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研究成果の概要（和文）：　磯間岩陰遺跡出土資料に軸足を置いて研究を遂行した。その結果、副葬品・人骨の炭素窒
素同位体分析から確実にこの集団は漁撈集団であることが判明している。また、歯冠計測値法による被葬者間の親族関
係分析によると、すくなくとも小石室間の被葬者に親族関係がないことが明らかとなっており、本遺跡は集落形成期に
複数の親族集団が共同で営んだ墳墓遺跡ではないかと考えられた。特筆すべきは副葬品であり、鹿角製剣装具は直弧文
が刻まれている。この剣装具は畿内政権の関与無しにありえない。このことから紀南という畿内政権から遠い漁業集落
の再編にも畿内政権の関与が推測されるのである。
　

研究成果の概要（英文）：We studied and analyzed Isomaiwakage Site.It became clear that people buried in 
Isomaiwakage Site were fishermen by the isotopic analysis and funeral goods. And it also became clear 
that some people in some coffins were not relatives each other.I pointed out that a few families which 
were not relatives each other gathered and made a new settlememt.Some decorative accessories for swords, 
made of deer antler, found in Isomaiwakage Site are famous. We thought that they were presented by the 
Yamato polity. So, we conclude that this settlement was made under the help of the Yamato Administration.
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１．研究開始当初の背景 
 畿内政権の支配体制研究は、支配しあるい
は支配される集団が、水稲耕作を基盤とした
農耕集団であることを前提として進められ
てきた。しかしながら、古墳社会は農耕集団
だけでなく多様な生業集団から構成されて
いる。 
漁業や製塩など海を生業基盤とする集団

（以下、漁労製塩集団と呼ぶことがある）に
関する研究はこれまでにも存在した。これま
での研究では、そうした集団の特異性が指摘
されるにとどまり、古墳社会全体あるいは地
域社会の中での評価はされないままであっ
た。さらに漁労製塩集団の広域比較という視
点を欠いた中での研究が多かった。古墳時代
における多彩な地域間関係の存在が近年明
らかにされている中、漁労製塩集団も地域社
会あるいは畿内政権と多様な関係を形作っ
ている可能性がある。 
さらに、これまでの漁労製塩集団研究では、

被葬者の生業の特定方法に問題があった。喜
平島のように製塩に特化した孤島ならとも
かく、海浜部における墳墓の被葬者すべてが、
海に生業基盤を置いているとは限らない。そ
れにもかかわらず、被葬者の生業を特定する
根拠と方法論が議論されることはなかった。
海浜部や製塩遺跡の近くにある墳墓を漁労
集団や製塩集団の埋葬として理解している
に過ぎなかったのである。この点は研究の前
提であるのでけっして小さな問題ではない。
生業の特定には、立地や副葬品のみならず人
骨・動物骨などの自然遺物を含めた総合的分
析が不可欠である。海浜部の墳墓はその立地
や埋葬形態が自然遺物の保存に適しており、
自然遺物が遺存するケースが多い。これまで
は豊富な自然遺物を研究に有効利用できて
いなかったのである。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、海浜部にある古墳時代墳

墓について考古学・人類学・環境考古学とい
う多面的アプローチから分析を行うことに
よって、海に生業基盤を持つ集団の墳墓を特
定し、その集団の古墳時代における社会的位
置付けを示すことである。社会的位置づけの
具体相とは、海を生業基盤とする集団と畿内
政権・地方首長勢力との関係、あるいは農耕
集団との関係である。それを明らかにするこ
とにより海浜部に対する畿内政権の支配体
制とその構造、ならびにそれが確立する過程
を解明し、これまで農耕集団の支配を前提と
してきた政権構造の見直しを進める。 

 
３．研究の方法 
(1)海浜部における墳墓被葬者の生業の特定 
海浜部における墳墓被葬者の生業を、考古

学・人類学・環境考古学の３分野から多角的
な分析を行うことによって特定し、漁労製塩
集団の墳墓を抽出する。抽出した漁労製塩集
団の墳墓と平野部における農耕集団の墳墓

と比較し、漁労製塩集団の埋葬における特徴
を明らかにする。 
(2)漁労製塩集団の墳墓の類型化 
上記(1)で明らかにした漁労製塩集団の墳

墓の特徴を使用しつつ、埋葬形態（墳丘の構
造・埋葬施設の種類と規模・副葬品・被葬者
の親族関係など）から漁労製塩集団の墳墓の
類型化を行って研究の基礎を形作る。 
(3)漁労製塩集団の地域社会における社会的
位置と関係の研究 
 漁労製塩集団の墳墓と他の墳墓との関連
性を考察し、地域内での階層的位置づけなら
びに他集団との交流関係を明らかにしつつ、
地方首長勢力との関係を追求する。 
(4)畿内政権による漁労製塩集団の掌握過程
の研究 
 漁労製塩集団墓制の諸類型における葬送
儀礼のあり方や副葬品とくに威信財のあり
方から、畿内政権との交流についてその有無
を含めて検討を行う。畿内政権が漁労製塩集
団に対して、いつどのような過程を経て、そ
の関与を強化するのかを明らかにする。さら
に漁労製塩集団の墳墓を広域間で比較する
ことにより、畿内政権による漁労製塩集団に
対する多様な掌握過程が存在することを明
らかにする。 
 
４．研究成果 
 研究を実施する中で、和歌山県田辺市磯間
岩陰遺跡の資料が本研究の重要な鍵となる
ことが次第に明確となった。海浜部岩陰遺跡
という立地、未盗掘の埋葬施設と遺存状況の
良い複数の人骨、動物骨。あるいは多数の骨
角器をはじめとする副葬品があるからであ
る。そのため、本研究の軸足を磯間岩陰遺跡
出土資料に置いて研究を遂行した。 
 その結果、副葬品・人骨の炭素窒素同位体
分析から確実にこの集団は漁撈集団である
ことが判明している。また、歯冠計測値法に
よる被葬者間の親族関係分析によると、すく
なくとも小石室間の被葬者に親族関係がな
いことが明らかとなっており、本遺跡は集落
形成期に複数の親族集団が共同で営んだ墳
墓遺跡ではないかと考えられた。同遺跡は 5
世紀後半に成立するが、全国的に同時期に集
落の再編が認められる。本遺跡を営んだ集団
も、こうした集落再編の動向の中で新たに集
落を形成したと推定される。 
 特筆すべきは副葬品であり、鹿角製剣装具
は直弧文が刻まれている。この剣装具は畿内
政権の関与無しにありえない。このことから
紀南という畿内政権から遠い漁業集落の再
編にも畿内政権の関与が推測されるのであ
る。 
 磯間岩陰遺跡の資料が膨大で分析と研究
に主力を注いだため、１と 2に挙げた広域比
較研究はできなかったが、5 世紀後半の漁業
集団に畿内政権が関与したことを明らかに
した成果はきわめて大きい。 
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