
「前方後円墳」設計の類別
一王権と前方後円墳一
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はじめに
本誌「71号Jに「王権と古墳」を書いた。私が解明した「王権」 は堅田直氏の

「I型」「H型」「E型」の古墳と一致する。

しかし「E型」古墳の設計を見た時、このような複雑な設計をして前方後円墳

を造ったのであろうか、という疑問を持った。

ただ「 I型J「H型」「E型」が私の解明した「王権Jとあまりにもよく合致す

るので堅田直氏の「 I型J「E型」「皿型」に飛びついて「71号」を書いた。

そしてそのまま疑問をもったことも忘れていた。

「2019年5月」に本多洋五氏とお会いした。本多氏は古墳の研究をされており、

「124の前方後円墳」についてデータ（墳丘長、後円部径、前方部長、墳正の高

さ等）を集め、それらの比率等を計算しておられる。さらに堅田直氏の「 I型」

「E型」「皿型Jについても研究しておられた。その成果の表を戴いた。

この表を見ながら堅固直氏の「 I型」「E型Jrm型」について疑問を持ったこ

とを思い出した。そして私なりに「前方後円墳の設計Jについて調べてみること

にした。

「前方後円墳の設計」は非常に単純である。ただし「設計」のやり方には「色々

な方法」があることがわかった。

「前方後円墳の設計」は「王権」によって「異なる」ことが検証されたと言える。
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第 1章前方後円墳の設計検討

1 前方後円墳の設計方法

(1) 「前方後円墳の設計Jに関する研究

「前方後円墳の設計」に関する代表的な研究は「三つ」ある（71号）。

0上田宏範著 『前方後円墳 第二版J（学生社、昭和54年）

O柄国男著 『古墳の設計J（築地書館、 1975年）

0堅固直氏 「前方後円墳の系譜（講演録）」（『市民の古代 第17集』（ピレッ

ジプレス、 1996年））

上田宏範氏は「古墳の中軸線（縦軸）」を中心にして研究している。

柄国男氏は中軸線と直角に交わる「横軸」を中心にして研究している。

堅田直氏は「円」を中心にして研究している。

堅田直氏の研究は私の「王権Jの研究と合致する（71号）。

しかし堅田直氏の「E型」前方後円墳の設計はあまりにも複雑である。このよ

うな設計で前方後円墳を造ったのであろうか。

図1 堅田直氏の「E型J前方後円墳の設計

図1 堅固直氏の rm型j

(2) 



(2）前方後円墳設計時の基点

前方後円墳を設計するには「各基点」を定める必要がある。

「前方後円墳」の「基点」を次のように定義する。

0前方後円墳の基点

・ 「後円部」の中心を「0」とする。

・ 「後円部径」とは「後円部の直径jをいう。（A-B)

・「前方部長」とは「後円部」から「前方部の底辺」までの長さをいう。（B

-C) 

・ 「前方部幅」とは「前方部底辺」の長さをいう。（D-E)

・ 「両側辺」が「後円部」と交わる地点を「F、G」とする。

図2 前方後円墳の主要な基点と記号

(3）前方後円墳の基本設計

前方後円墳の設計は次のような手順で行われるであろう。

a）後円部の中心「OJを定める。
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図2 前方後円墳の主要な基点と記号

(3) 



b）「OJを中心に半径「r」の円を描く。

c）「OJから前方部へ向けて長さ「kJの線を引く。（0-C)

d）「CJから「0-C」に直角に「前方部底辺（m）」を引く 。

(D-C) = (C-E) = 1/2m 

e ）次に「両側辺」（F-D) (G-E）を決める。

図3 前方後円墳の設計の基本

これで「前方後円墳」の基本設計は終わる。

「前方後円墳」の築造に必要な「長さ」は次の「3つ」である。

・半径「r」

・ 「0ーC」の長さ「k」

・ 「D-E」の長さ「m」

これで「前方後円墳Jの骨格が定まる。

問題は「両側辺」をどのようにするかである。

口「前方後円墳」の基本設計はこのように単純である。

・ 「両側辺」をどのようにするかによって「前方後円墳」の形式が決まる。
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図3 「前方後円墳J設計の基本

(4) 



2 前方後円墳設計の比較分析

(1) 前方後円墳の比較箇所

「前方後円墳」は古墳時代後期になると「後阿部径」に対して「前方部長（B

-C）」は短くなり、「前方部幅」は長くなる傾向にある。

「前方後円墳Jの設計では「0-C (k）」を求めたが、古墳の違いを際だたせ

るには「半径（ r) jの長さを除いた方がよい。それを「前方部長（Bー C)Jと

する。

口「前方後円墳」の設計を比較するには「後円部径：前方部長．前方部幅Jを

比較すればよいであろう。

(2）堅田直氏の「 I型Jr n型Jrm型Jの検討

堅田直氏の「 I型」「E型」「皿型」について違いを見てみよう。

「後円部径：前方部長：前方部幅」は次のようになる。

0堅田直氏の前方後円墳設計方法による相違の分析

① 「I型」

・ 「後円部径」：「前方部長」：「前方部幅」＝ 1 : 1 : 1. 12 

②「E型」

・ 「後円部径」：「前方部長」：「前方部幅」＝ 1 : 0. 75 : 1. 075 

「後円部径」：「前方部長」＝ 1 : 3/ 4 

したがって次のように考えればよい。

・ 「後円部径J：「前方部長」：「前方部幅」＝ 1:3/4:1

③「E型J
・ 「後円部径」：「前方部長」：「前方部幅」＝ 1 : 0. 686 : 1. 057 

これは次のように考えればよいであろう。

・ 「後円部径」：「前方部長」：「前方部幅J= 1 : 0. 7: 1 

口堅田直氏の前方後円墳の設計の分析結果は次のようになる。

・ 「前方部長」は「 I型J= 1、「E型」＝O.75、「E型」＝O.7。

・ 「前方部長Jは「 I型J、「E型」、「E型」と短くなるが、「E型」と「E

型」の差は極めて小さい。

・ 「前方部幅」は「E型Jと「E型Jで差がない。むしろ「皿型」の方が小

さくなっている。

(5) 



堅固直氏の前方後円墳の設計はこのような小さな差で出来ている。

3 実データによる前方後円墳の分析

(1) 「I型Jr n型Jrm型jの事例分析

堅田直氏の「 I型」「E型」「E型」の前方後円墳について「実データ」で調べ

てみた。

0「I型」の実データ

・桜井茶臼山古墳

・「後円部径J：「前方部長」 ：「前方部幅」 ＝1 : 0. 77 : 0. 57 

・室宮山古墳

－「後円部径J：「前方部長」：「前方部幅」 ＝1 : 1 : 1 

・神功皇后陵

. r後円部径」：「前方部長」：「前方部幅」 ＝1 : 0. 5: 1 

・仁徳天皇陵

－「後円部径」：「前方部長」：「前方部幅」 ＝1 : 0. 9: 1. 2 

口堅田直氏の「 I型Jに合致するのは「室富山古墳」と「仁徳天皇陵jだけで

ある。

0 f II型」の実データ

・箸墓古墳

・「後円部径」：「前方部長J：「前方部幅」 ＝1 : 0. 75 : 0. 9 

・上石津ミサンザイ古墳（履中天皇陵）

－「後円部径」：「前方部長J：「前方部幅」 ＝1 : 0. 8 : 1. 2 

・景行天皇陵（渋谷向山古墳）

－「後円部径j：「前方部長」 ：「前方部幅」 ＝1 : 0. 83: 1 

堅固直氏の「E型Jは「 1: 0. 75 : 1 Jであるから「実データ」の「前方部長」

の方がやや長くなっている。

しかし堅田直氏の「E型」は「実データJとよく合っていると言える。ただし

「前方部長」は堅田直氏の「0.75」よりも高い「0.8」「0.83」になっている。

0「E型Jの実データ

(6) 



・仲津山古墳

・「後円部径j：「前方部長」：「前方部幅J= 1 : 0. 7: 1 

・墓山古墳

－「後円部径J：「前方部長」：「前方部幅」＝ 1 : 0. 82 : 1. 2 

・太田茶臼山古墳（伝継体天皇陵）

－「後円部径」：「前方部長」：「前方部幅」＝ 1 : 0. 6: 1 

・市野山古墳（允恭天皇陵）

－「後円部径」：「前方部長」：「前方部幅J= 1 : 0. 7 : 1. 2 

・岩戸山古漬

－「後円部径」：「前方部長」：「前方部幅」＝ 1 : 0. 9: 1. 4 

・石人山古墳

－「後円部径」：「前方部長」：「前方部幅」＝ 1 : 0. 6: 0. 8 

・江田船山古墳

－「後円部径」：「前方部長」：「前方部幅」 ＝1 : 0. 7: 1 

・岡ミサンザイ古墳

－「後円部径J：「前方部長」：「前方部幅」＝ 1 : 0. 8: 1. 3 

堅固直氏の「皿型Jは「 1: 0. 7: 1」であるから 「実データ」とほぼ合って

いると言えるであろう。

しかし「前方部長」は堅田直氏の「0.7Jに対して「実データJは「0.6」「0.8」

「0.82J「0.9」になっている。「0.8J「0.82J「0.9」は堅固直氏では「H型」で

ある。

口堅田直氏の前方後円墳の設計についてまとめると次のようになる。

・堅田直氏の前方後円墳の設計は「実データ」とかなり合致している。

・しかし特に「前方部長」では「E型」と「E型Jの区別は付けられないほ

ど近い数値になっている。

第2章 「前方後円墳Jの設計

1 I両側辺Jの決め方

(1) 新たな前方後円墳の類別方法

堅固直氏の前方後円墳の類別では大きな違いを見いだ、せなかった。

(7) 



多くの古墳について色々と計測しているうちに「両側辺」の決め方に違いがあ

ることに気付いた。

口「前方後円墳jの設計の違いは「両側辺」の決め方にある。（佃説）

(2) 「両側辺Jの決め方（ 1 ) 

「両側辺」を決定する方法には種々あるようである。

O「両側辺」が中軸線と平行

・桜井茶臼山古墳、メスリ山古墳

図4 桜井茶臼山古墳

(3) 「両側辺Jの決め方（2)

0「前方部幅」（D、E）から「後円部径（Zr)Jを半径とする円を描く。

「後円部Jと交わる点が「F、G」地点である0

・上石津ミサンザイ古墳（履中天皇陵）、造山古墳

図5 上石津ミサンザイ古墳、造山古墳

図4 桜井茶臼山古墳の墳丘

(8) 



可主
図5 造山古墳と上石津ミサンザイ古墳

(4) 「両側辺Jの決め方（3)

0「両側辺」を適当に決める。

「両側辺」の角度が異なる。

・神功皇后陵、成務天皇陵、日葉酢媛古墳

図6 神功皇后陵

(5) 「両側辺jの決め方（4)

0「後円部中心（0）」から「D、EJ地点へ線をヲ｜く 。

「両側辺」 （F- D）、（G-E）が出来る。

・箸墓古墳、西殿塚古墳

図7 箸墓古墳

(6) f両側辺Jの決め方（5)

0「後円部頂点（A)Jから「D、EJ地点へ線を引く。

「両側辺J(Fー D）、（G-E）が出来る。

・大多数の「前方後円墳Jはこれで造られている。

図8 f中津山古墳

(9) 



図6

(7) 「両側辺Jの決め方（6)

0「周堤帯」から「D、E」地点へ線を引く。

「両側辺J(F-D）、（Gー E）が出来る。

・墓山古墳、太田茶臼山古墳（伝継体天皇陵）

図9 墓山古墳

(8) 「両側辺jの決め方（7)

「両側辺」はどのように決められているかを検討している中でどうしてもうま

く合わない古墳がある。「仁賢天皇陵（ボケ山古墳）」と「土師ニサンザイ古墳」

である。

・仁賢天皇陵（ボケ山古墳）

－「後円部径」：「前方部長J：「前方部幅」＝ 1 : 0. 837 : 0. 67 4 

・土師ニサンザイ古墳

－「後阿部径」：「前方部長j：「前方部幅」＝ 1 : 0. 782 : 1. 456 

「後円部径」に対して「前方部幅」が「0.674J、「1.456」になっている。これ

では「前方部幅」の長さは決められない。

(10) 



図ア 箸墓古墳の墳丘

ところがこの二つの古墳は「後阿部頂点 （A）」から「45度」の角度で線を引

いた延長線上に「D、E」地点があることがわかった。

すなわち「前方部幅」 （D、E）は「後円部頂点（A）」 からは5度」の角度で

二本の線をヲ｜いて求められているということである。

図10 土師ニサンザイ古墳

0「後円部頂点（A)Jから「角度 （α＝45度）」で「前方部幅（底辺）」へ線

を引く。

「F、G」地点、「D、EJ地点が定まり、「両側辺」が出来る0

・仁賢天皇陵、土師ニサンザイ古墳

口 「前方後円墳Jはこのように種々の設計により造られている。

・しかしどれも単純な設計である。

・堅田直氏のような複雑な設計をしないで「前方後円墳」は造られている。

、3
ノ’EA

 
’EA
 

（
 



図8 仲津山古墳

2 「前方後円墳Jの類別

(1) (A型）

基本設計 （「後円部径」「前方部長」「前方部幅」）から「両側辺」を決める。

a) (Aa型）

中軸線と「両側辺」を平行にする。

O「Aa型j前方後円墳

圃桜井茶臼山古墳

・メスリ山古墳

b) (Ab型）

「D、E」地点から「後円部径Jを半径とする円を描き、「後円部」と交わる

点（F、G）を決める。これで「両側辺」が求まる。

0「Ab型J前方後円墳

・上石津ミサンザイ古墳

・造山古墳

(12) 
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図9

c) (Ac型）

「両側辺jを適当に決める。左右の「両側辺Jの角度が異なる。

O「Ac型」前方後円墳

・神功皇后陵

・成務天皇陵

・日葉酢媛古墳

(2) (B型）

「後円部中心（O)Jから「前方部幅（D、E)Jを結び「両側辺Jを決める。

O「B型」前方後円墳

・箸墓古墳 (1 : 0. 75 : 0. 9) 

・西殿塚古墳 ( 1 : 0. 6 : 1 ) 

(3) (C型）

「後円部頂点（A）」から 「前方部幅 （D、E）」 を結び 「両側辺」を決める。

O「C型」前方後円墳

(13) 



r
 ．．
 

・

図10 土師ニサンザイ古墳

・大仙古墳（伝仁徳天皇陵） ( 1 : 0. 9 : 1. 2) 

・室宮山古墳 (1:1:1) 

・渋谷向山古墳（伝景行天皇陵） ( 1 : 0. 8 : 1.) 

・行燈山古墳（伝崇神天皇陵） (1 : 0. 8 : 0. 9) 

・仲津山古墳（仲津媛陵） ( 1 : 0. 7 : 1 ) 

・市野山古墳（伝允恭天皇陵） ( 1 : 0. 7 : 1. 2) 

・岡ミサンザイ古墳 (1 : 0. 8 : 1. 3) 

・岩戸山古墳 (1 : 0. 9 : 1. 4) 

・石人山古墳 ( 1 : 0. 6 : 0. 8) 

・稲荷山古墳 ( 1 : 0. 8 : 1. 3) 

・江田船山古墳 ( 1 : 0. 7 : 1) 

口ほとんどの「前方後円墳」は「C型」である。

(4) (D型）

「周堤帯」から「前方部幅（D、E）」を結び「両側辺」を決める。

O「D型」前方後円墳

・太田茶臼山古墳（伝継体天皇陵） ( 1 : 0. 6 : 1) 

(14) 



・墓山古墳 (1 : 0. 8 : l. 2) 

(5) (E型）

「後円部頂点（A)Jから「角度（α）」の二本の線を「前方部幅（底辺）」に引

き「両側辺」「前方部幅」を求める。

0 ~ E型J前方後円墳 （α＝45度）

・土師ニサンザイ古墳

E仁賢天皇陵（ボケ山古墳）

第3章 「前方後円墳の設計」と「王権J

1 纏向王権

(1）傾向王権の前方後円墳

O纏向王権は「B型」

・箸墓古墳（長髄彦の墓） 「275年J頃

・西殿塚古墳

(2) 「纏向王権Jの樹立

「纏向遺跡」は奈良県桜井市纏向に突如として出現する。寺沢薫氏は 『王権誕

生（講談社、 2000年）Jの中で次のように述べている。

三世紀のごく初め（中略）。近畿地方の中心部では「庄内式Jと呼ばれる土

器様式が始まる時期だ。（中略）奈良盆地では画期的な事態が起きた。桜井

市縄向遺跡の出現である。（中略）

纏向遺跡が出現する三世紀初めの庄内式の始まりこそが（巻向）王権の誕生

であり、古墳時代の到来にふさわしい。 寺沢薫氏

「纏向遺跡jは「庄内式土器」と共に日本列島に出現している。「纏向遺跡」は

渡来人が築いている。「庄内式土器」は渡来人がもたらした土器であろう（66号）。

「纏向遺跡」は「三世紀の初め（庄内0式）」から始まる。その時期は「公孫康J
が父「公孫度」の後を継いだ「204年」に近い。

桓霊之末、韓減彊盛、郡牒不能制。民多流入韓国。建安中、公孫康分屯有牒

以南荒地為帯方郡。遣公孫模・張倣等、収集遺民、輿兵伐韓i歳。是後倭韓遂

¥15) 



属帯方。 『三国志』韓伝

（訳）桓帝と霊帝の末に韓と減は彊く盛んになり、帯方郡やその腺は制する

ことができなかった。民は多く韓国に流入する。建安中になると、公孫康は

屯有牒を分けて南の荒地を以て帯方郡と為す。公孫模・張敵等を遣わし、遺

民を収集して、兵を輿し韓と減を伐つ。是の後、倭と韓は遂いに帯方（郡）

に属す。

「204年Jの直後に「公孫康」は「帯方郡」を設置して「兵を輿し韓と滅を伐つ」

とある。この時朝鮮半島から逃げて来た人々が「纏向遺跡」を築いたのであろう。

その証拠に「纏向遺跡」から「ベニバナ」の花粉が出土している。

「BS-TBS 諸説有り！ 邪馬台国（前半）Jで、奈良教育大学の金原正明教

授は次のように述べている。

・ベニバナは3世紀の日本列島には無い花粉。

・ベニバナは古墳時代後期。6世紀に渡来した植物と考えられてきた。

口「纏向王権」の誕生 (204年の直後）

・ 「纏向遺跡」は「三世紀の初め（庄内O式）」に突如として出現する。

・時期は「三世紀の初め（庄内O式）」であり、「公孫康」が「兵を輿し！韓と

減を伐つ」時期 （204年の直後）と一致する。

・ 「纏向遺跡jを築いたのは「公孫康」に追われて朝鮮半島から逃げて来た

人々である。（66号）

(3）箸墓古墳は「長髄彦Jの墓 但6号）

「長髄彦Jは近畿地方を支配する王であろう。「神武東征」の時、長髄彦は河内

で五瀬命の一行と戦う。

（五瀬命の一行は）東の謄駒山（生駒山）を蹄（こ）えて、中州（奈良盆地）

に入らむと欲す。時に長髄彦はこれを聞いて日く、「夫（そ）れ天神の子等

が来た所以は必ず我が国を奪うためであろうJという。則ち壷（ことごと）

く属する兵を起こし、孔舎衛（くさえ）坂に於いて之を徹（さえぎ）りて、

之（五瀬命の一行）と会い戦う。流れ矢有り。五瀬命の肱腔（ひじはぎ）に

中る。皇師（皇写）は進み戦うこと能（あたわ）ず。 f日本書紀』

長髄彦は「孔舎衛（くさえ）＝東大阪市日下（くさか）Jで「五瀬命の一行」

と戦っている。長髄彦の支配領域は「奈良盆地」から「河内」まであることがわ

かる。

(16) 



「長髄彦」は「近畿地方」を支配している「纏向王権」の王ということになる。

「275年」頃、宇摩志麻治命は「長髄彦Jを殺して神武天皇に帰順する（66号）。

寺浮薫氏は「箸墓古墳の築造開始から埋葬にいたる年代はその古相から新相の

初め頃に相当するのであるから、およそ260年～280年頃ということになるJと述

べている。

「箸墓古墳」が築造される時期（260年～280年）は「長髄彦Jが字摩志麻治命

に殺される時期（275年頃）と一致する。

0 「箸墓古墳」は「長髄彦」の墓であろう。

・ 「箸墓古墳」は当時の日本列島では最大の墓である0

・箸墓古墳は「纏向王権」の王の墓であろう。

・箸墓古墳の築造は「260年～280年」ころである。

・ 「長髄彦」は「275年」頃に宇摩志麻治命に殺される0

・ 「長髄彦」は「箸墓古墳」に埋葬される。

2 伊都国王権

(1）神武東征（逃亡） (66号）

伊都国王権は北部九州を支配していた。

「220年～230年」頃、朝鮮半島から「倭国」が逃げてくる。伊都固と戦い勝利

して「福岡市南区～小郡市」に「邪馬査国」 を樹立する。

「伊都国王権」は再度「邪馬査国（倭国）」と戦う。しかし再び敗れる（66号）。

「伊都国王権」は土地を捨てて東へ逃げる（神武東征＝神武逃亡）。「260年～265

年J頃である。

東大阪市日下で長髄彦と戦い、五瀬命は負傷し、死去する。和歌山市の竃山に

埋葬される。長男の五瀬命が死去したので「神武Jが一行のリーダーになる。

竃山から名草を通り、陸路で「和歌山県海南市」に来る。ここが「熊野」であ

る（66号）。

神武天皇の一行は「熊野（海南市）」から「貴志川jへ行き、「紀ノJllJに出て、

「丹生川」の下流に一時「伊都国Jを再興する。今の「伊都郡」になる（66号）。

そこから「奈良県宇陀郡」に出る。「宇陀郡菟田野町」に「見田 ・大沢4号墳」

がある。ここから「三種の神器（鏡・剣・勾玉）Jが出土しており、鏡は絹で包

まれていた。弥生時代の近畿地方には絹はない。弥生時代に絹があるのは北部九

州だけである。見田・大沢4号墳の「三種神器」は北部九州から持ってきたもの

であることがわかる。

(17) 



「三種神器」は伊都国の祭器である。見田・大沢4号墳は伊都固から来た人の

墓であることを示している。「神武東征（逃亡）」が史実である証拠である。

寺沢薫氏は「見田・大沢4号墳jの年代について「土器からは庄内3式～布留

O式でしょ う。全体を考えると布留O式だと思っております」と述べている（66

号）。

「布留O式」は「260年～280年」頃であるといわれている。見回・大沢4号墳

の年代は「260年～280年」頃である。

宇摩志麻治命が神武天皇に帰順するのは「275年Jころである。見田・大沢4

号墳の年代は神武東征の時期に合致する。

(2）神武天皇の墓

『古事記jは「神武天皇陵」を次のように記す。

畝火（うねび）の白梼原（しらかしはら）宮に座して天下を治める。

（中略）御陵は畝火山の北方の白梼の尾の上に在り。 『古事記j

「神武天皇陵Jは「畝火山の北方の白梼の尾の上に在り」とある。「桜井茶臼山

古墳」は 『古事記jが記す「神武天皇陵Jにピッタリである。「畝火山＝鳥見山」

である（47号）。

(3）伊都国王権の前方後円墳

O伊都国王権は「Aa型」

・桜井茶臼山古墳（神武天皇の墓） 「280年～290年J頃

・メスリ山古墳

3 崇神王権

{ 1) 崇神王権の前方後円墳（66号（2)) 

0「C型」前方後円墳

・椿井大塚山古墳（崇神天皇の墓） 「318年崩」

・行燈山古墳（4世紀前半頃）（垂仁天皇の墓）

・渋谷向山古墳（4世紀中頃）（五十現敷入彦命の墓）

(2) 崇神天皇は渡来人（66号）

「崇神天皇」は中国の大凌河上流からの渡来人である。「椿井大塚山古墳」に埋

・(18) 



葬される。「崇神天皇」は 『古事記』に崩年干支のある最初の天皇である。「崇神

天皇」は「318年」に崩御している。渡来してからも「干支Jを使い続けていた

のであろう（48号、 56号、 65号、 66号）。

「椿井大塚山古墳」は「C型」前方後円墳の最も早い時期の古墳である。「C型」

前方後円墳は「崇神天皇」の「椿井大塚山古墳」から始まるのではないだろうか。

「崇神王権」は「纏向王権Jを滅ぼして、大和の東南部を支配し、さらに日本

列島（西日本）を征服する（66号）。

崇神天皇は渡来人であるから「前方後円墳の設計」は「纏向王権」の「箸墓古

墳Jを参考にして造っているのであろう。ただし「箸墓古墳jは「B型」前方後

円墳である。「崇神天皇」は「B型」を「C型」に変更して造っている。

崇神天皇の子「垂仁天皇」の「行燈山古墳」も「C型」であり、孫の「五十現

敷入彦命の墓」（渋谷向山古墳）も「C型jである。「C型j前方後円墳は「崇神

王権Jから始まると言える。

「崇神王権」は近畿地方を支配している。近畿地方に「C型」前方後円墳が広

まるのはそのためである。

口「C型J前方後円墳は「崇神王権Jから始まる。

・ 「崇神天皇」は「纏向王権」の「B型」前方後円墳（箸墓古墳、西殿塚古

墳）を参考にして、「C型J前方後円墳の「椿井大塚山古墳Jを造る。

・崇神天皇の子「垂仁天皇」は「C型」の「行燈山古墳」を造り、孫の「五

十寝敷入彦命Jは「渋谷向山古墳」を造る。

・さらに大和の中心部、および畿内に「C型」前方後円墳が造られるように

なる。

4 吉備王権

(1）吉備王権の墓（Ab型）

0吉備王権は「Ab型」前方後円墳

・上石津ミサンザイ古墳（履中天皇陵）

・造山古墳

・作山古墳

(2) 吉備王権は離渡まで支配

百舌烏古墳群にある「上石津ミサンザイ古墳」は吉備の「造山古墳」と「同形

同大」であるという。「吉備王権」が大阪の堺市（百舌鳥古墳群）まで支配して
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いた証拠である（71号）。

5 貴国王権

(1）貴国王権の纂（その 1) 「Ac型J
O貴国王権の「Ac型J前方後円墳

・神功皇后陵

・成務天皇陵

・日葉酢媛古墳

(2) 貧困王権の墓（その2) 「C型j

O貴国王権の「C型」前方後円墳

・大仙古墳（仁徳天皇の墓）

・室宮山古墳（武内宿禰の墓）

(3）貴国の滅亡

中国東北地方から「多羅氏」が渡来して、「364年」に筑前・肥前に「貴国」を

建国する（55号）。

ところが「筑前王」になっていた「神功皇后」は「372年」頃、「武内宿禰」に

追われて「奈良県佐紀」へ逃げる。「佐紀古墳群」が造られる（66号）。

0佐紀古墳群 「Ac型」

－五社神古墳（神功皇后陵）

・石塚山古墳（成務天皇陵）

・陵山古墳（日葉酢媛陵）

「佐紀古境群」が造られるようになると、「崇神王権（柳本古墳群）」は古墳の

造営を中止している。「崇神王権Jは「神功皇后」の王権に滅ぼされたのであろ

う（66号）。

口「372年」頃、「神功皇后」は筑前から佐紀へ逃げてくる。

・佐紀地方を征服して「佐紀古墳群（佐紀王権）Jを樹立する0

・さらに「柳本古墳群（崇神王権）」を滅ぼす。

(4）貧困と「C型J前方後円墳

神功皇后を追い出して「筑前王」になった「武内宿禰」は「398年」に「貴国
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の天皇」に追い出されて、「奈良県御所市」へ逃げる。「室宮山古墳Jは武内宿禰

の墓である（55号）。

0室宮山古墳 「C型」

．武内宿禰の墓

貴国の最後の天皇は「仁徳、天皇」である。本拠地は肥前南部である。

「407年」に「仁徳天皇」は高句麗と戦い、壊滅的な打撃を受ける（66号）。

「410年J頃、仁徳天皇は筑後の「倭王権Jに追われて「難波jへ逃げる。「貴

国jの滅亡である。

仁徳天皇は「難波の堀江」を掘り、「河内湖」の水を大阪湾に流し、広大な土

地を得て栄える（55号）。

仁徳天皇は堺市へ進出して「吉備王権Jが支配していた「百舌烏」の地を得る

(71号）。

「427年」頃、仁徳天皇は死去して「百舌鳥Jの「大仙古墳Jに埋葬される。

O大仙古墳（仁徳天皇の墓） 「C型」

口「貴国Jから逃亡してきた「武内宿禰J「仁徳天皇」は近畿地方の前方後円

墳を見て、「C型」前方後円墳を造っている。

・「C型J前方後円墳はやはり「崇神王権」から始まるのであろう。

6 古市王権

(1）古市王権の古墳（C型、 D型）

O古市王権の「C型J前方後円墳

・仲津山古墳 （仲津媛陵）（応神天皇の墓） (71号）

・古室山古墳

0古市王権の「D型」前方後円墳

・墓山古墳

(2）古市古墳群（古市王権）の誕生

「古市古墳群」は「津堂城山古墳Jから始まり、「津堂城山古墳」→「仲津山古

墳」→「古室山古墳」→「誉田山古墳（現応神陵）」→「墓山古墳」の順に造ら

れる。「古市古墳群」 は同一王権であることが分かる（71号）。

「津堂城山古墳」は「4世紀末」頃の築造であるという。

「仲津山古墳」は「応神天皇」の墓である。『古事記』に「応神天皇Jの崩年干
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支があり、「応神天皇」は「394年」に死去している。

「誉田山古墳（現応神陵）Jは「5世紀の第1四半期の後半Jに築かれていると

いう（白石太一郎）。「誉田山古墳（現応神陵）」は「410年ころ～425年ころJに

築かれている。

「イ中津山古墳」も「5世紀前半」の築造であるという。「誉田山古墳（現応神陵）」

より「10年」くらい前の古墳ということになる。「400年」頃の築造であろう。

「津堂城山古墳」の主と「仲津山古墳」の主「応神天皇Jは親子であろう。

「応神天皇」には「崩年干支」が書かれているから中国からの渡来人であろう。

父「津堂城山古墳」の主と「応神天皇」は中国から古市地域に渡来して「古市

王様Jを樹立している。

口「古市王権」も渡来人が樹立した王様である。

・近畿地方の「C型」前方後円墳を見て、「C型」前方後円墳を造っている。

(3）古市王権の滅亡

「古市王権」は「津堂城山古墳」→「仲津山古墳（応神天皇）」→「古室山古墳」

→「誉田山古墳」→「墓山古墳」と続く 。

ところが次に築かれるのは「市野山古墳（現允恭天皇陵）Jである。「市野山古

墳」は「江田王」の二代目の墓である（69号（4）、 71号）。「市野山古墳jの陪

塚である「唐植山古墳」「長持山古墳」は阿蘇凝灰岩で造られた「舟形石棺（家

形石棺）」である。菊池川下流域（江田）から運ばれている。

「江田王」は「倭王権（倭の五王）」の王である。

「古市古墳群」は「古市王権」から「倭王権（倭の五王）」に交代している（71

号）。「古市王権Jは「墓山古墳」を最後に滅亡している。

(4) 「市野山古墳（現允恭天皇陵）Jと「太田茶臼山古墳（伝継体天皇陵）J
「71号Jに「市野山古墳（現允恭天皇陵）」と「太田茶臼山古墳（伝継体天皇陵）」

について次のように述べた。

江田王の二代目の墓は「古市古墳群」にある「市野山古墳」である。「5世

紀中葉～後半」頃に造られている。「市野山古墳」は「墓山古墳」と同形・

同大であるという。

「市野山古墳」は「墓山古墳」と閉じ設計で造られている。「墓山古墳Jを

造った「古市王様」の古墳造りの工人に「市野山古墳」を造らせているので

あろう。「墓山古墳Jをコピーして「市野山古墳」を造っている。

また「市野山古墳」は大阪府茨木市にある「太田茶臼山古墳（伝継体天皇陵）」
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と同形・同大であるという。

「市野山古墳」は「江田王（倭陪）」の二代目の墓である。「倭陪Jは「倭王

権」の最高位の将軍である（69号（4））。「太田茶臼山古墳」はその二代目

の王に匹敵する人物の墓ということになる。

「太田茶臼山古墳」の築造時期は「450年Jころである。その頃に死去した

「倭王様」の「王」は「倭王珍」である。「倭王珍」の在位は「427年～442

年」である。

「太田茶臼山古墳Jは「倭王珍」の墓であろう。おそらく「倭王珍」の墓は

江田王の二代目が造ったのであろう。その後江田王の二代目も死去する。

「太田茶臼山古墳」を造った工人が閉じ設計図で「市野山古墳」も造ったの

であろう。そのため「倭王珍」の「太田茶臼山古墳Jと江田王の二代目の墓

（市野山古墳）は同形・同大の古墳になっている。 「71号」

近畿地方の大形前方後円墳で「D型」は「墓山古墳Jと「太田茶臼山古墳Jだ

けである。

「太田茶臼山古墳」は「倭王珍」の墓であり、江田王の二代目が「古市王権」

の「墓山古墳」を造った工人に造らせているのであろう。そのため「太田茶臼山

古墳jは「墓山古墳」と同じ「D型J前方後円墳になっているのであろう。

次に江田王の二代目が死去する。やはり「古市王権jの工人に墓を造らせたの

であろう。「仲津山古墳（ 1 : 0. 7 : 1 ) Jと同じ設計で「市野山古墳（現允恭天

皇陵） ( 1 : 0. 7 : 1. 2) Jは造られている。

「71号」に書いた内容が今回の「前方後円墳の設計型式jから見ても正しいこ

とが立証されたと言える。

7 倭王権

(1) 「倭王権（倭の五王）」の樹立

「390年」に「倭王讃・珍」は中国大凌河上流の「倭城」から筑後に逃げてくる。

「410年」頃、貴国最後の天皇「仁徳天皇Jを追い出して「倭王様」を樹立する。

「倭王権」は日本列島を征服し、朝鮮半島南部を平定する。

倭王武の上表文は次のように記す。

祖禰（そでい＝先祖）は軒（みずか）ら甲宵をつらぬき、山川を駿渉し、寧

処（安心して生活する）に逗（いとま＝ゆとり）あらず。（中略）東は毛人

を征すること五十五回、西は衆夷を服すること六十六回、渡りて海北を平ら
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げること九十五因。 『宋書』

「東は毛人を征すること五十五国Jは「倭王興」であろう。埼玉古墳群の 「稲

荷山古墳」に埋葬される（71号）。

「西は衆夷を服すること六十六回」は「倭王珍」「倭王済」であろう。 「倭王珍J
は大阪府茨木市の「太田茶臼山古墳」に埋葬され、「倭王済」は古市古墳群の「岡

ミサンザイ古墳」に埋葬される（71号）。

本拠地「八女古墳群」には「倭王讃」が「石人山古墳」に埋葬され、「倭王武」

は「岩戸山古墳」に埋葬される（71号）。

(2）倭王権の墓（その 1) (71号参照）

O倭王権の「C型」前方後円墳

・石人山古墳

・岡ミサンザイ古墳

・稲荷山古墳

・岩戸山古墳

・二子山古墳

・江田船山古墳

・市野山古墳（伝允恭天皇陵）

(3）倭王織の墓（その2)

0倭王様の「D型」前方後円墳

（倭王讃の墓）

（倭王済の墓）

（倭王輿の墓）

（倭王武の墓）

（倭王輿の子の墓）

（倭陪の墓）

（倭陪の子の墓）

・太田茶臼山古墳（伝継体天皇陵） （倭王珍の墓）

「太田茶臼山古墳」は前述のように、江田王（倭陪）の二代目が古市古墳群の

工人に「墓山古墳Jと同じ設計で造らせているから「D型J前方後円墳になって

いる。

(4) 江田船山古墳と仲津山古墳

今回、新しい発見があった。

「江田船山古墳Jの設計は 「1: 0. 7: 1」であり、「仲津山古墳」とまったく

同じである。相似形の古墳である。

「江田船山古墳」は「江田王Jの初代である「倭陪」の墓である。「倭陪jの息

子の「江田王の二代目」は「古市王権」を征服して「墓山古墳」を造った工人に

「倭王珍」の墓（太田茶臼山古墳）を造らせている。

「江田王の二代目」は父「倭惰Jのためにも古墳を造ろうと考えたのであろう。
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そこで「仲津山古墳」を造った工人を熊本県江固まで連れて行き「江田船山古

墳」を造らせたのであろう。

しかし、「仲津山古墳」の墳丘長は「286m」もあるのに対し、「江田船山古墳」

の墳丘長は「62m」しかない。

それは「倭王讃Jの墓「石人山古墳Jが「107mJしかないからであろう。「江

田王」はこれより大きな古墳は造れない。そこで「倭王讃」の60%の古墳を造っ

ている。

口「江田船山古墳Jは「倭陪の子jが父のために造った古墳である。

・「江田船山古墳Jは「仲津山古墳」の縮小版である。

・「仲津山古墳」を造った工人を熊本県まで連れて来て造らせている。

口「王権」とその「前方後円墳Jを表にすると「表lJのようになる。

8 f大和王権jは存在しない

(1) 「倭王権jと近盤中央部

白石太一郎著 『考古学と古代史の問』（筑摩書房）の中に「近畿中央部におけ

る大型古墳の編年」がある。（71号参照）。

これを見て言えることは「5世紀末」をもって、各地の「大型前方後円墳Jの

造営は終わっているということである。「古市古墳群Jの「岡ミサンザイ古墳J
を最後に「大型前方後円墳」は造られなくなる。

「岡ミサンザイ古墳」は「倭王済」の墓である（前述）。 「倭王権」が「近畿中

央部Jを支配していることを示している。

(2) 「大和王権jは存在しない

「近畿地方」は逃亡者の歴史である（66号）。逃亡者はそれぞれ独自の「前方後

円墳」を設計している。

「近畿地方」（日本列島）を支配したのは「崇神王権」と「倭王権Jだけである。

どちらも渡来人の「王権Jである。

口「大和王様」は存在しない。

・近畿地方を支配したのは渡来人の「王権」である。

・「崇神王権、倭王権」以外の「王権Jは近畿地方の一部しか支配していない0

・近畿地方を支配し続けた「王権」などは存在しない。
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・したがって、従来云われているような「前方後円墳体制」などは存在しない0

・逃亡者の「王権」が近畿地方を支配している。（66号（ 2)) 

表1 王権と前方後円墳

王権 前方後円墳 型式 被葬者

箸墓古墳 B型 長鎚彦
纏向王権

西殿塚古墳 B型

桜井茶臼山古墳 Aa型 神武天皇
伊都国王権

メスリ山古墳 Aa型

椿井大塚山古墳 C型 崇神天皇

祭神王権 渋谷向山古墳 C型 垂仁天皇

行燈山古墳 C型 五十寝敷入彦命

造山古墳 Ab型

吉備王権 作山古墳 Ab型

上石津ミサンザイ Ab型

神功皇后陵 Ac型 神功皇后

成務天皇陵 Ac型

貴国王権 日業酢媛陵 Ac型

大仙古墳 C型 仁徳天皇

室富山古墳 C型 武内宿禰

仲津山古墳 C型 応神天皇

古市王権 古室山古墳 C型

墓山古墳 D型

石人山古墳 C型 倭王讃

太田茶臼山古墳 D型 倭王珍

岡ミサンザイ C型 倭王済

稲荷山古墳 C型 倭王輿
倭王権

岩戸山古墳 C型 倭王武

二子山古墳 C型 倭王輿の子

江田船山古境 C型 倭階

市野山古墳 C型 倭階の子

土師ニサンザイ E型
和気王権？

仁賢天皇陵 E型
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