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Ⅰ． はじめに
1999 年に長崎県壱岐島の原の辻遺跡から弥生時代後期に比定される秤の錘である青銅製の
権が出土した（長崎県芦辺町教育委員会 2002）。2012 年に発表された森本晋氏の「弥生時代
の分銅」
（森本 2012）は、大阪府亀井遺跡出土の弥生時代前期 ( 中期の可能性もある ) の石製
品が秤の分銅であることを明らかにした。このことは、日本の弥生時代に秤が存在し、使用さ
れていた可能性を示している。しかしながら、弥生時代の膨大な考古遺物の蓄積があるにもか
かわらず、当該期の秤に関係すると思われる遺物の確実な例は多くはない。
筆者は、2012 年度の修士論文で、弥生時代～古墳時代前期に伊勢湾岸～東京湾岸に出土す
る特異な形状の土製品を「錘状土製品」1）と呼称し、その一部が秤の錘かその模造品ではない
かと論じた。その他にも、秤に関係する遺物があるのではないかと検討している際に、大野勝
美氏（大野 2004）の「銅鐸形土製品考－銅鐸祭祀の東限を考える－」の中で、次のような指
摘にふれた。
「これらのすべてが銅鐸を模倣したものかというと、それには大いに疑問がある。
他の土製品が混入している可能性が非常に高いと考える」
（163 頁）とし、その例として京都
府の古殿遺跡出土の銅鐸形土製品とされる遺物は、
「全体の形状は分銅の代用品またはその模
倣品もしくは釣鐘の模倣品のように見える」
（166 頁）というものである。
そこで、本稿では大野論文の指摘に触発され、今までに集成や論文で扱われている銅鐸形土
製品（銅鐸形石製品を含む。以下同じ）とされている遺物の中から秤の錘の可能性がある錘状
土製品を抽出し、
提示することを目的とする。抽出した遺物の中には、すでに秤の錘である「権」
との指摘がなされているものがあり、重複する例が多い。しかし、秤の錘の可能性という視点
から一括して検討することに意味があると考え、先学の多くの業績を基にして、本稿をまとめ
ている。
本稿の構成は次の通りである。まず秤の概要にふれ、用語の整理と秤の歴史について概観す
る。また、
弥生時代前後の日本に関係の深い中国の金属製の権（秤の錘や分銅）の様相をみる。
次に、弥生時代の日本列島において秤の存在を明らかにした長崎県の原の辻遺跡出土の青銅製
権と大阪府の亀井遺跡出土の石製分銅について紹介する。以上をふまえ、集成や論文で扱われ
ている銅鐸形土製品の中から錘状土製品・石製品を抽出し、提示する。中国の秤の錘や分銅と
の形状や機能的特色の類似性を根拠にしており、蓋然性が高いとは言い難い。提示した遺物が
秤の錘や分銅の可能性があるのではないかという問題提起であり、その是非については多くの
方々のご意見、ご指導をいただきたい。
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Ⅱ． 秤の概要
１． 関連する用語の整理と秤の歴史
度量衡に関係する用語は論者により異なる場合が多い。そこで、本稿で使用する度量衡関係
の用語や内容を整理しておきたい。度量衡とは、度＝長さ、量＝容積、衡＝重さを表す（広辞
苑第六版）
。その測定具・測量具は、それぞれ、物差し、枡、秤である。秤は権衡とも称され、
権は錘、衡は棹を表す。秤はこの両者がそろい、その機能が果たされる。権は、錘の他に分銅
とも呼ばれる。分銅は日本での呼称であり、中国にはない用語である。分銅とは、「表記され
た、あるいは約束の方法で表された質量と、そのものの質量とが一致するおもり。日本の独特
の名称で、明治になって『錘』と区別するために設けられたものである」
（小泉袈裟勝 1989、
237 頁）。それゆえ、日本では、権、錘、分銅の三用語が用いられ使い分けも難しい。本稿で
は、鈕や穿孔がなく、規則的に質量が変化するセットの場合は天秤ばかり 2）用の分銅とする。
頂部に鈕が付くものや本体上部に穿孔があるものは棹秤用の錘の可能性が高いと考えるが、天
秤ばかりにも使用が可能であり、厳密な使い分けはできない。それゆえ、錘・分銅と併記する
場合や両者を意味する権とする場合もある。また、引用文献に関係する箇所は、その文献の用
語を使用している場合もある。
本稿の主題である「錘」は一般的には広い意味で使用され、
「物の重さをますために付け加
えるもの」（広辞苑第六版）であり、秤の錘の他にも、釣りや漁網の錘 ( 考古遺物の場合は土
錘や石錘 )、糸をつむぐ錘 ( 考古遺物の場合は紡錘車 )、垂直方向を知るための錘重（下げ振り）
などの他、生活・生産に関係する多種多様なものがある。本稿では秤の錘をさしている。当該
期の中国での秤の錘・分銅は銅製がほとんどであり、鉄製、石製も若干見られる。日本におい
て確実な例としては青銅製権１点と石製分銅が確認されており、詳細はⅡ章でふれる。金属製
については、技術的に製作できる初期段階である。とすれば、錘の材料は、石製と土製である
と推定される。土製の秤の錘に関しては、定量での製作の困難性の観点から懐疑的に考える方
も多いかもしれない。しかし、後ほどふれる棹秤の錘は必ずしも定量でなくともよく、土製で
も問題はない。なお、秤の棹である衡の当該期の確実な例は、現在までのところ日本では確認
できていない。中国では銅製、竹製、木製、骨製などがみられ、銅製を中心に各例が出土している。
さて、歴史上、秤が必要となり、使用されるのは貴金属や貴石などの取引、薬の調合、青銅
の銅と錫の調合比の調整などの場合である。また、交易や市場等における取引の際にも必要と
したであろう。やがて統一国家が出現し、徴税の管理等、国家運営のために必要性が生じたと
考えられる。秤には天秤ばかりと棹秤の２種類があり、先に天秤ばかりが出現し、その後、棹
秤が発明された。共に梃子の原理を利用する。
天秤ばかりの原理は簡単であり、いつ使用が開始されたのかは、わからない。小泉氏は「古
代文明の発生した地帯の都市国家形成のある段階でそれぞれ出現したのであろう。だから、エ
ジプトでは紀元前 5000 年より前のものと見られるものが、またインダス河流域では前 2500
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年頃のものが、そして黄河流域では周代の記事に秤が現れてくる」（小泉 1982、3 頁）として
いる。そして、
「天秤は計ろうとする倍量や分量を体現しているいくつかの分銅がなくてはな
らない。そして、
天秤は計ろうとする物と重さの等しい分銅とが、天秤桿の平衡によって釣合っ
たことを示す道具なのである」
（小泉 1982、3 頁）とし、
「天秤は構造が簡単で精度はよいが、
いろいろなものを計るにはたくさんの分銅を用意しなければならない。そして据付けて使うも
のであるから携行に適しない。つまり一般商業用としては不便なのである」
（小泉 1982、11 頁）
とする。
これに対して棹秤は、原理は同じであるが、取緒（支点）が棹の片方に寄せてあり、取緒で
棹を吊るし持ち、棹の端 ( 作用点 ) に秤量物を皿に載せるか鉤に吊し、反対側の目盛りをつけ
た棹に紐で吊るした錘（力点）をずらして、釣り合いがとれた場所の目盛りを読み、計量する。
支点から作用点までが短く、支点から力点までが長いほど、錘に対してより重い質量が計量で
きることになる。錘は１つでよく、錘の 10 数倍まで計量ができる。その錘は定量でもよいし、
定量でなくてもよい。携行しやすく、利便性が高い。「ローマ時代になると国家や民族間の交
流が盛んとなり、地域も広まってシルクロードなども通じ、東洋の絹がローマのデナリウス銀
貨の重さで直接計られて取引されるように」（小泉 1982、11 頁）なり、
「同じ頃東方の中国
でも桿秤が開発された可能性がある。
（中略）周秦の頃のものと見られる分銅は実は釣り環を
持つものが多く、これらの中のあるものはあきらかに錘である」( 小泉 1982、12 頁）とする。
そうであるならば、弥生時代には、大陸では天秤ばかりと棹秤が共に使用されており、両者と
も日本に将来したと考えても問題はないことになる。
参考までに、
江戸時代の天秤ばかりと棹秤の模式図を図１に示した。左は天秤ばかりであり、
棹の中央に取緒が付き、左右に皿が吊るされ、片方に秤量物、片方に分銅を載せ、釣り合わせ
て計量する。初期の天秤ばかりは、棹の中央に穴を開けて紐を通す程度であり、皿も銅製では
なく、素焼きのものであった。右の棹秤は、釻皿秤と呼ばれる。皿の代わりに鉤の場合は千木
秤と呼ばれる。取緒は、元緒、前緒、上緒の 3 本があり、秤量物の重さにより、持つ取緒を

図 1：天秤ばかり（左側）と 棹（桿 ) 秤の模式図（小泉 1982 より転載）
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変える。初期の棹秤の取緒は１本であった。元緒を持てば、一番重い秤量物が量れる。そして、
右の錘を動かし、釣り合いをとり、その目盛りを読んで計量する。
ここで、説明するにはおよばないことではあるが、棹秤の錘が定量でなくてもよいことにふ
れておきたい。棹秤は目盛りの付いた棹と不定量の錘とから成り立ち、その棹と錘は対をなし、
他の棹秤との互換性はない。棹秤の目盛りを付ける際に、基準の錘を皿に載せ、取緒をはさん
だ反対側の棹部分に定量ではない錘を移動させ、釣り合いがとれた位置がその棹秤にとって、
基準の錘と同質量となる。その位置と取緒の間を例えば 10 等分し、その間隔の目盛りを棹全
体に付ければ、基準の錘と同一規格で、ある範囲の秤量物の重さを連続的に量れることになる。
それゆえ、定量ではない錘の材質は石製、土製など何でもよい。基準の錘の質量は、時代によ
り、地域により適用される範囲が違ったであろう。また、正確性が求められる器械であるから、
時代が下れば専門的製作集団が形成されていったと考えられ、その工房では同一の基準が用い
られたであろう。なお、古代以降、度量衡の制度が整えられ、
統一された質量基準が広範囲に適用される時代には、公のレ
ベルでは、棹秤の錘も定量化した可能性が考えられる。
参考までに、奈良時代ではあるが、図２に示した遺物は平
城京出土の「分銅」形土製品である。高さ 4㎝、底径 3㎝、
重さ 36.43 ｇであり、鈕付の釣鐘形の形状から推測して、
棹秤の錘として問題がないと考えられ、弥生時代の定量では
ない土製の錘の存在の証左になると考える 3）。

0

5 cm

図２：「分銅形」形土製品
（奈良市教育委員会 2003 転載）

２． 中国における秤と分銅 ( 錘 )
それでは日本に最も影響を与えたと考えられる中国の権衡資料の実例を見てみる。中国は
強力な国家が成立し、度量衡の統一もなされ、よく管理された。青銅器文化が発達し、青銅
製の度量衡が製作され、よく残されており、
『中国古代度量衡図集』
（中国国家計量総局主編
1981）に写真でまとめられている。この中から、弥生時代前後に相当する時期の中国の権衡
資料の代表例を図３に示す。番号は引用図集と同じである。
160 は天秤ばかりの一揃いであり、権はドーナツ状を呈する輪形分銅である。輪形分銅は
６個あり、１は 3.7 ｇであり、これを基準にすると、ほぼ倍数比例の関係になっている。天秤
ばかりは、精度が高く、金や貴石に使用されたものであろう。図集には、天秤ばかりの銅製の
衡も多く掲載されている。160 と同様、王墓の副葬品として出土しており、秤が権威の象徴
の一つとされていたことがわかる。
輪形分銅に対し、錘 ( 分銅 ) の本体の頂部に有孔の鈕を持ち、紐を通して吊るして使用した
ことが推定されるものがある。本体の形状は、半球状のもの（154・176・179・200）が一
番多い。また、半球状のものには本体に十数本の稜が縦に入るものもあり、中国では瓜形と呼
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160

木製秤 [ 戦国楚 ]

竿長 41.1㎝
銅製皿径 7.3㎝
輪形分銅（右から 1 ～ 6）
（径㎝ / 重ｇ）
1（1.4/3.7）、2（2/7.6）、
3（2.5/15.6）、4（3.1/31.4）
5（3.9/62）、6（4.9/125.5）

154

銅製分銅 [ 春秋 ]

高 3.5㎝

176

銅製分銅 [ 秦 ]

高 8.5cm

底径 4㎝

重 212.6 ｇ 鼻鈕

重 4995 ｇ

四字銘鋳込

鼻鈕

179

高 9.8㎝

鼻鈕

上面径 8.6㎝

底面径 9.9㎝

底部足

瓜形

銅製分銅 [ 秦 ]

高 5.9㎝

底径 11.3㎝

重 4175 ｇ

14 本の稜

始皇帝の詔書を刻む

180

銅製分銅 [ 秦 ]

底径 12㎝

重 2300 ｇ

始皇帝の詔書を刻む

八角稜体

末広がりの半円球

頂部「梁」形（握り用）

194

195 銅製分銅 [ 秦 ]

銅製分銅 [ 秦 ]

高 7.1㎝

腹部中空

底径 5.6㎝

高 2.35㎝

幅 1.1cm

重 240 ｇ

釣鐘型

厚 0.45㎝

重 7.55 ｇ

17 本の稜

腹部中空

鼻鈕

扁平直方体

稜間に始皇帝の詔書を刻む

200

216

銅製分銅 [ 前漢 ]

高 4.2㎝

高 6.5㎝

底径 5.1㎝

重 946.2 ｇ

鉄製分銅 [ 後漢 ]

重 400 ｇ

扁円の球形

「官累、重斤 10 両」と刻む

底径 4.2㎝
半円球

鼻鈕

橋形の鈕

1 斤＝ 248.3 ｇ

図３：
『中国古代度量衡図集』の秤と分銅例（NO. は引用文献と同じ。改変転載。縮尺不同 )
（訳者が分銅と呼称しているので倣う。鼻鈕、橋鈕、瓜形、梁、足、輪形分銅なども同じ）
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ばれている（176）
。文字が刻まれたものも多く見られる。特に秦の時代のものは始皇帝の詔
書が十数行にわたり陰刻や陽刻されている。重さも刻まれているものがあり、当時の質量単位
がわかる。少数ではあるが、八角稜体（180）
、釣鐘形（194）もあるが、他の錘（分銅 ) と違
い中空である。これは、始皇帝二十六年の詔書と二世皇帝元年の詔書を印刻する広さを確保す
るために、質量を調整した結果、中空にしたものと思われる。基本的に当該期の錘（分銅）は
中実である。195 は扁平な直方体であり、上部は弓形となり、表裏穿孔されている。この例
も少ない形状である。セットでは出土していないが、重さから考えて、天秤ばかりの分銅と考
えられる。
錘（分銅）のほとんどを占める半球状ものは、
頂部に「鼻鈕」と呼ばれる半円状の鈕を付ける。
他に、橋形の鈕や梁形と呼ばれる握り状のものが見られる。これらの鈕を持つ錘（分銅）の質
量は軽いものから重いものまで、いくつかのグループに分けられる。軽い 70 ～ 400 ｇ前後
までのものは棹秤の錘と考えられる。また、セットで出土していない場合でも軽量の鈕付き錘
は天秤ばかりの分銅のセットの一部の可能性も考えられる。しかし、中位の 1000 ～ 4000 ｇ
のもの、非常に重い 22000 ～ 32000 ｇのものは片手で持つ棹秤用とは考えにくい。軽量や
中位のものは、鈕に紐を通して使用したであろうが、非常に重い 22000 ～ 32000 ｇのものは、
紐で吊るして使用したとは考えにくい。持ち運びの用の持ち手（つかみ）と考えた方が、適切
であろう。重い錘（分銅）は、青銅器製作のために銅や錫などのインゴットを計量する場合や
袋詰めされた穀類などを計量したものではないだろうか。その場合は、丸太で組んだ丈夫な三
叉を二組据えて、横木を渡して天秤ばかりを吊るし、使用したものと考えられる。そうである
ならば、鈕付きの錘は、重さにより、棹秤と天秤ばかりに使い分けられたと考えられる。
しかし、日本では、弥生時代の錘状土製品・石製品や古代・中世の古い時代には重い錘・分銅
は出土しておらず、鈕付きの錘や上部に穿孔のある錘は棹秤用と考えてもよいのではなかろうか。

Ⅲ． 原の辻遺跡出土青銅製権と亀井遺跡出土石製分銅
１． 原の辻遺跡出土青銅製権
長崎県壱岐島に所在する、
「魏書東夷伝倭人
条」の一支国に比定されている原の辻遺跡は、
その王都とされ、多重環濠や船着き場跡の遺
構、銭貨やトンボ玉などの大陸系遺物や九州
北部や瀬戸内地方の土器などが出土しており、
大陸系文物の流通拠点であったと推定されて
いる。平成 11 年度の調査により、当遺跡の
中でも特に重要と考えられる高台祭儀場周辺
図４：原の辻遺跡出土青銅製権（縮尺 1/2）

の弥生時代中期後葉～古墳時代前期までの包

含層から出土したのが図４の青銅製権である。 （芦辺町教育委員会 2002 より改変転載）
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「青銅製権は、現存高 4.3㎝、幅 3.49㎝、厚さ 2.85㎝、重量 150 ｇで、全体形はやや扁平な
釣鐘状を呈す。頂部には半円形の鈕の痕跡がわずかに残り体部下半部には側面から径 0.49 ～
0.51㎜の孔が貫通している」
（芦辺町教育委員会

2002、1 頁）と紹介する。そして、蛍光Ｘ

線分析法や鉛同位体比法の分析により「本資料である分銅は、弥生時代後期青銅器に用いられ
た材料と同じものが使われていると推定できる」とし、
「日本で鋳造されたと考えられている
弥生時代後期青銅器と同じ材料を使用していることからも、日本で鋳造された可能性が高いと
考えられる」（同書 12 頁）と、考察されている（引用者注：径 0.49 ～ 0.51㎜の単位は㎝で
あろう）
。

2. 大阪府亀井遺跡出土石製分銅
2012 年に発表された「弥生時代の分銅」
（森本 2012）は、弥生時代前期（中期の可能性もある）
の分銅の存在を明らかにした 4）。1981 年の近畿自動車道建設に伴う大阪府亀井遺跡発掘調査
（財団法人大阪市文化財センター 1983）で出土した石製品が、天秤ばかりで使用された分銅
と確認された。遺跡は八尾市と大阪市にまたがる。弥生時代前期の土坑 SK3165 から砥石 2 点、
石杵 1 点（水銀朱付着）
、磨石 11 点が一括で出土した。その中で磨石と報告されているもの

表１：石製分銅の属性
( 森本 2012
仮称

図５：亀井遺跡石製分銅 ( 森本 2012 より改変転載 )
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部分引用 )

長さ
(mm)

幅
(mm)

厚さ
(mm)

重さ
(g)

Aの
何倍か

Ａ

27.4

13.3

12.7

8.7

1.00

Ｂ

43.6

18.3

11.4

17.6

2.02

Ｃ

43.2

21.5

13.7

17.6

2.02

Ｄ

(59)

(20)

(18)

32.1

3.69

Ｅ

50.5

19.5

16.4

34.5

3.97

Ｆ

56.0

22.3

15.6

35.4

4.07

Ｇ

47.7

28.7

28.0

68.9

7.92

Ｈ

65.9

33.4

31.8

134.7

15.48

Ｉ

64.6

35.1

32.0

139.8

16.07

Ｊ

78.5

42.0

41.7

276.5

31.78

Ｋ

68.1

45.2

44.4

280.0

32.18
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が分銅であり、形は円柱形か楕円柱形である（図５）
。この磨石すなわち分銅 11 点を仮にＡ
～Ｋとし、一番軽いＡ（8.7 ｇ ) を基準にすると、2 倍、4 倍、8 倍、16 倍、32 倍と極めて
わずかの誤差で 2 の累乗倍の系列をなし、ほぼ 2 セット分が出土した（表１）
。系列のセット
で出土しているので、
棹秤の錘ではなく天秤ばかりの分銅である。弥生時代前期（中期）には、
国内でも天秤ばかりが実際に使用されていた可能性が高いことを明らかにした。森本氏は、計
量対象物の候補として、分銅と伴に出土した石杵が朱の製作に関わり、朱が高価なものである
ことから、候補の一つとしてあげている。また、原の辻遺跡出土の青銅製権と、亀井遺跡の石
製分銅とは量り方が異なり、直接的なつながりはなさそうであるとする。この亀井分銅の森本
氏の発見は弥生時代の権衡資料を明らかにしたものであり、その意義は極めて大きい。
亀井分銅は、石製であり、形状は円柱形か楕円柱形である。前掲の『中国古代度量衡図集』
によれば、これまでに中国において確認されている確実な天秤ばかり用の分銅は青銅製の輪形
分銅である。材質と形状が異なり、今のところ、大陸に系譜が繋がらない。中国の中原域では
青銅器文化が発達し、錘・分銅は青銅製となったのであろう。あるいは、このような石製の分
銅も同時期に存在するが、まだ、報告されていない可能性も考えられる。また、辺境地域では、
青銅製ではなく、石製のものが一般的であった可能性があり、それが日本に将来したとも考え
られる。亀井分銅の系譜は興味深いものがあり、今後の研究の進展が俟たれる。

Ⅳ． 錘の可能性がある銅鐸形土製品
それでは、本稿の目的である銅鐸形土製品の中に、秤の錘の可能性がある遺物について検討
したい。対象とする遺物は、銅鐸形土製品とされているものであり、関東地方～九州地方に見
られる青銅製の銅鐸などを模造した土製品である。

1. 銅鐸形土製品の概要
銅鐸形土製品に関する論考は数多く発表されており 5）、これらの論考を参考に銅鐸形土製品
の概要について簡単にふれる。銅鐸形土製品は青銅製の銅鐸類を模造したものとされ、弥生時
代中期～後期にかけて、北部九州～瀬戸内地方～近畿地方～東海地方を中心に分布し、少数で
はあるが、山口県～新潟県までの日本海側地方、南関東地方、熊本県にも見られる。
銅鐸祭祀の系列の中で、傍系あるいは下位の系列祭祀と捉える論者が多い。祭祀に関係する
根拠は、赤色塗彩、玉類や分銅形土製品などとの共伴、埋納を想定される出土状況などである。
ただ、銅鐸形土製品が出土する遺構は、青銅製銅鐸と違い、住居址内やその周辺など、日常生
活に密着した場所が多い。初期の段階は形状や紋様など、銅鐸を比較的忠実に模造したものが
多いが、徐々に形状・紋様が原型から離れていき、紋様がない場合もある。銅鐸形土製品であ
るか疑問とされるものもみられ、その指摘もされていることはふれた。
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2. 対象とする銅鐸形土製品
銅鐸土製品は多くの研究者による先行研究があり（注５に同じ）
、その論考で多くの銅鐸形
土製品が取り上げられており、利用させていただいた。中でも、近畿弥生の会（2016）「銅鐸
形土製品集成」を一次資料としている。これらの文献等の 200 点を超える銅鐸形土製品の中
から、筆者が錘・分銅の可能性があると推察する遺物を抽出し、それらを銅鐸形土製品ではな
く、錘状土製品・石製品として提示する。
（1） 抽出基準
銅鐸形土製品とされている中から錘の可能性のある遺物を抽出するに当たり、中国の錘の形
状の類似性と機能性を基準にする。当該期の中国の錘はほとんど青銅製であり、錘の本体頂部
に鈕が付くものが多いことは前述した。青銅製の錘や分銅が大陸から入手困難か技術的に製作
できなければ、その形状や機能性を模倣することになる。それゆえ、秤の錘の可能性のある遺
物の抽出は、形状と機能上の類似性に依っている。その抽出基準は次の三点である。①中実で
ある、②本体頂部に鈕を付けるか本体上部に穿孔を有する、③銅鐸の特色を有していない。も
ちろん、抽出された遺物が確実に秤の錘とは断定できない。それゆえ、錘状土製品と呼称する。
（2） 銅鐸形土製品から抽出された錘状土製品 ・ 石製品
上の抽出基準に従い、抽出された遺物の一覧を表２に示し、その実測図を図６に示す。表２
の遺物番号と図６の番号は一致する。
なお、
最終頁の＜表２・図６の出典＞の番号とも一致する。
以下、表２に使用する略号や用語の説明を示す。
○番号：遺物番号→都道府県名の最初の１文字を付し、①～をふる。
（愛→愛知県 京→京都府
和→和歌山県 鳥→鳥取県 新→新潟県）
。遺跡番号は遺跡名の後に１～５の数字をふる。
○市町村：報告書・論文の表記による。平成合併等で旧市町村名の場合もありえる。
○類型分類－本稿で抽出した錘状土製品の類型は多くない。釣鐘型と円柱型の二類型である。
円柱型には楕円柱や扁平楕円柱などの変形型も含まれる。
○鈕と穿孔－鈕が明瞭な場合は、例えば鈕付釣鐘型とする。鈕孔は、鈕に厚みがある場合は横
穿孔、薄い場合は表裏穿孔と呼ぶ。本体上部が穿孔されている場合も、本体が立体であれ
ば横穿孔、扁平で薄い場合は表裏穿孔とする。ただし、明確な区別基準は設けていない。
○材質－土：土製品（錘状土製品）
、石：石製品（錘状石製品）を示す。
○法量：法量は、高（長さ）×幅 ( 最大 ) ×厚さ ( 最大 ) ×孔径×質量を基本とするが、不明
箇所は－とする。欠損の場合は原寸とし、(

) 付とする。鈕孔・穿孔が開いている面を前面

とし、前面が幅となり、側面が厚さ（奥行）となる。報告書を基本とするが、論文や集成
も引用させていただいている。特に、古殿遺跡は辻川哲朗氏（2015）に基づく。
○時期：原則的には報告書・論文に基づく。弥生時代は略し、中期、後期等と表記する。古墳
時代前期にかかる場合は明記する。
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表２：銅鐸形土製品から抽出された錘状土製品・石製品（単位：長㎜、質量ｇ）
番

号 材

質

市町村名

類型分類

高×幅×厚×孔径

遺跡名・遺跡 NO

穿孔方式

×質量

時

期

備
「

考

」は報告書の表記

一宮市
八王子遺跡 1

鈕付釣鐘型
表裏穿孔

(32) × 25 × 19 ×
2 × 17.7

海南市

鈕付釣鐘型

35.5 × 22.5 × 21

亀川遺跡 2

表裏穿孔

×－× 15

気高郡青谷町

鈕付楕円柱

61 × 45 × 30 ×

弥生中期～

全 面 研 磨。 蛇 紋 石。 頂 部 鈕 痕。

青谷上寺地遺跡 3

表裏穿孔

－×（141.2）

古墳前期初

上部穿孔（未貫通）

石製

気高郡青谷町
青谷上寺地遺跡 3

扁平楕円柱
表裏穿孔

61.7 × 26.5 ×
16.3 ×－× 39.8

不明

完形。全面研磨。緑色片岩

鳥③

石製

気高郡青谷町
青谷上寺地遺跡 3

( 鈕付 ) 円柱 2 1 . 2 × 1 9 . 2 ×
( 表裏穿孔 ) 17.3 ×－× (7.5)

後期後葉

上部欠損。鈕部残あり。縦に削り。
緑色凝灰岩

京①

土製

京丹後市峯山町
古殿遺跡 4

鈕付釣鐘型
表裏穿孔

59 × 44 × 42 ×
2 × 79.9

後期以降

第２トレンチピット。「漢墓出土
の銅鈴のようなもの」

新①

石製

上越市
吹上遺跡 5

扁平楕円柱
横穿孔

30.3 × 20.4 × 9.5
中期末
×－× 7.9

愛①

土製

和①

土製

鳥①

石製

鳥②

弥生後期

弥生後期

旧河道堆積層。紋様なし
SD54。刺突紋あり。鈕は帯状。
後期中頃～後半か

「銅鐸形石製品」。砂岩。1 号方
形周溝墓下層

3. 抽出された錘状土製品 ・ 石製品の概要
200 点以上の銅鐸形土製品の中から抽出された錘状土製品・石製品は、７点と少なかった。
愛①の八王子遺跡出土の「銅鐸型土製品」は紋様もなく、中実である。銅鐸形土製品の多くは、
中空で銅鐸によく見られる紋様を付けてあるものが多く、精製品であることが多い。それゆえ、
明らかに銅鐸の模造品であると判断ができるが、本土製品は、銅鐸の特色を有しておらず、釣
鐘形の錘状土製品と判断する。ただし、当遺跡からは「八王子銅鐸」が出土しており、中実で
銅鐸の特色を有していなくても、銅鐸の模造品の可能性も残す。和①は京①に類似する形状で
あり、錘状土製品の典型例と考える。なお、本体頂部の鈕との境界上面、本体表面の下 2/3、
底面に刺突紋を有する。千葉県の錘状土製品にも同様な刺突紋を有するものがあり、特別な土
製品として意識されていた証かもしれない。
鳥①～③は、報告書では銅鐸形石製品として扱われているが、石製品であるためか銅鐸の
特色は見られず、秤の錘かその模造品とする方がより可能性が高い。この３点は武末純一氏
（2013）が、韓国の出土例を引きつつ、詳細に検討され、石権であると論じられている。弥生
時代の権を東アジアという広い視野で検討されており、その研究業績は広く流布されるべきで
ある。鳥①②は、時代が下るが古代の石製の権 6）に近似する。福田聖氏（1966）で取り上げ
られている埼玉県・群馬県に多く見られる石製権、また、吉村靖徳氏（1966）による福岡県
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和①

愛①

島①

京①

島②

島③
新①
図６：銅鐸形土製品から抽出された錘状土製品・石製品 ( 縮尺 1/2)
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の石製権状製品である。古代の本体上部が横穿孔された截頭四角柱や楕円柱形の権や権状製品
は、日本海沿岸域－韓国に系譜が連なるものかもしれない。鳥③は、上部が欠損しているが、
薄く造り出された鈕の一部が残り、鈕孔の痕跡も認められる。大変、精巧に製作されたもので、
古墳時代の石製模造品の先駆をなすものかもしれない。本体には、縦方向に稜状の削りがあり、
底部に抉りがある。中国の半球状の瓜形の銅製分銅は縦に稜が見られる。また、八角稜体と釣
鐘型の銅製分銅も縦に稜が見られ、他の錘と違い、中空である。これらの影響を受けているも
のかもしれない。なお、鳥取県埋蔵文化財センター（2015）では、武末氏の論をうけ、鳥①
を含めた４点を「～形状や重量の規格性・法則性は認められない。ここでは、いわゆる『権』、
『分
銅』の形状に類似するもの（705 ～ 708）＜引用者注：同書の遺物番号＞を総称し、『分銅形
石製品』と仮称しておく」とし、
「用途については不明である」（158 頁）としている。
京①はやや末広がりの釣鐘状で、上部に帯状の表裏穿孔の鈕を造り出し、典型的な錘状土製
品と考えられる。辻川氏（2015）は、この遺物を詳細に検討され、「現時点では、棹秤の錘－
権である可能性がたかいと考えている」
（473 頁）としている。さらに、一次調査で出土した
不明木製品を「厚みをもつ点を積極的に評価すれば、棹秤の棹の可能性もあると考える」（475
頁）としている。弥生時代の棹秤の「棹」は、現在まで未確認であり、重要な提示である。最
後の新①は石製品であるためか、扁平である以外、銅鐸の特色を有しておらず、錘状石製品の
可能性が高いと判断し、抽出した。
「はじめに」でも記したように、本稿で抽出した錘状土製品・石製品は、すでに銅鐸形土製
品としては問題があると指摘されたものがほとんどである。さらに、武末氏は青谷上寺地遺跡
の銅鐸形石製品の３点を積極的に「弥生時代の権」とされており、説得力も高い。筆者も弥生
時代に秤がある程度普及していたと考えるところであるが、これらの論考を踏まえつつも、さ
らに資料の蓄積を待ち、錘状土製品、錘状石製品と呼称するにとどめておく。

4. 抽出された錘状土製品 ・ 石製品の出土遺跡について
本稿では銅鐸形土製品の中から秤の可能性がある遺物を抽出し、錘状土製品・石製品とした。
その出土遺跡の位置を図７に示した。古代や中世の秤の錘の出土遺跡は、国衙や郡衙などの役
所、交通の要衝、都市、大集落、港などとされる。秤は徴税、交易や市などの取引の際に使用
される計量具であるから当然といえる。本稿では一つの限定された遺物群からの抽出であり、
その分布については、その傾向を概観するにとどめ、出土遺跡も簡単に触れることとする。
全体的な分布の傾向は、愛知県と和歌山県の遺跡以外は、日本海に面する遺跡であるという
ことである。日本海を介して中国や朝鮮半島との交易を行い、大陸の文物が取引されたであろ
う。また、九州北部や日本海沿岸地域間の交易も盛んであったと考えられる。それゆえ、物資
の取引の際に秤の必要性が生じたと考えられる。大陸との地理的位置から、大陸の文物だけで
なく、秤やその使用法の技術的な導入もしやすい地域である。その中心的遺跡が、鳥取県の青
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１．八王子遺跡
２．亀川遺跡
３．青谷上寺遺跡
４．古殿遺跡
５．吹上遺跡
5
3

4
1
2
0
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図７：錘状土製品・石製品の出土遺跡
谷上寺地遺跡であろう。当遺跡は、潟域と後背湿地の水域に囲まれた水辺の集落で、豊富な海
産物に恵まれ、
また、
海を介して交易を行う港湾集落とされる。「地下の弥生博物館」と称され、
多種多様な遺物が出土している。鋳造鉄斧や板状鉄斧、貸泉４点、ガラス小玉などの出土は大
陸との関係が深いことを窺わせる。翡翠製勾玉、碧玉やサヌカイトの原石などの列島内各地か
らの交易品も多い。低湿地であるため、骨角器、繊維、木製品の出土も多く、その精巧さは群
を抜く。また、イノシシやシカを主体とする獣骨類も２万 7 千点も出土している。
京都府の丹後半島は標高 500 ～ 600 ｍの山地からなり、そこから流れ出す何本かの小河川
が沖積地を形成して日本海に注ぐ。その中で竹野川流域は、歴史的にも中心的な役割を担い、
多くの遺跡が点在する。その中の一つが古殿遺跡であり、碧玉や水晶などの出土から玉生産が
行われていたと考えられている。また、日本海に至近距離であり、交易や内陸との中継地の役
割を担っていたことも推定できる。
新潟県吹上遺跡は、高田平野の南西部に位置する斐太遺跡群の一画をなし、弥生時代中期か
ら古墳時代前期まで継続的に続いた。糸魚川産の翡翠や佐渡の緑色凝灰岩を運び入れ、管玉と
翡翠製勾玉を作り、主に中部高地の村々へ搬出した。また、海運を通して青銅器やガラス玉な
どを搬入し、信州などの内陸との交易・交流の拠点として栄えていたことが窺える。
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愛知県の八王子遺跡も弥生時代前期から中世まで続く複合遺跡であり、これだけ長期間継続
する遺跡であるということは、多くの立地条件に優れていたのであろう。弥生時代の遺物とし
て、倒位埋納された八王子銅鐸、鯨面土偶、銅鏃、ガラス小玉などが出土しており、流通の拠
点として物資の集積と移動を担っていたことが想定される。和歌山県の亀川遺跡は、亀の川が
形成した沖積平野にある弥生時代を中心とする集落遺跡である。近在に多くの遺跡があり、古
墳群も見られ、奈良時代には条里制が施行される。古い時代から、当地域の中心地であったの
であろう。海にも数㎞と近く、海運の交易も想定できる遺跡である。
以上から、銅鐸形土製品という限られた遺物の中から抽出された錘状土製品・石製品が出土
する遺跡は、古代以降と同じように、港、交通の要衝、交易の中継地や中心地、玉等の生産と
その交易など、物資の流通に関わっており、古代の遺跡と同様、秤の必要性が高い地域に位置
すると考えられるのではなかろうか。

Ⅴ． まとめ
本稿では、弥生時代後期の原の辻遺跡の青銅製権と弥生時代前期（中期の可能性もある）の
亀井遺跡の石製分銅の存在から、今までに調査された同時代の考古遺物の中に秤の錘や分銅に
関係する遺物の存在の可能性を検討した。注目した遺物は銅鐸形土製品であり、これらの中か
ら中国の錘・分銅を模造したもの、機能性を導入したものではないかと推察される一群の遺物
を抽出した。権衡資料の権だけであり、さらに、土製品・石製品という遺物の性格上、形状的
類似性が根拠であり、錘・分銅とする確実な根拠は存在しない。しかし、特異な形状の土製品・
石製品が、突然、出現する契機が大陸の秤の導入、錘・分銅の模造、あるいは機能的模倣の結
果ではないかとする仮説の提示は、日本の権衡資料を検討する上でそれなりの意味を持つもの
ではないかと考えている。
それでは、今回銅鐸形土製品の中から抽出された錘状土製品・石製品が錘・分銅の模造品で
あるとする仮説が成り立つとするならばどのような使用法が考えられるであろうか。秤には天
秤ばかりと棹秤の２方式があることは前述した。天秤ばかりは、亀井分銅のように質量の違う
複数個からなるセットの分銅が必要である。青谷上寺地遺跡の錘状石製品の３点に規格性は認
められない。また、吹上遺跡の錘状石製品は単独の出土である。錘状土製品は土製品という性
格上、定量の規格品をセットで製作することは技術的に難しい。すなわち、錘状土製品・石製
品は、天秤ばかりではなく、棹秤の錘として使用されたと考えるのが合理的である。時代は下
るが、数多く確認されている古代の石製の権も単独出土という状況から見て、規格的な質量変
化の分銅ではなく、棹秤の錘と考えるのが妥当であろう。弥生時代の錘状土製品・石製品は、
形状、質量、出土状況から古代の秤の土製・石製の権に連なるものかもしれない。
秤は本来、統一された権衡制度で使用されるのが原則であろう。しかし、弥生時代において
は広域的な範囲で権衡制度が整えられていたとは考えにくい。狭く捉えれば、集落、市場など
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の単位かもしれない。ただ、大陸との交易では大陸の質量体系に倣っていたかもしれない。ま
た、日本海沿岸地域間、沿岸集落と内陸集落間程度の範囲では、同一の錘の規格が存在した可
能性があるかもしれない。また、錘状土製品・石製品の出土数から考えると、一集落で数個程
度の保有であり、まだ、特殊な機器であったのであろう。
また、秤の構造はどのようなものであったのだろうか。錘状土製品・石製品から推測すれば、
棹秤と考えられるが、当該期の棹秤用の棹の確実な例が確認できておらず、推測の域はでな
い。それでは、秤量物はどのようなものがあったのだろうか。すでに、候補として水銀朱（森
本 2013、73 頁）
、取引・交易や調薬・合金（中尾 2015、91 頁）
、中国銭・水銀朱 ( 輪内遼
2016、37 頁 ) などが挙げられている。筆者は、特別な品物だけではなく、通常の交易にも使
用されていたのではないかと考えている。大陸との交易では秤が導入されていたであろう。次
の段階として、国内間の交易でも利用されるようになったのではなかろうか。青谷上寺地遺跡
からの多種多様な出土遺物から推察すれば、魚介類、骨角器類や獣皮類、管玉やガラス玉など
の玉類、鉄製品や鉄原料及び青銅器などの金属類、繊維類、木製品などが想定できる。秤が導
入された以上、交易の中心人物は、特別な品物だけではなく、各種の交易品に秤を使用するよ
うになったのではなかろうか。
以上、筆者の力不足で先学の研究成果の上に形状の類似性から錘状土製品・石製品の錘とし
ての可能性の提示とその使用法などを推測で述べるにとどまってしまった。さらに、対象遺物
や地域を広げ、錘や分銅の可能性のある遺物の渉猟に努め、弥生時代の秤の存在の検討をした
い。さらに、度量衡制度が導入されたであろう律令時代以降～中世末までの権衡資料から、変
遷や地域性、役割などを考古学的遺物から検討し、弥生時代の秤を検討するヒントとしたい。
本稿は東海大学大学院の 2012 年度の修士論文の主題であった「錘状土製品」の継続研究と
して、錘や分銅の可能性がある他の遺物として銅鐸形土製品に注目し、検討したものである。
多くの先行研究の成果を利用させていただいており、参考させていただいた先学に感謝いたし
ます。また、指導教授である北條芳隆先生、大学院の授業でご指導いただいている松本建速先
生、有村誠先生に深謝いたします。さらに、ゼミでの発表の際に疑問点や適切な指摘をいただ
いた学兄にも感謝いたします。なお、遺物に関しては、愛知県一宮市立博物館、新潟県釜蓋遺
跡公園の協力をいただきました。記して感謝します。
注
1）「錘状土製品」とは筆者の造語であり、秤の錘かその模造品の可能性がある弥生時代後期
～古墳時代前期の土製品をさす。その一部は葉山（2016）でふれた。銅鐸形土製品の中に
は石製品もあり、秤の錘の可能性があれば、錘状石製品とする。弥生時代中期～に属する。
2）「天秤」という表記だけで天秤ばかりを意味するが、釣りの用語、天秤棒の略、慣用句 ( 天
秤に掛ける。両天秤）などと区別するために天秤ばかりとする。棹秤の「さお」については、
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竿と棹の表記があるが、本稿では棹とする。なお、棹秤は「桿秤」とも表記される。桿は、
意味としては「さお」も指すが、読みは「かん」であり、
「かんぺい」と読む。天秤ばかり
と対比するためにも、棹秤（さおばかり）と表記する。
3）奈良市教育委員会（2003）では「実際の秤として使用するには適していないと考えられます。
したがってこの製品は、何かに付けた錘か飾りのような目的で作られたと考えるのがよい
と思われます」とするが、筆者は棹秤の錘として十分機能すると考える。
4）中尾智行氏（2015）は、亀井分銅の出土遺構や共伴遺物を再検討し、亀井分銅の年代幅
を中期以降から後期前半まで狭まる可能性を示すとともに、中期以降となれば、計量対象
物に青銅器やガラスなどの生産技術に伴う伝播と使用実態が視野に入ることになると論じ
ている。そして、弥生分銅の意義を「考古学や歴史学の視点においても、列島の弥生社会
の実態解明に新しい視点を切り拓いた」
（91 頁）としている。
5）銅鐸形土製品に関しては次のものを参考にさせていただき、概要をまとめている。各論者
により、祭祀性、類型化、原型銅鐸との関係性、銅鐸形土製品の範疇など、見解の相違が
見られるが、それらの詳細にはふれない。神尾恵一（1984a、1984b、1984c、2012）、
野本孝明（1984）
、大野勝美（2004）
、黒沢浩（2012）の諸氏の論考である。記して深謝
します。
6）古代以降の権衡資料に関する多くの研究を参考にさせていただいた。宮本佐知子（1994）、
吉村康徳（1996）
、福田聖（1996）
、菅原祥夫（2012）の諸氏の論考である。記して、深
謝します。
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神奈川県域における弥生・古墳時代の玉作と流通−管玉を中心に−

佐藤

彰哉

Ⅰ． はじめに
弥生・古墳時代の玉類については材質や技法など各分野で詳細な研究が行われ、玉作がどの
様に拡散していったかが明らかにされてきた。しかしながら研究されている地方の多くは西日
本に偏っており、その結果東日本における玉作との関係性の理解が不十分である。例えば、東
日本関東地方にも神奈川域をはじめ、当時の玉生産地があり、そこで生産された玉がどのよう
に流通したかを明らかにすれば日本列島における玉文化の伝播や地域間の交流はより明確にな
る。そこで本論では神奈川県域の玉作と流通についての検討を行い、西日本地域の玉作と流通
の関係性を考察することとする。

Ⅱ． 弥生 ・ 古墳時代の玉文化に関する研究史と本稿の目的
１． 玉文化研究の 2 つの画期
当該時期の玉文化研究には２つの画期が認められる。その基礎となった 1930 年代と、多数
の発掘調査が実施されるようになった 1970 年代以降である。
古墳時代の玉作の研究は出雲玉作遺跡群や弥生時代の佐渡島玉作遺跡群の調査をしていた濱田
らの調査結果（濱田耕作ほか 1927）が基礎をつくった。これにより玉類が威信材としての対
象としてだけでなく古代の「部」と呼ばれる職業集団と関連して社会構造解明への手段として
も浮上してきた。かの玉作遺跡の調査は有意義なものであったが、それらの調査は第 2 次世
界大戦の影響を受け中断せざるを得なかった。
戦後の玉作の研究は寺村光晴の業績に代表される（寺村 1966）
。1970 年代には高度経済成
長にともなう開発が、埋蔵文化財発掘調査件数の爆発的増加を促した。これにより広大な面積
の発掘調査は膨大な資料の出土を生み、従来の資料のみでは解明しえなかった新たな発見を考
古学会に生み出すこととなる。玉作関連の遺跡の多数は、これらの発掘調査から検出された。
各種遺構の検出は玉作工房のあり方や生産構造や体制を明らかにし、工房内から出土する製作
過程を示す資料は攻玉に関する技法の認識を深めるものであった。

２． 玉文化研究の２つの課題と本稿の目的
弥生・古墳時代には、それ以降には見られない形状や玉種、緑色凝灰岩を含む碧玉・水晶・
ガラス・瑪瑙などの玉類が出現し、加工するために用いられる工具に関しても石製以外に金属
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製などが見られた。攻玉も擦切分割・施溝打撃分割・押圧剥離のほか技術上様々な特色を示す
ものがある。それらを対象として、現在、特に注目される研究課題は次の２つである。
一つ目は玉類の生産地と流通、その背景に関するものである。弥生時代以降朝鮮半島から北
部九州へ搬入された管玉を基軸とした玉類製作が急速に普及していく。この管玉は分類上半
島系と呼ばれ、やや青味の強い硬質な石材で製作されており、その産地や石材が不明である
ことから未定 C 群として呼称される ( 大賀 2010)。この半島系管玉の流通により日本列島上に
玉作が拡散することとなる。大賀克彦は弥生時代の半島系管玉や日本列島で初めて製作され
る山陰系管玉の広がりから、玉作が他地域へどのように伝播したのかを明らかにした（大賀
2001）
。
さらに大賀は管玉のみならず玉類全般の流通についても記し、玉類の関東地方への流通経路
が北陸ルートと東海ルートの 2 つがあることを提唱した（大賀 2011）。
米田克彦は山陰弥生社会を玉生産から迫るべく、山陰地方の弥生時代玉作遺跡計 70 遺跡を
対象とした研究を行った。これにより当該期の玉材、製作技術、工具などに迫り、技術伝播の
地域性と背景について言及している（米田 2015）。
管玉製品の研究は北九州から伝播した背景や山陰地方で玉作が展開されたため、多くの山陰
地方の玉類に関する研究がなされているが、関東地方は未だに集成分析が不十分である。
二つ目は、玉類の生産技術に関する研究である。管玉の生産技術については、寺村光晴が概
説した通り①原石→②荒割→③形割→④側面調整→⑤研磨→⑥穿孔→⑦仕上げの基本工程とた
どると理解されている（寺村 1966）
。そして、それらの製作技術の細部に石材や工具の差異
が関与していくつかの特徴的な製作技術が生まれた。弥生時代の管玉生産では、長瀬高浜技法
（前期山陰地方）
、西川津技法（前期山陰地方）
、大中の湖技法（中後期近畿地方）、新穂技法（中
後期北陸地方）
、布施技法（後期山陰地方）
、加賀技法（後期北陸地方）が設定されている。一
方で大賀は各技法に共通する特徴をとらえた分類を行い（大賀 2001）
、廣瀬時習は学史的な
枠組みを踏襲しつつ石材と技術の関連性を重視した分類で検討している（廣瀬 2009）
。これ
らの取り組みは、製作技法の多角的な分析研究として評価される。
水晶製玉作に関する研究は河野一隆により進められた（河野 2006）
。水晶製玉作の技法は
2 つあり、京都府奈具岡遺跡の発掘調査で注目された水晶製玉作の工程とそれに付随する工具
を奈具岡技法、島根県松江市平所遺跡から出土した水晶製玉作工程とそれに付随する工具を平
所技法としている。水晶製玉類は鉄製工具と関連して研究されているが、その分布は西日本に
偏り、製作遺跡もすべて日本海側であり、関東地方との関連が薄い傾向にある。
以上に見たように、玉類の研究は流通と生産技術の分析により各石材、地域で進んできてい
る。その中でも弥生時代玉作が隆盛した地域が偏っていたために、山陰・近畿地方のような西
日本における玉作の研究が多く行われてきた。一方で東日本の玉作に関するものは未成熟であ
る。そこで本稿では、東日本の中でも神奈川県域における玉作と流通から、玉文化を通じた西
日本地域との繋がりを明らかにすることを目的とする。
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図１

神奈川県域における弥生時代後期〜古墳時代の管玉出土遺跡分布図

Ⅲ． 神奈川県域の弥生 ・ 古墳時代の玉類
１． 資料と方法
関東地方の管玉生産がどのように行われていたのかを考えるために、その生産地が知られてい
る神奈川県域の弥生時代および古墳時代の玉作関連遺跡および出土した玉類を資料とし、遺跡
報告書を中心として 2 ６遺跡の管玉に関するデータを集めた（図１）。
分析方法を記す。玉類のうち管玉に着目し、出土資料を荒割未製品、形割未製品、管玉未製
品、製品の４種類に分け、その材質と法量を記録し、遺物集成表を作成し、そのデータを用いて、
各工程での材質と法量の関係性の有無、法量の指向性が存在するのかを考察する。なお、本論
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図２

久門寺遺跡出土管玉製品・未製品実測図
表１

久門寺遺跡出土管玉一覧

では形割後の側面打裂段階未製品、研磨段階未製品、穿孔段階未製品は管玉未製品として取り
扱う。対象遺跡の発掘調査報告書上、未製品段階が細分化されているものとそうでないものが
あるが、側面打裂段階未製品と研磨・穿孔段階未製品では、法量の数値に大きな差が見られな
かったためである。したがって、これらを同一段階として設定する。

２．神奈川県域の玉作関連遺跡（図 1）
（１） 久門寺遺跡（表 1、図２・3-1）
本遺跡は伊勢原市久門寺に所在する弥生時代後期の遺跡である。管玉製品 3 点、管玉未製
品 12 点を実見させていただいた。しかしながら管玉未製品 12 点のうち欠損が激しいものが
3 点（No.11、12、14）あり、これらを対象外とした 9 点を取り扱う。石材に関しては碧玉
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と緑色凝灰岩の判別が困難であるため緑色凝灰岩で統一した。
本遺跡の管玉未製品の長さは 29 〜 15mm のものまであるものの、点数が少ないため特徴
をつかむことは難しい。幅は 10 ～ 8mm に収束する。
（２） 海老名本郷遺跡（表 2、図３-2）
海老名本郷遺跡は海老名市本郷に所在し弥生・古墳時代のみならず先土器・縄文・奈良・平
安・鎌倉時代の遺構、遺物が出土した複合遺跡である。玉作工房址は古墳時代前期のものであ
る。遺跡は相模川中流域東岸に位置し、北には相模国分寺遺跡や国分尼寺遺跡などがある。
各段階の管玉の出土は荒割未製品 10 点、形割未製品 5 点、管玉未製品 36 点である。なお
荒割段階未製品に関しては長さと幅の分類方法が観察者により変化することも考えられるた
め、長辺を長さ、短辺を幅とする。
本遺跡の石材はすべて緑色凝灰岩であるが藤川勝氏の肉眼観察により以下のように 4 分類
されている ( 寺村光晴 1990)。
A：緑灰色の緑色凝灰岩で緻密である。きめ細かく、剥離面は比較的つるつるしている。
実測遺物の中では、29 点と最も多い。
B：淡緑色の緑色凝灰岩。前者に比しきめが荒く、剥離面はザラザラしている。実測遺物
の中では 20 点
C：濃緑色の緑色凝灰岩。きめが細かく、剥離面はつるつるしている。A よりも堅い。実
測遺物の中では 2 点
D：淡緑色の緑色凝灰岩。B に似ているが、よりきめが荒く、色調も褐色がかっている。
実測遺物の中では 5 点
これらの分類は表 2 の色調欄と対応している。
荒割段階未製品の法量は、10 点中長さ 70mm 以上の荒割未製品が 1 点、50 〜 40mm 付
近の荒割未製品が 7 点、35mm 以下の荒割未製品が 2 点見られる。次に製品では径となる幅
を見る。幅 40mm 以上のものは 1 点、40mm 未満のものは 9 点となっている。その中でも
35mm 以下のものが 6 点出土している。
形 割 段 階 未 製 品 は 5 点 で あ る が そ の 法 量 の 長 さ は 40mm 以 上 の も の 1 点 40mm 以 下
30mm 付近のものは 4 点である。幅は 30mm 以上のものが 1 点であり、この個体は長さ
40mm 以上のものと同一である。その他 4 点は 20mm 以下である。なお 4 点中 2 点には欠損
が見られるが長さ及び幅に与える影響は少ないものであるため有効とする。
管玉未製品は合計 36 点であるが、長さが極端に短い穿孔段階未製品（16 号 No.4）と研
磨段階未製品（17 号 No.32）は下部の欠損が著しく対象外とするため 34 点と認識する。図
3-2 では側面打裂未製品、研磨未製品、穿孔未製品を分類しているが、先に述べたよう本論で
は同一段階として扱う。法量の長さは 70mm 近くのものが 2 点あるが他の 32 点に関しては
60 ～ 20mm 付近まで散見している。幅に関しては 33 点が 20 ～ 10mm の範囲である。長さ
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表２

海老名本郷遺跡出土管玉未製品
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70mm 以上のうち１点のみが幅 23mm と他の未製品と比較すると少しばかり太めである。
本遺跡では以上の 51 点中 49 点を考察の対象とする。
（３） 社家 ・ 宇治山遺跡（表 3、図３-3）
社家・宇治山遺跡は海老名市社家に所在し、相模川中流域の東岸、海老名本郷遺跡の北西に
位置する。本遺跡からは弥生時代後期～古墳時代前期の遺構遺物のほか、8 世紀から 9 世紀の
住居址や戦国時代から江戸時代までの屋敷地などが検出されている。
本遺跡における管玉の法量は表 3 にまとめてある。本遺跡では大量の玉作関連遺物が出土
しているが、現状において海老名本郷遺跡ほど緑色凝灰岩の分類が明確にはなされていない。
本遺跡出土の管玉は緑色凝灰岩製であるが、色調や質感の差異での分類は困難である。
本遺跡の荒割段階未製品合計点数は 61 点である。その法量であるが 100mm を超える長さ
を持つ荒割未製品は 2 点、その他多くは 85 ～ 25mm の長さにばらつく。幅に関しては 45 ～
15mm の範囲に帰属するものが 51 点におよび、それ以上の幅を持つものは 10 点である。
本遺跡の形割段階未製品の合計点数は 43 点である。形割未製品は長さ 45mm 以上のもの
が 6 点あり 45 ～ 15mm の間に多く分布しその数 31 点におよぶ。15mm 未満のものは 4 点
であった。形割段階未製品の幅は 25 ～ 10mm の範囲に 37 点が分布する。その中でも 20 ～
15mm の形割未製品が顕著に見られる。

図３

各遺跡出土の管玉の計測値
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表３

社家宇治山遺跡出土管玉未製品
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表３（つづき）
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本遺跡の管玉未製品の合計点数は 24 点である。そのうち大部分が欠損している未製品
(YK30 号出土 ) を除外し、23 点を本論考察の対象とする。管玉未製品の法量に関しては 55
～ 10mm の中に広く分布する。特に集中している長さがあるようには見受けられない。幅に
関しても 17 ～ 6mm の範囲に広く分布する。なお、遺構外の出土品に蛇紋岩製と思われる管
玉製品が 1 点伴っている。
本遺跡では以上の 128 点を考察の対象とする。

３． 神奈川県域の管玉製品
（１） 弥生時代から古墳時代前期の管玉 （表 4、図４-1）
神奈川県域における弥生時代の遺跡から出土した管玉は数が少ない。時代の帰属が弥生時
代であるのか古墳時代であるのかを判断できない資料を含めても、砂田台遺跡において 1 点、
山王山遺跡で出土する 1 点、真田北金目遺跡から出土する 4 点の合計 6 点である。それに加
えて砂田台遺跡から出土したものは未製品段階のものであるため、弥生時代の管玉製品は実質
5 点となる。その材質に関しても緑色凝灰岩 3 点、蛇紋岩 1 点、碧玉 1 点と統一性に欠ける。
弥生時代に分類される管玉の法量であるが碧玉製管玉は長さ 35mm、直径 10mm 蛇紋岩製
管玉は長さ 25㎜、直径 9mm、緑色凝灰岩製管玉は 20mm 以下直径 4mm である。長さ・直
径ともに碧玉 > 蛇紋岩 > 緑色凝灰岩という傾向を示した。現状の点数では弥生時代における
神奈川県域での傾向を特定することはできない。
古墳時代前期の管玉製品はどうであろうか。古墳時代前期の神奈川県域から出土する管玉は
合計 37 点である。その内訳は碧玉製 8 点、緑色凝灰岩 25 点、蛇紋岩 3 点そして 2 点のみで
あるが滑石製の管玉が出土している。
各遺跡で石材の違いが比較的顕著にみられ、蛇紋岩製管玉は新羽南古墳から 3 点出土して
おり、この遺跡のみで出土している。一方で碧玉製管玉しか出土していない遺跡もある。加瀬
白山古墳である。この遺跡から出土した管玉 6 点すべてが碧玉製品であり、60mm の長さを
持つ大きい管玉が出土している。この管玉は本論で取り扱う管玉製品において最大の長さであ
る。
古墳時代前期出土の管玉製品は、36 点あるうちの大多数の管玉が長さ 20 ～ 10mm である。
そのほか長さ 30mm 付近の管玉や 40mm 付近の管玉が点在している。次に管玉の径であるが、
これは各遺跡に大きな差は見受けられず、おおよその製品が 6 ～ 4mm の範囲に帰属する傾向
が見られる。
また前者ほどではないが 10 ～ 8mm の範囲にもある程度の塊として存在している。
以上のことから古墳時代前期における管玉製品の傾向として長さ 20 ～ 10mm、径 6 ～
4mm が主要な法量となっている。
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表４

神奈川県出土管玉製品
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表４（つづき）

領域 F

領域 JFb

領域 L

領域 K

図４

神奈川県域出土管玉製品の計測値
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（２） 古墳時代中期以降の管玉（図４-2）
古墳時代前期の大まかな傾向は上記の通りである。それでは古墳時代中期以降の管玉製品に
変化は見られるのであろうか。本論で取り扱う古墳時代中後期の神奈川県域における管玉製品
出土遺跡は 12 遺跡であり、その合計点数は 53 である。そのうち欠損が激しく製品として取
り扱うことができないものが代官山遺跡に 2 点あるため、それらを除いた 51 点を対象とする。
51 点中 37 点が碧玉製、池子遺跡群出土の 5 点と羽根尾横穴墓群の 1 点が滑石製、天神谷戸
遺跡の 4 点とその他 4 遺跡から出土する合計 8 点の管玉が緑色凝灰岩製と分類されている。
古墳時代中後期の管玉製品の長さであるが、25 ～ 15mm の間のものが大多数を占めている。
その中でもとりわけ 22 ～ 16mm のものが多い印象を受ける。また 25mm 以上のものも少な
くない点数がある。径を見ると 8 ～ 4mm の管玉製品と 8mm 以上の管玉製品の 2 つ傾向がある。
（３）時期不明の管玉製品と欠損品
本論を執筆するうえで時期または石材が明確でない管玉を取り扱うことはできない。それゆ
えに時期または石材が不明な 6 遺跡 14 点の管玉製品は取り扱わないものとする。加えて代官
山遺跡出土の欠損している資料 2 点も対象から外した合計 94 点の管玉製品を用いて考察を行
うものとする。

Ⅳ． 神奈川県域の玉作についての考察
１． 玉作遺跡に関する考察
（１） 遺跡の立地と自然環境の概要
現在の神奈川県は日本列島のほぼ中央、関東平野の南西部に位置し、東は東京湾、南は相模
湾に面している。北西部には丹沢山地や箱根山を有し、県の中部には相模川が貫流し西部には
酒匂川が流れる。丹沢山地は本州の半分が乗る北米プレートと南のフィリピンプレートの境界
に位置する山岳であり、花崗岩や大理石、管玉の石材となる緑色凝灰岩が産出する。丹沢山地
における緑色凝灰岩の考古学的観察（赤星 1971、寺村 1985）が行われており、神奈川県域
で製作される緑色凝灰岩製管玉には、
ここから採掘されたものが含まれることが知られている。
本論で取り扱った久門寺遺跡、海老名本郷遺跡、社家宇治山遺跡はどの遺跡も平地に立地し、
海老名本郷遺跡、社家宇治山遺跡は付近に相模川が、久門寺遺跡は善波川が流れる。川は運路
として有用であり、3 遺跡で製作された管玉はほとんどが緑色凝灰岩であったことから、丹沢
山地から採掘される緑色凝灰岩を運び、加工する上で都合のよい土地であると言える。
（２） 久門寺遺跡に関する考察（図 3-1）
久門寺遺跡からは弥生時代後期の玉関連製作遺跡が検出されているが、出土点数が少ない。
また欠損しているものが多く全長の傾向を設定することは難しい。しかしながら直径に関して
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はある共通性が見られると言ってよい。3 点出土している製品はすべて直径 9 ～ 8mm の範囲
であり、管玉未製品 9 点中すべてが 10 ～ 8mm であり平均値は長さ 19.5mm、直径 9.7mm
を示す。未製品の長さと製品の長さの違いから、管玉製品が本遺跡で製作されたものかどうか
は定かではないが、製品が本遺跡で製作されたものであれば、仕上げによる研磨調整は 2mm
前後のものであったと考えられる。
大賀（2013）の研究では、緑色凝灰岩製管玉は長さ 15mm 以上、径 6mm 以上の管玉製品
を領域 F としている（領域 F、K、L の範囲は図３-4 参照）
。本遺跡から出土した管玉製品はこ
の領域 F の管玉の範囲内であり、半島系管玉や北陸西部系管玉と同様の分類とされている。出
土した研磨済みの未製品や穿孔の工程が施されていた資料であり、仕上げ工程で 2mm ほど直
径が減少すると考えられる。平均値から 2mm 減少させた数値は 7.7mm であり、領域 F の直
径最低ラインである 6mm を超える。このことから領域 F つまりは半島系や北陸西部系をモデ
ルとした玉作が行われていた可能性が高いと考えられる。
（３） 海老名本郷遺跡に関する考察（図５-1）
海老名本郷遺跡では弥生時代後期から古墳時代前期にかけての玉作遺跡が検出されている。
初めに各段階の傾向を見たのちに全体を通して分析する。
まず原石から打ち欠く工程の荒割段階未製品 10 点であるが、長さは多少のばらつきを持ち
ながらも 45 〜 30mm の範囲にあること。一方で幅に対しても一定の基準があると言えるだ
ろう。幅は 7 点が 35 〜 30mm 付近の範囲にある。海老名本郷遺跡荒割段階未製品の傾向と
しては 10 点中 7 点の幅が一定の規格、
つまり 35 〜 30mm に向けて製作されたものであるが、
長さに関してはそれほど規格を意識していたということは現段階ではなかったと考えられる。
次に形割段階未製品であるが、本遺跡の形割製品は 5 点であることから、一定の規格を見
出すことはできない。そのため形割としての規格ではなく荒割からの加工過程で一定の基準が
存在するかということのみ記述する。
形割段階未製のうち 3 点が 20 〜 15mm の幅を持つ。これは荒割段階の幅傾向のおよそ半
分の大きさである。長さに関しても 10mm ほど短くなっていることから、荒割から形割を行
う際にある程度の規則性があった可能性がある。
最後に管玉未製品の傾向であるが筆者は 3 つのグループとして捉える。このグループを
M1、M2、M3 と呼称する。M1 のグループは長さ 40mm 以上のグループである。この M1 の
M は未製品（Miseihin）から設定している。このグループには対象となる 34 点のうち 15 点
が当てはまり、本遺跡出土管玉未製品の半分近くがこのグループに属している。このグループ
の特徴としては 40mm の長さを持つ大型の管玉未製品であることと幅が 17.5 〜 12.5mm の
太い未製品であることだ。まだ加工途中であるものの、それを踏まえても非常に大きな管玉製
品へと加工されていたであろうことがうかがえる。
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図５

各遺跡管玉製作モデル

形割段階と比較すると、本遺跡の形割未製品は 40mm 以下のものがほとんどであるのに対
し、その後の段階である M １グループに属するものはそれよりも長いという結果をもたらし
た。このことから筆者は本遺跡の玉作において、加工していく中で比較的長めの加工材から製
品にしていったと考える。その理由は荒割段階と形割段階に共通する点に他の製品と比較して
極端に長いと言えるものが数点あったことと、出土する未製品より短い荒割製品の出土が多く
見られるという点である。荒割・形割段階の長めのものが先に加工されていったがために、長
めの未製品が多いと考えるのが妥当であろう。
未製品段階は管玉としての形がある程度形成され、幅としていたものが研磨と仕上げにより
直径を為すが、未製品段階の法量より極端に小さくなると言うことは考え難い。久門寺遺跡で
想定される仕上げ工程では 2mm の研磨であり、本遺跡の側面打裂段階の平均幅は 15.1mm、
研磨穿孔段階の平均幅は 13.9mm の数値であるから、その差は 1.2mm である。久門寺遺跡の
未製品と製品の直径差および側面打裂から研磨段階の差から、研磨や仕上げの工程では 2mm
ほどの数値であると考えられる。以上のことから M1 グループの推定されうる範囲は領域 F の
超えるものであり、既存の分類に帰属させることは難しい。
M2 グループは長さ 40mm 未満、幅 15mm 未満のグループである。このグループは対象と
する 34 点のうち 12 点が当てはまる。M1 グループ同様に多くの資料がこの範囲に帰属する。
M ２グループを形割段階と比較すると、長さに関しては 10mm 前後短くなっており、幅も 5
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〜 7mm ほど短くなっている。出土している製品の中では形割から M ２グループへと加工さ
れると考える方が無難であろう。
M １グループと比較して短く細い M ２グループであるが、製品として加工された場合には
領域 F に帰属すると考えることが妥当である。その理由は仕上げ工程で行われる研磨は 2mm
と考えられ、
M2 段階から直径 6mm 以下、
長さ 15mm 以下に加工されとは考え難いためである。
M3 グループは長さ 40mm 未満、幅 15mm 以上のグループである。このグループには対象
となる 34 点のうち 5 点が当てはまる。このグループの特徴は他のグループより幅が太い傾向
を持つことである。管玉は威信材として用いられたものであるがゆえに、その見栄えも重要な
要素となりうる。M １グループにもいくらか太いものがあるが、長く太いものであれば見栄
えは良いが、短く太い管玉は見栄えがいいとは言い難いだろう。側面打裂段階のみであれば加
工途中であると定めることができるが、研磨段階のものが含まれている。そのため M ３グルー
プの明確な位置付けを現段階で行うことはできない。
大賀氏の研究との比較であるが M2 グループ、M3 グループは領域 F に帰属しうるもので
あると考える。長さ、幅ともに十分な大きさがあり、仕上げによる摩耗が生じたとしても、
6mm を下回る管玉となることは考えにくい。M1 グループは領域 F 外と考えられるものの、
最も近い分類が領域 F となる。
本遺跡における管玉製作に関して管玉未製品に一定の傾向が見受けられるものの、本遺跡の
みでは総合的な検証を行うことが難しく、
今後海老名本郷遺跡の玉作工程を考察するためには、
資料の詳細な観察が求められる。
（４） 社家宇治山遺跡に関する考察（図５-2）
本遺跡の玉作遺跡の年代は古墳時代前期であり、海老名本郷遺跡よりも少しばかり新しい。
ここでも初めに各段階の傾向を見たのちに全体を通して分析する。
本遺跡の荒割未製品は他の遺跡と比較して数が多く、61 点を対象としている。本遺跡に明
瞭な傾向といえるものが一つある。それは長さ 50 ～ 30mm、幅 30mm 前後～ 25mm 前後の
範囲である。多くの荒割未製品がこの範囲に分布しているため、荒割段階にあるほかのものも、
この範囲をモデルとして加工されていく可能性は十分にある。このグループを A1 グループと
呼称する。A1 グループの A は荒割（Arawari）から設定している。
しかしながらもう一つの傾向がある可能性も含んでいる。それは長さ 60mm 以上、幅
30mm 前後の傾向である。一つのグループとして成立させるには少ないと思われるが、この
傾向を A2 グループとして設定する。
形割未製品は合計 43 点が対象であり、幅の傾向は 20 ～ 10mm の範囲が選択されていた可
能性が高い。一方で長さは 30㎜付近に一番多く分布しその前後 10mm の範囲に広がっている。
この傾向を K1 グループとする。K1 グループの K は形割（Katawari）から設定している。
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荒割未製品から形割未製品への加工に関しては傾向があると言えるだろう。その傾向は A1
グループの荒割未製品が K1 グループの形割未製品へと加工されていることである。A2 グルー
プからの加工過程として考えられるものは K グループとしては明確に現れてはいないが、形
割未製品の中でも長いものが数点あるほか、K1 グループの長めの資料が A2 グループの加工
方向性として存在していた可能性もある。
本遺跡の管玉未製品は合計 24 点であるが、その法量の傾向として考えられるものは 15 ～
10mm の幅を持つことである。長さに関しては 50 ～ 20mm と集中していないこともあり、
傾向を見出すことはできない。
それでは形割段階から未製品段階との関連性は見いだせるのだろうか。未製品のうち 9 点
は研磨作業が完了した状態でありその幅は 13mm 前後のものである。これらの法量はほとん
どが K1 の範囲に収まる。その他の未製品も K1 の範囲に収束する。形割段階の幅の平均値は
15.9mm であり、未製品段階の平均値は 12.1mm と 3.8mm の差を持つ。そのため K1 から未
製品に加工する上で研磨により 4mm 前後調整を施し直径を生み出していると考えられる。
本遺跡から出土した未製品が製品に加工された場合を考えると、研磨による直径の減少を考
慮しても 6mm 以下にはならないものが大多数を占めることとなる。そのため本遺跡の管玉製
品は大賀氏の分類上では領域 F に帰属する可能性が非常に高い。
本遺跡の生産過程の傾向は A1 → K1 →未製品→製品と考えるのが妥当である。長さは基本的
に変化することなく、幅が段階ごとに変化していく。研磨による直径の作出により、研磨によ
る幅の減少値も本遺跡で垣間見ることができた。仕上げとして行われるに関してもそれに近い
4mm 前後であると考えられる。
なお、本遺跡から蛇紋岩製管玉製品が１点出土しているが、その製作工程や産地を特定する
ことは保留とする。

２． 玉作についての考察（図５-3）
今まで久門寺遺跡、海老名本郷遺跡、社家宇治山遺跡と時代を追って見てきたが、荒割段階、
形割段階、管玉未製品と一定の傾向があることが分かった。それではその傾向を弥生時代後期
から古墳時代前期までの遺跡すべてに当てはめたときに、玉作の傾向は現れてくるのだろうか。
結論から言ってしまえば、神奈川県域の玉作において各段階にモデルとなる法量が存在し
ていたと筆者は考えている。図 5-3 は本論で取り扱った 3 遺跡すべての製作段階の管玉の分
布図である。荒割段階には先ほど A1 グループと A2 グループと分類したが、その 2 つを統合
した KA（Kanagawa-Arawari）グループを設けた。その範囲は長さ 75 ～ 30mm、幅は 35 ～
25mm である。KA グループに関して言えば範囲外に漏れてしまうものも多くあるが、社家宇
治山遺跡の荒割段階のみならず海老名本郷遺跡の荒割段階未製品も半数がこの範囲に近いため
定めることとした。
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それでは形割製品はどうであろうか。海老名本郷遺跡管玉未製品グループ M1、M2、M3 は
社家宇治山遺跡で設定した K1 グループにほぼ全体が含まれることとなった。そのためこれら
も統合し KKM（Kanagawa-Katawari-Miseihin）グループとしてこの範囲を呼称する。KKM の
範囲は長さ 60 ～ 15mm、幅 20 ～ 10mm である。
しかしながら注意しておきたい点が 1 つある。それは久門寺遺跡の未製品が KKM の範囲よ
りも小さいということである。これは弥生時代後期玉作における特徴として捉えてよいもので
あるかは悩ましいが、時期を経るごとに太くなっていった可能性もある。この点に関しては十
分な根拠となりうるものがないため、明言は避けさせていただく。
研磨の工程については久門寺遺跡では未製品から製品への仕上げ工程において 2mm、海老名
本郷遺跡では側面打裂から研磨穿孔工程において 1.2mm、社家宇治山遺跡では形割段階から
未製品段階までに 3.8mm 摩耗するという傾向を見せた。そのため研磨による摩耗度合いは
3mm ほどであったと考えられる。
神奈川県域における玉作は製作過程で KA、KKM という一定の規格に基づき進められ、管玉
製品の展開としては①石材搬入→②荒割（KA）→③形割（KKM）→④研磨（3mm 前後）→
⑤穿孔→⑥仕上げ（3mm 前後）という手順であると筆者は考えている。
大賀氏の分類との比較であるが、神奈川県 3 玉作遺跡から総合的に判断しても、領域 F に
帰属する、またはその領域より大きい管玉が生産されている可能性が極めて高い。玉作遺跡か
ら多量の管玉製品の出土がないため、玉作遺跡のみから管玉生産について解明するまでには至
らなかった。次の章では神奈川県域出土の管玉製品の法量から、管玉製品について分析を行う。

Ⅴ． 神奈川県域の管玉製品についての考察
１． 弥生時代後期から古墳時代前期の管玉製品（図４-1）
（１） 法量と材質から見る管玉製品
弥生時代後期から古墳時代前期の管玉製品は碧玉 9 点、緑色凝灰岩 28 点、蛇紋岩 4 点、滑
石 2 点を含む合計 43 点の出土が認められる。なお弥生時代中期や古墳時代中期と報告された
資料が数点混在しているが、同遺跡の出土の資料などから、弥生時代後期から古墳時代前期と
して捉えている。
蛇紋岩及び滑石製管玉に関する考察は現段階では点数が少ないため難しい。しかしながら滑
石製管玉は大賀氏の研究で分類されているため、その分類と比較する。前章では未製品段階で
あったため平均値と呼称してきたが、この章では先行研究にならい製品の長さと直径の平均値
を標準値と呼称し比較を行う。滑石製管玉 2 点の標準値は長さ 13.4mm、直径 4.1mm であるが、
これは領域 K の分類に近い範囲であるものの、少しばかり外れている。領域 K は関東地方古
墳時代前期後葉に隆盛する管玉であるため、時期的にも合致してくる。またこの領域 K と重
なる範囲を持つ領域 L も近畿地方で栄える。この 2 点は古墳時代前期の遺跡から出土しており、
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滑石製品管玉の先駆けとなるものである可能性を含んでいる。今後の滑石製品の動向に注意し
たいところである。蛇紋岩製品は研究が進んでおらず、比較することはできないが標準値は長
さ 16.3mm、直径 6.3mm を示す。
緑色凝灰岩製管玉の分析を行うと、ある一つの特徴を見出すことができる。ほとんどの緑
色凝灰岩製管玉は 6 ～ 4mm の直径を持ち、長さは 15mm 以上である。この標準値は長さ
21.5mm、直径 5.4mm を示す。この範囲の緑色凝灰岩は領域 K または領域 L に分類されてい
るものであり、
領域 L は滑石製管玉同様に古墳時代中期の近畿地方に多く見られるものである。
領域 K は関東にしか見られない領域であり、神奈川県でも同様の領域を示すこととなった。
碧玉製品は長いものとまとまったものとに分けられる。その標準値は長さ 26.2mm、直径
6.9mm である。60mm を超えるものが 1 点あるため、これを標準値として読んでしまってい
いものかどうか研究者によって分かれるだろう。そのため領域 JFa と領域 JFb のどちらに帰属
させるべきであるかが課題となってくる（領域 JFa、JFb は図 4-2 参照）。筆者は領域 JFa とし
て捉えていきたい。領域 JFa は山陰地方の古墳時代前期の時期に該当する領域であり、碧玉の
産地及び時代的にも整合性が取れている。管玉の流通に関しては次の章で記述する。
（２） 遺跡の所在と管玉の傾向
弥生時代後期から古墳時代前期の管玉出土遺跡は東京湾沿いに 4 遺跡、相模川西岸に 3 遺
跡所在する。これらを比較して神奈川県域の管玉は遺跡の所在により法量に変化が見られるの
かどうかを検証したい。
はじめに相模川以東を見る。相模川以東の 4 遺跡の管玉は碧玉製 8 点、緑色凝灰岩製 11 点、
蛇紋岩製 3 点、滑石製 1 点である。碧玉製管玉のほとんどは相模川以東から出土し、加瀬白
山古墳群に 6 点、山王山遺跡と虚空蔵山遺跡に 1 点ずつある。しかしながらその法量は加瀬
白山古墳群の 2 点を除いてしまえば、緑色凝灰岩製管玉の法量と大差のないものである。
相模川以西の場合はどうであろうか。こちらは 3 遺跡碧玉製 1 点、緑色凝灰岩製 17 点、蛇
紋岩製 1 点、滑石製 1 点である。相模川以西の管玉の法量も、以東の管玉法量とほとんど差
はないと言っていいだろう。ただ一つ例外として挙げておきたいものが吾妻坂古墳である。吾
妻坂古墳出土の管玉は、直径こそ他の遺跡同様の値を示すものが多いが、その長さは頭一つ抜
けている。吾妻坂古墳の管玉は他の遺跡の管玉よりも 10mm 長いという数値となった。碧玉
製管玉が出土していることからもこの遺跡が何か特別な意味合いを持っていると考えられる
が、管玉製品のみで判断することは早計であろう。
本論で取り上げている玉作遺跡は相模川付近に位置するものの、玉作遺跡付近に位置する相
模川以西の遺跡と東京湾沿岸の遺跡の法量には、明確な地域差というものを見出すことはでき
なかった。しかしながら石材は、碧玉製管玉が東京湾沿岸に多く見られるため、北から搬入さ
れてきたものであり、それが神奈川県西部へと徐々に広がっていったといえる。
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２． 古墳時代中期から後期の管玉（図４-2）
（１） 法量と材質から見る管玉製品
古墳時代中期から後期の管玉製品は総点数 51 点碧玉製管玉が 37 点、緑色凝灰岩製管玉が
8 点、滑石製管玉が 6 点という状況である。前期から比較するとその多くが碧玉製という構成
となっている。
はじめに滑石製管玉を見る。滑石製管玉は 6 点すべてが長さ 25 ～ 15mm、直径が 8 ～
4mm の範囲に分布する。その標準値は長さ 20.8mm、直径 6.0mm であり、これは領域 F の
範囲となる。領域 F の滑石製品は現在どこの系にも帰属されておらず、同地域の前時期の領域
K よりも直径が太いものである。出土遺跡も池子遺跡群がほとんどであり、神奈川県下の全体
的な傾向としての把握をすることはできない。
緑色凝灰岩製管玉は古墳時代前期以後その数を減らしてきている。前時期では 28 点出土し
ていた緑色凝灰岩製管玉が中後期になると 8 点の出土にとどまっている。法量は長さ 25 ～
10mm とばらつきが見られるが、直径は 6 ～ 4mm の間にある。その標準値は長さ 18.1mm、
直径 4.7mm であり領域 L または領域 K に分類される。緑色凝灰岩製管玉に関しては前時期と
同様の領域に含まれるものの、長さ・直径ともに前時代のものよりも小さくなる傾向を見せる。
一方で前時期よりも出土数を多くしているものが碧玉製管玉である。前時期では 9 点の出
土にとどまった碧玉製管玉であるが、中期以降には 38 点と急増する。碧玉製管玉の傾向とし
ては直径 8 ～ 6mm、長さ 20mm 前後の傾向を見せるものと、直径 8mm 以上の長さ 25mm
の傾向を示す 2 つのグループがある。碧玉製管玉の標準値は長さ 20.7mm、直径 7.8mm であり、
これは領域 JFa に分類されるものである。碧玉製管玉は緑色凝灰岩製管玉と同様に前時期の領
域を継承している。前時期と比較すると前期の 60mm の長さを持つものを除けば、長さはほ
とんど変わらないものの、直径に関しては 1mm ほど太くなっている。
中後期の特徴は緑色凝灰岩、碧玉ともに、その領域は変わらないものの、その立ち位置は逆
転する。これは近畿や山陰地方との関連なくしては語ることはできないだろう。この点に関し
ても次章で記述したい。
（２） 遺跡の所在と管玉の関係
古墳時代前期同様に古墳時代中後期では相模川を境界として西岸と東岸ではその出土状況に
差異が生じているのかを検討する。
相模川以東の状況は、遺跡数 5 遺跡、製品点数１８点でありその内訳は碧玉製管玉 11 点、
緑色凝灰岩製管玉 2 点、滑石製管玉 5 点である。各石材ともほとんどは 20㎜以上であり、直
径は緑色凝灰岩製 < 滑石製 < 碧玉製といった傾向を示すものの、明確な傾向は見いだせない。
相模川以西はどうであろうか。対象となる遺跡は 8 遺跡、製品点数は 35 点でありその内訳
は碧玉製管玉 28 点、緑色凝灰岩製管玉 6 点、滑石製管玉 1 点である。法量に関しては相模川
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以東の傾向とあまり変わらない。また石材の状況を相模川以東と比較してみると、滑石製品の
出土状況と緑色凝灰岩製品の出土状況が反対である。古墳時代中後期において相模川以東では
碧玉製品と滑石製品が隆盛し、相模川以西では碧玉製品と緑色凝灰岩製品が繁栄していたと考
えられる。
現状においてはまだ対象となる緑色凝灰岩製管玉と滑石製管玉の点数が少ないため、
今後さらなる検証が求められる。

３． 古墳時代前期から古墳時代後期への変遷
古墳時代前期から古墳時代中後期への変遷は、全体的な傾向として緑色凝灰岩製管玉から碧
玉製管玉への転換として現れる。また相模川以西とは言ったものの、前期には相模川近くにし
か所在していなかった遺跡が、中後期に入ると藤沢、小田原などの海に近い場所の遺跡から管
玉製品が出土することが多い。時代の変化は管玉の石材や遺跡の所在だけでなく、法量の面に
も少なからず影響を与えている。
滑石製管玉は古墳時代前期の出土状況が 2 点という課題を含むものの、標準値は長さが
7.4mm、直径が 1.9mm 大きくなり、領域も K から F へと移行する。領域 F つまりは長く太い
管玉製品は、神奈川県域では碧玉製管玉に似た傾向であり、碧玉製を指向した滑石製玉文化が
古墳時代中後期にかけて神奈川県東部で隆盛していたと考えられる。
碧玉製管玉も中期以降に神奈川県域で隆盛していく。古墳時代前期までは東京湾沿岸に固
まっていた碧玉製管玉が、法量に大きな差はないものの、当県域で広く分布することとなった
のである。
古墳時代中後期に繁栄したこの 2 種類の管玉の裏に衰退していった管玉がある。それは緑
色凝灰岩製管玉である。古墳時代前期に神奈川県域で隆盛していた緑色凝灰岩製管玉は、中期
以降にその数を急激に減らしていっただけに留まらず、領域 L または領域 K に帰属すること
自体は変わらないもののその標準値は長さが 3mm、直径も 1mm ほど低下している。碧玉製・
滑石製管玉がほとんど変化をしないまたは大きくなっている中で、緑色凝灰岩製のみが低下し、
さらには相模川以西しかも小田原市付近にその版図を狭められている。これは神奈川県域で緑
色凝灰岩製管玉の影響力が、何らかの影響により弱まり、碧玉製・滑石製管玉に取って代わら
れたためであろうと筆者は考える。次にこの点も流通とともに考察する。

Ⅵ . 神奈川県域の玉作と流通
1. 神奈川県産緑色凝灰岩管玉の消費（図５-3）
IV 節で述べたように、神奈川県域では弥生時代後期から古墳時代前期にかけて 3 つの遺跡
で玉作が営まれていた。それではそこで製作された緑色凝灰岩製管玉はどこで消費されたので
あろうか。筆者は神奈川県域で消費されることはほとんどなかったと考える。
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その理由は法量にある。IV 節で、製作段階で法量にある程度の指向性を持たせていること
を述べ、それに対して KA、KKM いうグループ名を付けた。KKW の領域は長さ 60 ～ 20mm、
幅 20 ～ 10mm である。そこから想定される管玉製品は少なくとも直径 6mm 以上の製品とな
る。III 節で形割段階と研磨が施されている未製品の幅を比較することで、研磨によって減じ
る径が３mm ほどであったことを示したが、それが根拠である。
一方で、神奈川県で出土した緑色凝灰岩製管玉はどうであろう。古墳時代前期の緑色凝灰岩
製管玉の標準値は長さ 21.5mm、直径 5.4mm である。古墳時代中後期の緑色凝灰岩製管玉の
標準値は長さ 18.1mm、直径 4.7mm であった。まず筆者が着目したのは直径である。
神奈川県域で製作された未製品管玉の平均幅は 11.7mm、同時期の製品の直径標準値は 5.4mm
であり、直径は 6mm ほど減る計算となる。仮に仕上げ工の研磨作業が 3mm 以上であったと
しても、仕上げの段階でわざわざ細い製品にしていくよりも、その前段階、例えば側面打裂の
ような調整段階で行う方が容易であろう。幅に関して見るのであれば神奈川県下で出土してい
る管玉製品である領域 K にも領域 L にもなりえないだろう。図６は製作工程各段階の幅（直径）
平均値を有する資料を並べたものであるが、これを見ていただければ神奈川県域で作られてい
た緑色凝灰岩製管玉と製品の差を明確に理解していただけるであろう。注意していただきたい
のは、あくまで幅（直径）の平均値を比較しているのであって、長さは平均値ではないという
点である。
長さを見るとどうであろうか。研磨作業が行われたものの平均全長は 28.8mm であり管玉
製品の全長標準値は 21.5mm である。長さに関しては穿孔後に研磨し上部と底部を滑らかに
する工程を行うことで、領域 K の範囲である 25mm に以下になることも考えられる。以上の
2 点から当時神奈川県域で製作された管玉製品は領域 F であったと考えるのが妥当である。

図６

製作工程段階別幅（直径）平均値を有する資料
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２． 神奈川県産緑色凝灰岩製管玉の流通
（１） 古墳時代前期の管玉の流通
それでは神奈川県産緑玉凝灰岩製管玉はどこへ行ったのだろうか。筆者は領域 F が同時期ま
たはそれ以後に隆盛していた地域及び碧玉生産が行われていた地域に流通していたと考えてい
る。現段階において領域 F の緑色凝灰岩製管玉の出土状況が多い地域は北陸西部及び関東地方
の古墳時代前期から中期初頭にかけてである。関東地方に領域 F と領域 K の傾向が見られる
ものの、神奈川県域においては領域 K の管玉が主流であり、領域 F の製品はその数が非常に
少ない。関東地方の管玉研究があまり進んでいない現状で、明確な根拠として挙げられるもの
はないが、北関東から北陸へ抜ける流通があった可能性が濃厚である。玉作伝播についての既
存の研究では、北陸から長野を経た関東地方へのルートが提唱されている。それならば、その
ルートを遡るように神奈川県域で作られた管玉を流通させていた可能性が高いと言えるだろう。
しかしながらここで一つ疑問が生じる。北陸西部には神奈川県域同様に緑色凝灰岩の産地が
あり、緑色凝灰岩製管玉の製作が盛んである。そのような地域にわざわざ流通させる利点があ
るとは考え難い。北陸西部に流通させていないのであれば、やはりその前の地域である北関東
や長野県域を相手に流通・交易を行っていた可能性が高い。
（２） 古墳時代後期の管玉の流通
古墳時代中期以降になると神奈川県域では管玉の生産がされなくなる。そのためこの時期に
出土する管玉製品はほとんどが搬入品と考えることができる。根拠は神奈川県出土の管玉製品
の多くが碧玉製や滑石製へと転換したという事である。特に碧玉製管玉は島根県花仙山碧玉の
ものである可能性が高い。この碧玉製管玉の存在は山陰・近畿地方との交流を示すものとして
捉えられる。それゆえに古墳時代前期に製作された神奈川県域の緑色凝灰岩製管玉の流通・交
易によって碧玉製管玉が入手され、それが古墳時代中後期の埋葬に伴うのであろう。
交流のルートに関しては北陸地方から長野北関東を経由したルートと東海ルートの 2 つが
推定される。東海ルートと交流があったと考えられるものは小田原市など遺跡が集中している
エリアであり、領域 L に想定されうる管玉製品が近畿地方から出土している。このことから、
少なくとも古墳時代中後期には近畿地方との交易が存在していたと考えられるものの、神奈川
県産緑色凝灰岩管玉が近畿地方へ流通していたかは定かではない。

Ⅶ． まとめ
弥生時代後期から古墳時代前記にかけての神奈川県域では、緑色凝灰岩を素材とする玉作が
おこなわれていた。そこでの玉作はある一定の規格を持った工程で進められて行き、完成品は
領域 F に分類される管玉であったと考えられる。しかしながら製作遺跡と同時期またそれ以後
の遺跡から出土する緑色凝灰岩製管玉は領域 L または K の分類であるため、神奈川県域で製
作された管玉製品は当地域内で消費されたとは考え難いものであった。
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それでは神奈川県域で製作された管玉はどこへ流通していったのだろうか。それには 2 つ
の可能性がある。1 つは領域 F の管玉が出土する神奈川県以外の関東地方及び北陸西部地
域

、2 つ目は近畿・山陰地方である。後者の地域は、碧玉製管玉が古墳時代後期に多数出土

していることから流通していた可能性を持つ。しかしながら近畿・山陰地方における緑色凝灰
岩製管玉の領域が領域 F ではないことから、断定することはできない。

Ⅷ . おわりに
管玉に限らず、弥生・古墳時代の玉類の研究はまだ不明な点も多い。それゆえに各地域にお
いての詳細な研究が進められるとともに、相互の玉文化について比較検討を行っていき、分類
を今一度見直していく必要があるだろう。しかしながら玉類の詳細な集成が関東地方では盛ん
に行われていると言い難い現状では、当地方における管玉に関する総合的な集成を行うことが
第一に求められる。
神奈川県域における法量に関しては筆者が取り扱ったが、玉作の技法的研究は今後取り組ん
でいかなければならない課題と言えよう。流通に関しても、本論では管玉製品に焦点を当てて
きたが、他の玉類と合同で考えたらどのような結果となるのか、玉類に限らず土器様式などと
の比較による流通や交易も古墳時代の人の移動や文化を知るうえで取り組むべき課題である。
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１． 本稿の背景と目的
伊豆七島の東京都大島の下高洞遺跡出土土器の胎土分析をおこない、土器の大部分が本州島
から搬入されたものであった（松本・市川・中村 2011）が、そこから出土した石皿には、玄
武岩製の他に多孔質安山岩や流紋岩製とされる資料が複数あることを知った（大島町 1998）
。
大島は火山島であるが、地質図によると産出される岩石の大部分は玄武岩であり、いくらか安
山岩がある（地質調査所 1998）
。報告書に記された鑑定では、３点については新島産の流紋
岩製の石皿とされており、南に 30km の島から海を越えて搬入されたことになる。多孔質安
山岩については、産地について言及されていないが、地質図によると安山岩は少ないので、そ
の石材の産地については丁寧な鑑定が必要であろう。一方、遺跡出土の磨石類はほとんどが玄
武岩である。それらは円礫なので、すべて大島の海岸で採集されたものなのであろうか。
下高洞遺跡出土の石皿はすべて多孔質の火山岩であったが、石皿がそのような石材である例
は非常に多い。安達厚三は、中部〜関東地方のいくつかの例をあげ、石皿として安山岩系の火
山類が多用されたと述べた（足立 1983）
。岐阜県濃飛山地の石皿について丁寧な岩石学的手
法による鑑定をおこなった澄田正一・諏訪兼位は、それらに多孔質安山岩が多いことを明ら
かにした（澄田・諏訪 1958）
。上條（2015）の長野県松本盆地での集計によれば、石皿とし
て選択されている石材で最多は安山岩 69 点 /111 点、次が砂岩 37 点 /111 点、東京都野川・
仙川流域では、片岩類 51 点 /129 点、次が安山岩 41 点 /129 点である。また、具体的な数
字は示していないが、熊本県黒橋貝塚や鹿児島県出水貝塚でも、石皿には安山岩や砂岩が積極
的に用いられていると述べ、石皿は利用される石材が限定され、「石材選択が、製作時あるい
は使用時の効率に基づいている可能性があろう」との指摘がある（上條 2015；137 頁）
。同
じく南九州鹿児島市の縄文時代後期草野貝塚からは破損品も含め 54 点の石皿が出土したが、
48 点が安山岩、５点が溶結凝灰岩、１点が砂岩である（鹿児島市 1988）。北陸・東海から東
北地方までの縄文時代前期〜中期の複数の遺跡を例に、各種石器と石材との関係を考察した山
本薫は、地域・時期を問わず、石皿や磨石・凹石に利用された石材は、安山岩と砂岩が多数で
あると述べた（山本 1989）
。他に、大工原（2008）の第 10 表「石器系列と石材系列の関係」
でも、石皿に最もよく利用される石材として安山岩をあげている。
以上に簡単に述べたように、石皿には多孔質で表面がざらついた安山岩のような石材が選ば
れている場合が多い。しかもその上で、脱穀、粉砕といった作業をおこなうので、一定以上の
大きさの石が選ばれる。硬さも必要である。また、石皿や台石の上で対象物を敲打、粉砕する
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図１

南関東の地質図（地質調査所編 1992 掲載の 200 万分の１地質図をもとに作成）

ために使用されたと推定されている磨石類は、手で持ちやすい形態、大きさである。現代の道
具で言えば手で掴んで使う “ タワシ ” 大の円礫である。そして製粉といった、長時間の利用に
適した重量、硬さが要求されるので、石皿同様利用条件に適した材質が選ばれている。単に、
石質の問題だけでなく、タワシ大の円礫だという点も重要なのである。
石皿に多用される火山岩の産地、すなわち火山域が偏在している地域の例として関東南部の
神奈川県域の地質を見たのが図１である。東西 70km、南北 40km ほどのだが、その西端に箱
根山、さらに北西に富士山があり、北は関東北部の火山域まで 200km 以上離れ、しかも東と
南は海である。また、県中央部を南流する相模川よりも西側の丹沢山周辺には中新世の火山岩
類もある。神奈川県域では火山岩の供給地は西部に限られるが、当地域の縄文時代集落跡を見
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ると、西部の火山地域から 30 ～ 60km ほど離れた東部地域でも多孔質の安山岩や玄武岩の円
礫を素材とした石皿が利用される例が散見される。それらは、箱根や富士山の溶岩が分布して
いるあたりから運ばれてきたことになる。このように、石皿の存在から、その流通があったこ
と、その素材として大きな円礫を集落から遠く離れた地に採集に出かけたといった、各集落の
人々の活動や、礫の産地に近い集落と遠い集落間の交流といった社会のありようを読み取るこ
とができる。
また磨石類にはタワシ大の円礫が選ばれていたわけだが、相模川よりも東の神奈川県東部に
はそもそもそのような大きさの円礫を採集できるところが見当たらない。しかし、当該地域で
も磨石類は生活用具として必需品であった。
そこで本稿では、後期旧石器時代から縄文晩期までの遺跡が豊富にあり、しかも火山岩をは
じめ、各種岩石、そして円礫の供給地が、相模川を境としてその西側地域に限定できる神奈川
県域を対象として、各地の石皿、磨石類の入手法、入手経路などを考察し、縄文時代の社会の
ありようを考える一助とするための考察を試みることとした。ただし今回は、まだ遺物の実際
の観察はおこなっていないため、言及できる内容は限られる。

２． 資料と方法
（１） 資料
前節で簡単に述べたように、石皿の素材となる岩石は多孔質の火山岩類が選ばれている事例
が多く、また、磨石類の素材は円礫である。神奈川県域には縄文時代草創期から晩期までの遺
跡知られているが、
当該地域の地質を見ると、火山岩が採集できる範囲が西側に限られ（図１）、
また円礫が誕生する条件である、岩石地域を流れる比較的長い河川、その河口に近い海岸が存
在するのも西側である。このように神奈川県域は、石皿や磨石類の素材となる岩石が分布する
範囲が非常に偏り、なおかつ限定されるため、その採取地を考察するのに非常に適している。
そこで本稿では、神奈川県全域の縄文時代草創期〜晩期までの集落遺跡出土の石皿、磨石類
を資料とする。ただし、今回は、遺物そのものの観察はおこなわず、文献調査のみとしたため、
専門家によって岩石鑑定された報告書だけを対象とした。

（２） 方法
石皿、磨石類の採集地がどこであるかを考察するには３つの情報が必要である。①石材の種
類（岩石名）
、②素材の円磨度、③素材の大きさである。①は石材の産出地、②③は素材の採
集地に関わる情報である。
石皿の形態については、上條（2015）が、素材について、採集された素材の外観をそのま
まにして使用した I 類と、石皿上面中央部を整形した II 類とに分けている（図２）。本稿では、
I 類について、②の要素、素材の円磨度を見ることとして、角礫、円礫、それらの中間の円磨
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石皿・台石類の分類模式図（上條 2015 第３図を転載）

度のものに３分する。角礫の場合、素材は石材産出地で採取されたことを示し、また、円磨度
の高低、すなわち円礫、亜円礫、亜各礫であるかは、③の要素である素材の大きさに関する情
報とともに、産出地からの距離、海岸等での研磨時間の長短を示すことになり、素材礫がどこ
で採集されたかを読み取る重要な情報となる。
石材名は、
同一種であっても報告書によってかなり幅のある名称となる場合がある。例えば、
玄武岩が、玄武岩、変質玄武岩、富士玄武岩、多孔質玄武岩、玄武岩質溶岩、安山岩質玄武岩、
安山岩が、安山岩、変質安山岩、多孔質安山岩、安山岩質溶岩、玄武岩質安山岩、凝灰岩が、
硬質細粒凝灰岩、軟質細粒凝灰岩、細粒凝灰岩、中粒凝灰岩、粗粒凝灰岩、といった具合であ
る。それらは、産出地を示す情報である場合もあるが、最も簡素な岩石名のみを記す報告書の
記載に合わせ、本稿では、単に、玄武岩、安山岩、凝灰岩にまとめることとした。ただし、
「富
士玄武岩」のような、産出地を示す情報でもある記載については、註として表の下に記した。
なお本稿では、
石皿等の石材の鑑定結果に「花崗岩」が多数ある報告書を資料としなかった。
一定より古い時期に刊行されたものである。同一地域の遺跡でも 1990 年代後半以降の報告書
に「花崗岩」の記載はなく、花崗岩同様の深成岩の素材として閃緑岩や石英閃緑岩がある。神
奈川県域には狭義の花崗岩はなく、それが利用されているとすれば人間活動を考える上で非常
に重要な情報となる。しかし今回は遺物を実見していないので、資料から外したのである。
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図３
表１

本稿で扱った遺跡とその周辺の河川・山・礫浜の分布

本稿で対象とした遺跡の所在地と時代

（図 No. 欄の数字は図３の分布図中の遺跡所在地 No. に対応）
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図４

相模川中流域

川尻中村遺跡出土石皿
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図５

神奈川県西部

金目川流域

原口遺跡出土石皿
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図６

神奈川県西部

酒匂川河口付近（中村川流域） 羽根尾貝塚出土石皿
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図７

神奈川県東部

相模川下流域

遺跡出土石皿
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神奈川県東部

横浜市・横須賀市域出土石皿
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図９

神奈川県域各地の遺跡出土の磨石類
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３． 結果 ： 石皿素材および磨石類素材の石材と形態
神奈川県域の縄文時代遺跡で、岩石の専門家が石材を鑑定した報告書のうち、多くの住居跡
が検出された集落遺跡を中心に、相模川より東の地域から 15 遺跡（以下では神奈川県東部と
呼ぶ）、相模川より西の地域（神奈川県西部と呼ぶ）から 10 遺跡のデータを集め、時期と地
籍を一覧表として示した（表１）
。また、
遺跡所在地と近隣の河川、山地との関係を図示した（図
３）
。それぞれの遺跡出土の石皿と磨石類について石材種類ごとの個数を一覧表とした（表２）。
表で一回り大きい太字でしかもイタリックとなっている数字は、その遺跡で最多利用された石
材である。石皿と磨石類、それぞれ同じように表現した。太字となっているがイタリックでは
ない数字は、２番目に多く利用された石材である。
各報告書に掲載された出土遺物の実測図の一部を、図４〜９として転載した。相模川中流域
の相模原市北部には、石皿や磨石類が多量に出土する集落遺跡が多いのだが、1000 点以上の
石皿と 3000 点以上の磨石類が出土した川尻中村遺跡（図３-18）の例を示した（図４、図９）。
相模川よりも西側の遺跡出土例として、石皿 800 点以上、磨石類 2000 点以上が出土した金
目川中流域の平塚市原口遺跡（図３-23）の例（図５、図９）、そして箱根安山岩の産出地に近
い遺跡例として小田原市羽根尾貝塚（図３-25）の例を示した（図６、図９）。相模川よりも東
側の例として茅ヶ崎市臼久保遺跡（図３-14）出土の石皿、横浜市稲荷山貝塚（図３-6）出土
の石皿と磨石類、藤沢市慶應義塾藤沢湘南キャンパス遺跡（図３-12）出土の石皿、横浜市華
蔵台南遺跡（図３-1）出土の石皿と磨石類、同市三殿台遺跡（図３-7）出土の石皿と磨石類、
同市大口台遺跡（図３-4）出土の石皿と磨石類、同市稲ヶ原遺跡４地点（図３-3）出土の石皿
と磨石類、
横須賀市吉井貝塚（図３-9）出土の石皿と磨石類、藤沢市遠藤打越・遠藤西谷遺跡（図
３-11）出土の石皿を図７〜９に示した。それぞれ、図中の遺物実測図右下に、報告書に記載
された名称で石材の岩石名を記した。
石皿用に選ばれた石材を、多い順に５種を並べると、安山岩、玄武岩、閃緑岩、凝灰岩、砂
岩となり、しかもこれらが大部分を占め、特に安山岩と閃緑岩が多かった。このうち安山岩は
神奈川県西部でも東部でも地域的偏りなく利用されたが、閃緑岩が多数使われた遺跡は限られ
る。磨石類はそれらの５種に加え、斑糲岩、輝緑岩が多量に用いられた遺跡もあった。
次に、石材採集時の礫の形態を見る。石皿も磨石類も円礫素材がそのまま製品として利用さ
れたものがほとんどである。磨石類は、図９-27・28・34・39 のように、平面形が正円形の
もの、図９のその他の大部分のもののように楕円形のものが多く、どれも平面・断面とも整っ
た形であり、平面形中央に補助線を引いたならばほぼシンメトリーになっているものが大部分
である。特に、
小田原市の礫浜に近い羽根尾貝塚（図３-25）の磨石類は、ほとんどのものが整っ
た円礫である。一方、相模原市川尻中村遺跡（図３-18）出土のもののように、不整円形のも
の（図９-13・18・19・22）もある。２点だけ、四角い皿型に成形され、脚部が浮き彫りに
された石皿があった。平塚市原口遺跡（図３-23）に１例（図５- １）
、横浜市稲荷山貝塚（図
３-6）に１例（図７- ３）である。どちらも安山岩製で、特に後者は多孔質である。
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表２

神奈川県域の縄文時代集落遺跡出土の石皿・磨石類の石材（一部に旧石器時代含む）

４． 考察
（１） 石皿素材の採集地
表２に示した岩石名は、それぞれの遺跡調査報告書の記載をもとにしている。したがって、
それぞれの供給地が明確になっているわけではない。ただし、石皿の大部分が安山岩や玄武岩
の大型の円礫を利用しているので、その産地の候補をある程度狭めることができる。なかでも
富士玄武岩、箱根安山岩と記されているものの場合、さらに採集候補地を限定できるが、その
ように鑑定されておらず、単に「玄武岩」
「安山岩」「玄武岩質溶岩」「安山岩質溶岩」等と記
されている場合でも、神奈川県域あるいはその近辺で溶岩が見られるのは、県中央を南流する
相模川より西の富士山、箱根山、丹沢層群なので、素材の形状も合わせると石材採集地をある
程度限定できる。それらの山体や層群を形成する溶岩や岩石が円礫となるためには、岩石が河
川内に流れ落ち、ある程度の距離を流れ下る、あるいは海岸に出ねばならない。例えば富士山
の溶岩は相模川と酒匂川を流れ下る（図１）
。長さ 109km ほどの相模川の場合、石皿にでき
そうな大きさの富士玄武岩円礫が分布するのは中流域までである。また、藤沢市遠藤打越・遠
藤西谷遺跡の報告書に掲載された、海老名市内の相模川で採集できる礫 285 点の観察結果に
よれば、富士玄武岩は５点である（有明文化財研 2010）。
小田原市域を流れる酒匂川も、富士山の裾野を削っており、玄武岩が運ばれる。ただし酒匂
川は 50km ほどの長さなので、河原石に円礫はほぼ見られない。玄武岩の円礫は、礫が河口
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から海岸に出て、浜辺で波の連続した揺り動かしによる礫どうしの研磨を経た結果誕生するよ
うである（本誌扉写真２・３）
。
箱根山の安山岩は、
その山体を削って流れ下る河川を通じて相模湾に到達する。酒匂川水系、
早川水系、
白糸川などがそれに相当する
（図３）
。
ただし、どれもそれほど長い河川ではないので、
河原で採集できる礫の円磨度は高くない。円礫が見られるのは海岸部である（図３）。本誌扉
写真１・２・３として示したのは小田原市早川左岸河口から 600m ほど東の御幸の浜と早川
左岸河口礫浜である。そこには安山岩、閃緑岩、凝灰岩の円礫が多数ある。
なお相模川は箱根を経由しないので、その水系に箱根由来の安山岩が入ることはない（扉写
真４）。しかし相模川には丹沢層群由来の安山岩が入る可能性はあるので（図 10）、報告書に
単に「安山岩」とだけ記された場合、それがどこで産出した安山岩かは不明である。相模川
下流域にある藤沢市遠藤打越・遠藤西谷遺跡（図３-11）の縄文時代早期の３号礫集中部の岩
石 1627 点が柴田徹によって鑑定されている。それによると、安山岩は 19 点で全体の 1.2％、
玄武岩は１点で 0.1％、多いのは凝灰岩 1,132 点、69.6％、砂岩 325 点、20.0％である（有
明文化財研 2010）
。この傾向は同報告書に示されている海老名市内の相模川で採集できる岩
石 285 点の組成、凝灰岩 59.3％、砂岩 23.9％に近い。礫集中部は、特定の性質の礫を採集し
たのではなく、何の意図も持たず河原にあった礫を集めて形成されたことを示していよう。そ
れに対し石皿や磨石類は特定の性質の礫を選択しているので、河原礫の組成を反映はしない。
それでも、藤沢市慶応大学藤沢キャンパス遺跡（図３-12）で玄武岩 48 点（37.5％）
、砂岩
35 点（27.3％）
、安山岩 26 点（20.3％）のように、砂岩が多く出土したのは、比較的近いと
ころでも石皿の素材を集めた可能性が読み取れる。ただし、この遺跡に近い茅ヶ崎市臼久保遺
跡（図３-14）
、綾瀬市吉岡遺跡（図３-15）からも安山岩や玄武岩が多く出土している。臼久
保遺跡では安山岩が 115 点（49.1％）
、玄武岩は 73 点（31.2％）
、吉岡遺跡では安山岩が 79
点（42.2％）、凝灰岩が 30 点（16.1％）
、玄武岩はゼロである。図１に示した 17 遺跡のうち
相模川よりも東の地域の 15 遺跡は、その周辺に火山岩の供給地はないが、石皿の大部分は
20cm 以上の大きさの安山岩や玄武岩の円礫である。それらの礫は、最も近い場合でも、相模
川よりも西の箱根山周辺、あるいは相模川中流域から運ばれたことになる。
次に、閃緑岩の採集地について考える。相模原市川尻中村では石皿・磨石類ともに最も多く
利用された石材である。閃緑岩は丹沢山地西側を源としている（図 10）。図１凡例には、「中
新世花崗岩」
と書かれているが、
丹沢山地のものは狭義の花崗岩ではなく、広義の花崗岩であり、
細かい岩石名で言えば、角閃石黒雲母トーナル岩、角閃石石英閃緑岩が主体である（地質調査
所 1987）
。丹沢山地西側のこれらの閃緑岩は、
相模川にも酒匂川にも流れ込む（図３）。したがっ
て、それらの円礫は相模川中流域以南でも酒匂川河口に近い海岸部でも採集できる。だが、遺
跡から出土する石皿、磨石類の場合、相模川流域とそれ以外の地域とでは、出土数の違いがはっ
きりしている。相模川流域の遺跡では２〜３番めに多く利用されているが、それより西の地域
ではあまり多くない。特に、安山岩円礫を簡単に採集することが可能な酒匂川河口以西の礫浜
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図 10

丹沢山地および足柄地域の地質とその断面図（大森ほか 1986
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に近い小田原市羽根尾貝塚（図３-25）では、石皿には１例も利用されていないし、磨石類も
２点 /56 点である。やはり相模川よりも西となる花水川上流域の伊勢原市池端・椿山遺跡（図
３-21）
、同市田中・万代遺跡（図３-22）
、中村川上流域の大井町矢頭 No.35 遺跡（図 24）でも、
安山岩製石皿は多いが閃緑岩はほとんどない。磨石類も同様の傾向である。
閃緑岩製、安山岩製の石皿や磨石類は、機能・用途が異なり、前者の利用頻度が低いか、あ
るいは川尻中村遺跡例を代表とするように、どちらも同様に利用可能なのだが、可能な場合に
は安山岩を利用したいと考えたのかもしれない。次に、これらの点につてもう少し考える。

（２） 石材の材質と機能 ・ 用途
804 点もの石皿が出土した相模原市川尻中村遺跡（図３-18）では、半数に近い 361 点が閃
緑岩製である。閃緑岩は石英、斜長石、角閃石で構成される深成岩であり、石皿上で研磨を繰
り返すと表面は緻密で平滑な面になる。一方、
同遺跡で 295 点出土した安山岩は火山岩なので、
孔の大小はあるが、いずれも多孔質である。したがって、石皿が使用され、結果的に研磨され
てしまったとしても、その多孔質である性質は変わらない。当遺跡報告書の石材鑑定では「多
孔質安山岩」という名称は使われていないが、数 mm 〜 10mm ほどの孔が多数ある安山岩は、
多くの報告書で「多孔質安山岩」と呼ばれている。川尻中村遺跡の安山岩製石皿のうち、図４
- １の実測図のように孔が点在する描写の資料は、「多孔質安山岩」と呼んでよいであろう。
ところで、使用により石皿上面が研磨されたとしても、多孔質である性質が持続する安山岩
と、使用するにつれて平滑な面が生じてしまう閃緑岩とでは、石上で粉砕・製粉などをおこなっ
た場合、対象物の性質や形状によっては、作業効率に違いがある。また、使用面が多孔質であ
る火山岩製の石皿は、中世以降の擂鉢に類似し、磨面が平滑となる深成岩製の石皿は平安時代
の須恵器製捏ね鉢、あるいは現在の乳鉢に似る。擂鉢は硬いものを粉砕するのに、平滑な磨面
を持つ乳鉢や捏ね鉢は、非常に細かな粉末の製造に向いている。
例えば平塚市原口遺跡（図３-23）の図５-7 の閃緑岩製石皿のように、使用面が乳鉢状の凹
みとなっているものの場合、まさに乳鉢の使用同様、杵で円を描くように摺る運動を繰り返し、
より細かく製粉する使用法があったのかもしれず、その場合には、多孔質な素材よりも、平滑
な面ができる閃緑岩こそ相応しい。平安時代末の 12 世紀に、食品の粉砕、製粉等に利用され
ていた器は焼き締められた陶器の捏ね鉢であったが、鎌倉時代中頃、13 世紀末〜 14 世紀初
頭ころに現代の擂鉢に連なる、
凹凸の摺り面を持つ器が主流となった。そのようなことがあり、
現代のわれわれは、調理用の粉砕、製粉具としては「擂鉢」を思い浮かべるのが普通であるが、
化学実験等で粉砕、試料調製等に使うのは内面がツルツル滑らかな乳鉢である。石皿の使用面
の観察記録で摩耗（強）とされているものがいくつかあるが、それらは砂岩か閃緑岩製のもの
であり（図５-8・9）
、そのような使用があった可能性がうかがえる。
ここに簡単に述べたように、石皿として利用されている石材には多孔質のものとそうでない
ものとがあり、前者の代表例は多孔質安山岩、安山岩、玄武岩といった火山岩、後者の代表例
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は閃緑岩や砂岩である。多孔質のものは粉砕、磨り潰し機能に優れており、後者のものは対象
物を細かく製粉するのに適している。ただし、結果的にどちらも利用されていたことから考え
ると、いずれの素材でも、一定の大きさの円礫が採集できるならば、工夫しながら使用してい
たことになろう。
大正大学の久保田正寿氏に教えられ、ドングリの粉砕実験を安山岩、閃緑岩の円礫上でおこ
なったことがあるが、前者はドングリが石上に留まっていたのに対し、後者では、ドングリが
石上をツルツルと動いてしまい、非常に粉砕しづらかった。久保田氏からは、閃緑岩石皿の場
合、時々その表面をザラつかせる「目立て」が必要である、そのさいに磨石類は利用されたの
であろうとの説明を受けたが、その可能性は十分にあると感じた。
ただし、
そのような使用が実際にあったか否か、閃緑岩製の石皿の観察が必要である。今回は、
遺物そのものの観察をおこなっていないので、これ以上、石質と機能や用途との関係を考察し
ないが、川尻中村遺跡出土の安山岩製石皿と、閃緑岩製石皿の使用面の観察をおこなった後に、
再度、機能・用途について改めて検討せねばならぬ。また、現在の擂鉢の場合、杵は柔らかい
木製素材、乳鉢の場合、乳棒は乳鉢同等の硬さの素材が利用される。これらの例との比較もお
こなう必要がある。
上條信彦は日本近世の文献中の挿絵、長野県松本市の民俗例をもとに、クズ、
ワラビといった植物の根茎類の利用のさいに、石製の台石の上で木製の槌などを用いた作業が
おこなわれることを丁寧にまとめている（上條 2015）
。石製の杵や槌（磨石類）と木製のそ
れとでは、作業を受ける石（石皿類）に対するダメージが異なる。この点にも考慮して、それ
ぞれの遺跡出土の石皿の観察をした後に、再度検討したい。

（３） 石材鑑定についての問題点
相模原市原東遺跡（図３-17）と同市川尻中村遺跡（図３-18）はどちらも相模川を間に挟
んでほぼ対象の位置にあり、それぞれ川から 300 ｍも離れていいない。したがって相模川と
の関係ではほぼ同じだと考えてよいのだが、前者では玄武岩製の石皿や磨石類が比較的多くあ
るのに対し、後者では玄武岩と鑑定された例は１点もない。これは、前者の石材鑑定では玄武
岩と安山岩とを識別しているのに対し、後者では報告書に明記されているように、玄武岩を安
山岩の類に含め、安山岩類と鑑定され、そして本稿で、報告書中で安山岩類となっている記載
を一律「安山岩」と表記したことに起因している。相模川に流れる岩石の出処から考えれば、
川尻中村遺跡から富士玄武岩製の石皿や磨石類が出土していないわけではない。今回は遺物を
実見せず、報告書の記載のみで統計をとったため、これについて正確なことは言えないが、原
東遺跡出土の石皿等の玄武岩は富士玄武岩と鑑定されているものが大半であり、川尻中村遺跡
でも、玄武岩があるか否か、それが例えば、富士山あるいは丹沢層群由来のものかを明らかに
することは、当該遺跡出土の石皿等の素材がどの地点で採集されたかを考えるうえでも非常に
重要な情報となる。それは安山岩についても同様である。それらの情報を是非、明確にしてお
かねばならない。
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また、平塚市原口遺跡（図３-23）も石皿が 1000 点以上、磨石類は 2000 点以上あり、非
常に多くの石皿・磨石類が出土した遺跡であるにもかかわらず、玄武岩製の磨石類は 44 点で
あり、全体量に比して少ない。また小田原市羽根尾貝塚では、玄武岩製の石皿や磨石類の報告
は皆無である。ただし、玄武岩と安山岩とを石器の表面観察だけで識別するのは困難な場合が
多いようである。例えば、1990 年代初頭に平塚市東海大学校地内遺跡から出土した石材の鑑
定をおこなった柴田徹は、玄武岩と安山岩の肉眼による区別は非常に難しいと述べている（柴
田 1991）。しかしながら同じ柴田による鑑定でも、2004 年以降の神奈川県域出土の石器使用
石材の鑑定では、
「富士玄武岩」と分類する例が多数ある（かながわ考古学財団 2004、厚木
市教委 2005、有明文化財研 2010 など）
。柴田は相模原市内の各遺跡出土の石材の場合には、
富士玄武岩と箱根山起源の安山岩とを区別しており、前者は相模川で、後者は箱根山周辺で採
取可能と記している（柴田 2015）
。
なお、相模川は中新世の火山岩類（図１）からなる丹沢層群（図 10）を流れ下る部分があ
るので、そこに含まれる玄武岩や安山岩も採集できる。それらの火山岩は丹沢層群のなかでも
1300 〜 1600 万年ほど前の大山亜層群を構成するものであるが、それらは日本列島から遠く
離れた熱帯〜亜熱帯地域の海底火山の噴火によるものである（河尻 2009）
。数十万年以内の
噴火で生成した富士山（約 10 万年以内）
、箱根山（約 25 万年以内）の玄武岩や安山岩とは鉱
物組成や化学成分も異なり、識別は可能なはずである。
例えば、茅ヶ崎市臼久保遺跡（図３-14）では 115 点、綾瀬市吉岡遺跡（図３-15）では 79
点の安山岩製石皿が出土した。これらの遺跡がある地域は、半径 10km 圏内に火山岩の大型
円礫が採集できるところはない。したがって、どこかから石皿の素材を持ち込んだことになる
のだが、相模川由来、すなわち丹沢層群の安山岩か、小田原域の海岸由来、すなわち箱根山の
安山岩か、是非確かめてみたい。いずれにしても、本稿で言及した各遺跡の資料を観察し、そ
れぞれの岩石の産出地、そして石器素材の採集地を考察する必要がある。

５． まとめと今後の課題
神奈川県域は西部に火山岩（玄武岩、安山岩）、深成岩（閃緑岩）、堆積岩（凝灰岩、砂岩）
などが分布し、
東部には火山岩を供給する山地はない。しかし、縄文時代の集落の必需品であっ
た石皿や磨石類は、多孔質の円礫が各地で選択利用されていた。そこで、神奈川県域を舞台と
して、旧石器時代後期から縄文時代晩期までの遺跡のなかから、岩石の専門家によって石材鑑
定が実施された報告書に限り、
それらの石器の素材がどこで入手されたのかを考え、当時の人々
の活動を考える一助とする情報を集めてみた。
その結果、石皿や磨石類に利用できるような石材を採集する場所が遺跡周辺にはない地域で
ある神奈川県東部でも、石皿として利用されていたのは、富士山、箱根山あるいは丹沢層群由
来の玄武岩や安山岩、丹沢山地の閃緑岩が多かった。ほぼすべてが、富士山、丹沢山地を流れ
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下る相模川の中流域あたりで採集されたか、あるいは丹沢山地、箱根山を削り下る酒匂川、箱
根山から流れる早川、白糸川といった河川によって供給された岩石が、礫浜（図３）で研磨さ
れ円礫となったものが利用されたと推測できた。
ただし本稿は報告書に記載されたデータをもとに考察したため、石材については岩石名が明
らかになっただけでその産出地が特定できておらず、その素材の採集地も不明である。そこで
今後の課題として次の２点をあげておく。課題１：相模川中流域、酒匂川河口付近海岸、早川
河口付近海岸、
白糸川河口付近海岸等で採集できる玄武岩、安山岩の記載岩石学的研究。課題２：
本稿で述べた 25 遺跡の出土資料のうち、玄武岩製、安山岩製のものについての丁寧な観察と、
課題１で明確にした各地の玄武岩、安山岩との比較。
それらを経た後、縄文時代の人々が神奈川県域の岩石をどのように利用していたか、あるい
は各地の人々が岩石利用を通じて、どのように交流していたかなどをより具体的に述べられる
ようになるであろう。箱根山生まれの安山岩円礫が酒匂川河口付近の海岸や早川、白糸川河口
付近の海岸で採集され、神奈川県域東部に暮らす人々に海を介して運ばれたのではないかと推
測する。海を北上して南関東のどのあたりまで箱根山や富士山の岩石が運ばれたのか。千葉県
松戸市の縄文時代遺跡からもいくつも多孔質安山岩製石皿は出土している（松戸市遺跡調査会
2004、2005 など）
。同時代の千葉市加曽利貝塚出土石皿はやはり多孔質安山岩が多いが、群
馬県や栃木県あたりのものだと鑑定されている（新井 1984）。出土資料の観察と、海、川で
の岩石の採集を続けたい。
引用 ・ 参考文献
安達厚三

1983「石皿」『縄文文化の研究７巻道具と技術』129-139 頁

厚木市教育委員会
新井重三

雄山閣

2005『荻野上ノ原遺跡第２地点』厚木市埋蔵文化財調査報告書第５集

1984「加曽利貝塚より出土した石器用石材について」『縄文時代の石器』43-76 頁

貝塚

博物館研究資料第４集
有明文化財研究所

2010『遠藤打越・遠藤西谷遺跡』

大島町史編さん委員会

1998『大島町史

大森昌衛・端山好和・堀口万吉代表編集
鹿児島市教育委員会
かながわ考古学財団

考古編』ぎょうせい
1986『日本の地質３関東地方』共立出版

1988『草野貝塚』
1997『宮畑（No.34）遺跡・矢頭（No.35）遺跡・大久保（No.36）遺跡』

かながわ考古学財団調査報告 25
かながわ考古学財団

1999a『長津田遺跡群』かながわ考古学財団調査報告 58

かながわ考古学財団

1999b『臼久保遺跡』かながわ考古学財団調査報告 60

かながわ考古学財団

2000『原東遺跡』かながわ考古学財団調査報告 79

かながわ考古学財団

2001『田中・万代遺跡』かながわ考古学財団調査報告 103

かながわ考古学財団

2002a『稲荷山貝塚』かながわ考古学財団調査報告 131

かながわ考古学財団

2002b『川尻中村遺跡』かながわ考古学財団調査報告 133

63

松本

建速

かながわ考古学財団

2002c『原口遺跡 III』かながわ考古学財団調査報告 134

かながわ考古学財団

2003『吉岡遺跡群 X』かながわ考古学財団調査報告 153

かながわ考古学財団

2004『池端・椿山遺跡』かながわ考古学財団調査報告 165

上條信彦

2015『縄文時代における脱穀・粉砕技術の研究』六一書房

河尻清和

2009「第２章第４節丹沢山地北部の地質」『相模原市史

自然編』35-40 頁

相模原市総

務局総務課市史編さん室
慶應義塾藤沢校地埋蔵文化財調査室

1992『湘南藤沢キャンパス内遺跡』第３巻

相模原市教育委員会

2014『小倉原西遺跡』相模原市埋蔵文化財調査報告 45

相模原市教育委員会

2015『勝坂遺跡有鹿谷地点』相模原市埋蔵文化財調査報告 48

柴田

徹

1991「考古学のための岩石鑑定ミニ図鑑」
『東海大学校地内遺跡調査団報告』２号

228-

258 頁
柴田

徹

2015「第４節

石器石材の岩石種鑑定」『勝坂遺跡有鹿谷地点』85-88 頁

相模原市教育

委員会編
澄田正一・諏訪兼位

1958「濃飛山地に出土する石皿の岩石学的研究」『名古屋大学文学部 10 周年

記念論集』20-34 頁
大工原

豊

名古屋大学文学部

2008『縄文石器研究序説』六一書房

玉川文化財研究所
地質調査所

2003『羽根尾貝塚』

1987『20 万分の１地質図

地質調査所編

東京』

1992『日本の岩石と鉱物』東海大学出版会

北部第二（三地区）上地区画整理事業団区域内埋蔵文化財発掘調査団

2006『菖蒲沢大谷遺跡発掘調

査報告書』
山本

薫

1989「縄文時代の石器製作における石材の利用について」
『筑波大学先史・考古学研究』
１号

45-95 頁

筑波大学歴史・人類学系

松戸市遺跡調査会

2004『小野遺跡

松戸市遺跡調査会

2005『行人台遺跡』

松本建速・市川慎太郎・中村利廣

第 16 地点発掘調査報告書』

2011「伊豆諸島遺跡出土土器の化学成分からみた胎土の特徴〜伊

豆大島下高洞遺跡・八丈島倉輪遺跡〜」
『環境史と人類』5 号

129 〜 149 頁

明治大

学学術フロンティア
横須賀市教育委員会

1994a『小原第１遺跡』横須賀市文化財調査報告書第２集

横須賀市教育委員会

1994b『田戸遺跡』横須賀市文化財調査報告書第４集

横須賀市教育委員会

1999『吉井城山』横須賀市文化財調査報告書第 34 集

横浜市三殿台考古館

2010『三殿台遺跡北側貝塚の調査』

横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター

1992a『大口台遺跡発掘調査報告』

横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター

1992b『稲ヶ原遺跡 A 地点発掘調査報告』

横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター

1993『牛ヶ谷遺跡

華蔵台南遺跡』港北ニュータウン

地域内埋蔵文化財調査報告 XIV
横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター

1995『花見山遺跡』港北ニュータウン地域内埋蔵文化

財調査報告 XVI

64

編集後記
『海と考古学』第１０号がようやく完成しました。
私が編集に関わるようになったのは、昨年、東海大学に着任したことがきっ
かけです。この雑誌の事は創刊号から知っていました。前田潮先生がはじめら
れたこの雑誌を当時大学院生だった私は横目で見ていましたから。ただ、まさ
か自分が関わることになるとは思ってもみませんでした。めぐりめぐって、こ
の雑誌が東海大学で生き続けているのにも不思議な縁を感じます。
松本編集長曰く、論文受け入れの基準は「海に少しでも関係があればいいん
ですよ」とのこと。海に関するどんな論考でも歓迎いたします。（M.A.）
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