 

 表 5-3 は史跡黒塚古墳の遺物である。黒塚古墳三角縁神獣鏡（24 号鏡）：24 号鏡は直径 23.7ｃｍの三角縁唐草

文帯四神四獣鏡。吉祥句である「天王日月」が記されている。黒塚古墳出土鏡のなかでは最も多くの同型鏡がある。

三角縁神獣鏡（ｻﾝｶｸﾌﾞﾁｼﾝｼﾞｭｳｷｮｳ）は、一種の銅鏡の形式、縁部の断面形状が三角形状の大型神獣鏡である。

日本の古墳時代前期の古墳から 540 面以上も検出。面径は 20ｃｍ。鏡背に神獣（神像と霊獣）が鋳出され、中国、

魏の年号を銘文中に含むものも多くある。古代の首長たちが、鏡に不老不死や神仙思想という中国の思想を受け

入れたと考えられる。黒塚古墳から出土した三角縁神獣鏡は、初期ヤマト政権のあり方や邪馬台国の所在地論争

とも無関係ではなく、解明が不明である。 

６.おわりに 

 奈良盆地の天理市は、春日断層が形成した山並みが連なる。山腫には山々から派生する丘陵は、流れ下る河川

によって形成された扇状地になっている緩やかに低地部へ移行している。これに沿ってエリア・多数の古墳・遺跡

が分布している。天理市内には 100 以上の古墳や遺跡がある。その中で➀佐紀古墳群、②東大寺山古墳群、③布留・

杣之内古墳群、④大和古墳群、⑤柳本古墳群、⑥纒向古墳群とその他に、⑦馬見古墳群が上げられる。天理市内を

北から５エリアに分類できる。すなわち、北から①和爾・檪本周辺、②杣之内周辺、③大和古墳群とその周辺、④柳本古

墳群とその周辺、最後にＶ低地部の順である。卑弥呼の墓は纒向古墳群と柳本古墳群にある。 
天理市内の比較を行った項目は、所属、所在地、位置の北緯と東経、標高、古墳の形状、墳丘-全長、後円部の径と

高さ、前方部の幅と高さと築造時期である。位置の北緯と東経について回帰方程式によって勾配と決定係数を解明し

た。今後の研究課題として、卑弥呼の墓などについて所見を整理した。表 6-1 は卑弥呼陵と思われる古墳の全長（ｍ）

である。 
 

表 6-1.卑弥呼陵と思われる古墳群の経緯度と標高（ｍ） 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BA%92%E5%90%91%E9%81%BA%E8%B7%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BA%92%E5%90%91%E9%81%BA%E8%B7%A1
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図 6-1.天理市にある古墳群の経度と緯度 図 6-2.天理市にある古墳群の標高 

 

図 6-1 は、天理市にある古墳群の経度と緯度との関係である。東経において、最小値は、低地部 135 度 48′

55″であり、最大値は、杣之内古墳群 135 度 50′57″である。その中間の東経は、和邇・東大寺山古墳群、大和古

墳群および柳本古墳群である。北緯において、最小値は、柳本古墳群 34 度 32 分で、最大値は、和邇・東大寺山古

墳群 34度 37′である。その中間の北緯は、大和古墳群、低地部および杣之内古墳群である。図 6-2 は天理市にあ

る古墳群の標高である。最高値の標高は杣之内古墳群 82.7ｍで、最低値の標高は低地部 53.1ｍである。その中間

の標高は、和邇古墳群 70.4ｍ、柳本古墳群 73.5ｍと大和古墳群 74.3ｍである。 

 

ここで、天理市にある古墳群の東経と標高との関係を解析し

た。図 6-3 は史跡黒塚古墳の東経と標高との関係である。北

緯と東経との関係を究明するため考察方法として、次のような

2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X は

東経で、Y は標高、決定係数は R2である。 

Y(標高) = -99.58X2 +3E+06X +2E+08……決定係数 (R2 

=0.892)、決定係数は約 0.892 であることが判明した。 

 

 

    

表図 6-1.卑弥呼陵と思われる北緯と東経との関係 表図 6-2.卑弥呼陵と思われる標高（ｍ） 

 

表図 6-1 は史跡黒塚古墳の経緯度の北緯(最大 34 度 41 分、平均 33 度 97 分と最小 33 度 32 分)と東経(最大

135 度 50 分、平均 133 度 40 分と最小（130 度 13 分)との関係である。北緯と東経との関係を究明するため考察方

 

図 6-3.天理市の古墳群の東経と標高 
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法として、次のような 2 変数（X と Y）の曲線回帰方程式を与えられる。ここで、X は東経で、Y は北緯、決定係数は

R2である。Y(北緯) = 0.044X2 +11.95X -772.21……決定係数 (R2 =0.9954)である。 

決定係数は約 0.9954 であることが判明した。表図 6-2 は標高である。標高の最大値は 86ｍ、平均値 58.8ｍお

よび最小値は 5ｍである。 

 

    

表図 6-4.卑弥呼陵と思われる古墳の全長（ｍ） 表図 6-5.卑弥呼陵と思われる後円部高さ（ｍ） 

 

表図 6-4 は卑弥呼陵と思われる古墳の全長である。全長の最大値は 278ｍ、平均値 143ｍおよび最小値は 40

ｍである。表図 6-5 は卑弥呼陵と思われる後円部高さである。後円部高の最大値は 30ｍ、平均値 13ｍおよび最

小値は 3ｍである。 

 

   

写真 6-1.史跡黒塚古墳を巡検する関西大学大阪クラブの関係者 写真 6-2.関西大学大阪クラブ旗 

 

   

写真 6-3.史跡黒塚古墳の周辺に咲く美しい花 写真 6-4.黒塚古墳の上から撮影 
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別表.卑弥呼、黒塚古墳の年譜 

和 歴 西暦 内     容 

 前 29 -70 年，第 11 代垂仁（すいにん）天皇、陵墓：奈良県奈良市尼ケ辻町 

建武中元 2 57 後漢書、倭の奴国王が、後漢の光武帝により金印を授与される。 

 71 -130 年、第 12 代景行（けいこう）天皇、陵墓：奈良県天理市渋谷町 

永初元 107 後漢書、倭の面土国王の帥升が後漢の安帝に拝謁を願う。 

 131 -191 年、第 13 代成務（せいむ）天皇、、陵墓：奈良県天理市山陵町   

桓帝～霊帝 146 -189 後漢書、倭国大乱。 

桓帝～霊帝 146 -189、隋書、倭国大乱。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/
https://ja.wikipedia.org/wiki/
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 173 三国史記の新羅本紀、倭の邪馬台国の女王、卑弥呼、新羅に使者を派遣した。 

光和年間 178 -184 年、梁書、倭国の内乱。卑弥呼を近隣の首長達が共立して倭の女王とした。 

光和年間 178 -184 年、北史、倭国の内乱。 

 184 前後か？北史、卑弥呼という名の女性がおり、よく鬼道を以て衆を惑わすので、国人は王に共立

した。新羅第 9 伐休王 184 年-196 年。 

 189 前後か？隋書、卑弥呼という名の女性がおり、鬼道を以てよく大衆を魅惑したが、ここに於いて国

人は王に共立した。 

 189 
前後か？ 後漢書、人の女子がいて、名を卑弥呼という。年 

増だが嫁がず、神鬼道に仕え、よく妖術を以て大衆を惑わす。 

 192 -200 年、第 14 代仲哀（ちゅうあい）天皇、大阪府藤井寺市藤井寺 

 193 三国史記の新羅本紀、倭人が飢えて食を求めて千人も新羅へ渡った。 

 196 新羅第 10 代奈解王 196-230 年 

 200 -207 年、第 14 代神功（じんぐう）皇后、陵墓：奈良県奈良市山陵町 

 208 三国史記の新羅本紀、倭軍が新羅を攻め、新羅は伊伐飡（イバツサン・宰相の位）の利音を派

遣して防いだ。 

 230 新羅第１１代助賁王 230-247 年  

 232 三国史記の新羅本紀、倭軍が新羅に侵入し、その王都金城を包囲した。新羅王自ら出陣し、倭

軍は逃走した。新羅は軽騎兵を派遣して追撃、倭兵の死体と捕虜は合わせて約千人。 

  233 三国史記の于老列伝、倭軍が新羅の東方から攻め入った。新羅の伊飡の于老が沙道（地名）で

倭軍と戦った。于老は火計をもって倭軍の船を焼いたので倭兵は溺れて全滅した。 

景初 2 238 
卑弥呼、初めて難升米らを魏の帯方郡まで派遣。魏の明帝から「親魏倭王」の仮の金印と銅鏡

100 枚を与えられる。 

正始元 240 三国志、帯方郡から魏の使者が倭国を訪れ、詔書、印綬を奉じて倭王の卑弥呼に拝受させた。 

正始 4 243 

１２月、三国志、倭の女王は大夫の伊聲耆（いせいき：梨迹臣命弟）、掖邪狗（えきやく・卑弥呼

の使者）ら八人を復遣使として、狗奴国との戦いの援助を願い魏に派遣、魏の明帝から掖邪狗ら

は率善中郎将の印綬を受けた。 

正始 6 245 三国志、魏は倭の使臣の難升米に黄幢（おうどう）を授与。 

正始 8 247 
三国志、倭は載斯、烏越らを帯方郡に派遣、狗奴国との戦いを報告した。魏は帯方郡から塞曹

掾史張政の張政を倭に派遣し、難升米に詔書、黄幢を授与。新羅 12 代沾解王 247-261 年。 

正始 9 248 -249 年、梁書、卑弥呼死亡。 

正始 10 249 三国史記の于老列伝、倭国使臣が新羅の舒弗邯の于老を殺した。 

泰始 2 266 
倭の卑弥呼の使者・掖邪狗（えきやく）など 20 人が王都の洛陽に遺産遺産和志が入貢。邪馬

台国からの最後の入貢。 

 270 -310 年、応神（おうじん）天皇、陵墓：大阪府羽曳野市誉田 

 284 新羅第１４代儒礼王 284-298 年   

 287 三国史記の新羅本紀、倭軍が新羅に攻め入り、一礼部（地名、場所は不明）を襲撃して火攻め

にした。倭軍は新羅兵千人を捕虜にした。 

 298 新羅第１５代基臨王 298-310 年 
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『三国志』によると、倭国で男性の王の時代が続いた（70-80 年間）が、後に内乱（5-6 年間）があった。直後に一

人の女子を立てて倭国の王とした（卑弥呼の即位）。名を卑弥呼といい、鬼道に仕えた。年齢は既に高齢で夫はな

く、弟がいて国の統治を補佐した。卑弥呼の死後に墓が作られた。 

男の王が立つが、国が混乱し互いに誅殺しあい千人余が死んだ。卑弥呼の宗女台与を 13 歳で王に立てると国

中の争いが遂に鎮定した。倭の女王台与は掖邪狗ら倭国に 20 年間も滞在していた。掖邪狗らはそのまま晋の都

の洛陽に向かい男女の生口 30 人と白珠 5000 孔、青大句珠 2 枚、異文の雑錦 20 匹を貢いだ。 

 

 


