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弥生時代後期～古墳時代前期の 錘 状土製品
－東海地方を中心に－

Ⅰ． はじめに
縄文時代以降、各種の土製品が数多く製作され、多くの遺跡から出土する。土器類以外でも、
土偶、動物形土製品、土錘、土玉、土製紡錘車、ミニチユア土器、土製管玉、土製算盤玉、土
製勾玉、壺形土製品、舟形土製品、鳥形土製品、土製支脚など、枚挙にいとまがない。これら
は、道具、祭祀品、装身具などと考えられている。この多種の土製品の中に、弥生時代後期～
古墳時代前期にかけて東海地方１) から南関東地方 2) にかけて特徴的な形態の土製品が出土す
る。それは、高さ 3 ～ 5㎝、最大径 3 ～ 5㎝ほどで、形状は壺形、釣鐘形、球形、算盤玉形な
どが見られる。上部に横貫通孔を有するものが基本であるが、壺形土製品の一部には中央部に
縦貫通孔が穿たれているものもある。
今まで、この種の土製品は祭祀品や装身具として考えられてきた 3)。しかし、本稿では、こ
の土製品の一部は度量衡 4) の権衡の権、すなわち秤の錘・分銅 5) ではないかとの仮説を提唱
しようと考えており、この土製品を「錘状土製品」と呼称する。もちろん、すべての錘状土製
品が実際に錘・分銅としての役割を担っていたとは考えていない。例えば、錘の表象品として
製作された可能性もあるし、垂飾品や漁具である土錘として使用された可能性もある。
本稿の構成は次の通りである。筆者が呼称する錘状土製品の形状や特色など概要を説明する。
次に、東海地方～南関東地方までの集成した対象土製品のうち、本稿で扱う東海地方の愛知県
と静岡県の集成一覧を示す。その上で、国内や大陸の錘・分銅の例をあげ、錘状土製品と比較し、
錘状土製品の錘・分銅としての可能性を検討する。あわせて、この錘状土製品が伊勢湾→遠州
灘→駿河湾→相模湾→東京湾へと海のルートにより伝播したのではないかと考えてみたい。な
お、この錘状土製品は南関東地方の千葉県・東京都・神奈川県が最も数多く出土し、さらに、
中心地域は東京湾岸最深部である千葉県である。紙幅の関係により、本稿は東海地方を対象と
し、南関東地方の出土品は参考例として取り上げる。南関東地方全体の検討は別稿で扱う予定
である。

Ⅱ． 錘状土製品の概要
１． 対象とする錘状土製品
大きさは、高さ 3 ～ 5㎝、最大径は 3 ～ 5㎝ほどの土製品で、中実である。形状は同じでも
中空のものは対象としない。上部に紐通し用の横貫通孔があり、その径は、3 ～ 5㎜である。
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形状は、壺形、釣鐘形、球形、算盤玉形などが見られる。ただし、壺形土製品の中には中実で
はあるが、壺口を浅く窪ませている例や、横貫通孔ではなく、縦貫通孔も見られる。また、球
形については片側に寄った部分（こちら側を上部とする）に横貫通孔があるものを錘状土製品
とし、中央部に貫通孔があるものは対象としない。中央部に貫通孔がある土製品は、丸玉・土
球・土錘などと呼称され、道具・祭祀品・装身具の可能性が高く、時期的にも縄文時代から古
代までと長期にわたるからである。

２． 錘状土製品の時期
錘状土製品の時期は、東海地方～南関東地方の集成によれば、弥生時代後期～古墳時代前期
に出現し、消滅する。本稿の対象地域は東海地方であるが、南関東地方までが錘状土製品の出
土地域である。南関東地方以外の関東地方の報告書による確認では、当該時期の錘状土製品は
確認できない。ただし、時期が下がるものが数例確認できた。この時期的ずれは、東京湾岸域
からの影響、将来品、伝世品などの理由と考えられる。なお、奈良時代以降には明らかに秤の
錘を意識して製作された土製品が見られ、後半で取り上げる。

３． 錘状土製品の分類
次に錘状土製品の形態による分類を示す。
「はじめに」でふれた通り、壺形、釣鐘形、球形、
算盤玉形に分ける。さらに、錘状土製品の錘・分銅としての機能に注目した分類を追加し、５
分類とし、以下に説明する。
Ａ類（壺形）－中実の壺形土製品で頸部に横貫通孔を有する。中央部に縦貫通孔を有するもの
もある。なお、中実でも無穿孔の壺形土製品はミニチュア土器かその他の用途品として捉え、
本稿の対象遺物としては扱わない。
Ｂ類（釣鐘形）－釣鐘状を呈す。釣鐘と言っても、輪郭が釣鐘形をしているものであり、中実
である。上部に横貫通孔がある。本体の断面形状は円形と楕円形のものが見られる。
Ｃ類（球形）－球形を基本とするが、半球形・楕円球形を含めるので形態差は大きい。上部に
横貫通孔を有するものを対象とし、無穿孔や中央部に貫通孔を有するものは対象としない。
Ｄ類（算盤玉形）－算盤玉状を呈し、中央部に稜が一周する。上部に横貫通孔があるものを対
象とする。ただし、東海地方ではこのＤ類の出土例は確認できていないが、今後の出土例の
可能性を考え、分類に加えておく。Ｄ類は南関東、特に東京都に集中して出土する。
Ｅ類（鈕付形）－Ｅ類はＡ～Ｃ類の本体の上部に鈕を付けるか鈕状に造り出している場合に設
定している。Ｄ類には見られない。Ａ～Ｃ類の形態の分類に鈕という機能による分類を混在
させ、一貫性に欠けている。しかし、本稿の目的が、錘状土製品が錘・分銅やその模造品で
はないかという仮説に立っている。中国の秤の錘・分銅はほとんどが金属製であり、本体上
部に貫通孔を有する鈕を付けるものが大部分である。本稿が対象とする錘状土製品の中に、
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本体上部に鈕状の突出部をもち、貫通孔を有するものが見られる。そこで、本体の形態は上
のＡ～Ｃ類に含まれるが、錘・分銅の象徴ともいえる鈕状様のものを上部に造り出したもの
をＥ類として抽出し、本体の分類よりも優先させる。弥生時代後期以前にはない形状であり、
大陸の錘・分銅の影響を受けたものと考えられる。鈕には、半球状で横穿孔するもの、帯状
でその中央部を表裏穿孔するもの、また、本体上部を絞り、細目に丸めて鈕部を造り出して
横穿孔されるものなどが見られる。

Ⅲ． 愛知県 ・ 静岡県の錘状土製品の集成
１． 愛知県 ・ 静岡県の集成結果
東海地方～南関東地方の錘状土製品を集成した結果、錘状土製品が数多く確認された。本稿
では、愛知県・静岡県を対象にしており 6)、両県の集成一覧を表１、集成図を図１、出土位置
図を図２に載せる。なお、出典は最後に［集成・図版出典 1］にまとめている。
表1

愛知県・静岡県の錘状土製品の集成一覧
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※ 黒塗部は赤彩
引用報告書ではカラー
印刷で赤となっている

図1

愛知県・静岡県の錘状土製品の集成図 ( 愛③の黒塗りは赤彩である。引用報告書がカラー印刷
図１ 愛知県・静岡県の錘状土製品集成図

のため、全面黒色となっている。)
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図２

愛知県・静岡県の錘状土製品の出土位置図
図８ 愛知県・静岡県の錘状土製品出土位置図

２． 錘状土製品の出土遺跡の概要 7)
①愛知県
愛①の八王子遺跡は、日光川左岸の自然堤防上に立地する。弥生時代前期～中世までの複合
遺跡であり、古墳時代前期初頭に最盛期を迎える。弥生時代の遺物としては、土器、石器、玉、
土偶や倒立して埋納された珍しい出土例の「八王子銅鐸」が出土している。付近には山中遺跡
等多くの遺跡がある。愛②③の朝日遺跡は、清須市～名古屋市西区にまたがる東海地方最大級
の弥生時代を中心に栄えた環濠集落遺跡である。東西 1.4㎞、南北 0.8㎞の大きさを持ち、柵列、
逆茂木、乱杭などで集落を防御している。弥生土器、石製品、骨格製品、玉類、銅鐸、木製農
具など多くの貴重な遺物が出土している。2012 年に出土品が国の重要文化財に指定された。
②静岡県
静①の蛭ヶ島遺跡は狩野川流域の韮山町 ( 現伊豆の国市 ) に位置する。一般的には源頼朝が
配流された地として有名である。当地域一帯は山木遺跡と呼ばれ、その一部をなすものと思わ
れる。山木遺跡は弥生時代後期～古墳時代前期を中心とした遺跡で木製品が大量に出土してい
ることで有名である。沼津市の遺跡は、
愛鷹山東南麓の標高 75 ～ 200m の斜面に東西約 1.3㎞、
南北約２㎞の範囲内に所在する高地性の足高尾上遺跡群と、駿河湾に面した平野部と湿地帯に
位置する低地部の遺跡群がある。静②の御幸町遺跡は低地部に位置し、静③～⑧の遺跡は足高
尾上遺跡群に属す。静⑨の磐田郡浅羽町 ( 現袋井市 ) の新堀遺跡は海岸に面した平野部の東端
の自然堤防上に位置する。古墳時代前期から鎌倉時代までの複合遺跡である。静⑩の伊場遺跡
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は浜松市の三方原台地南端の砂丘上に位置する遺跡で弥生時代～平安時代までの複合遺跡であ
る。弥生時代の遺物としては、銅製鏃・木製農具・短甲状木製品・銅鐸等が出土している。静
⑪の鳥居松遺跡は、伊場遺跡の一部をなすものとして考えられ、全国で 10 例前後しか確認さ
れていない家形土器が出土している 8）。

３． 報告書と筆者の判別の異なる土製品
愛知県と静岡県の錘状土製品を集成するにあたり、報告書と筆者の判断が異なる土製品が見
られた。筆者の考えを示す一助となるので、錘状土製品と判断する根拠を示して対象土製品と
して扱う。
①愛知①

八王子遺跡出土「銅鐸型土製品」
（表 1・図 1- 愛①）

報告書では、この愛①の土製品を「銅鐸型土製品」としている。しかしながら、東海地方以
西で出土する銅鐸形土製品は、中空で銅鐸によく見られる紋様を付けており、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。ところが、この土製品は
紋様もなく、中実である。筆者はこの土製品は、銅鐸形土製品ではなく、Ｂ類の釣鐘形の錘状
土製品と判断する 9）。なお、本稿の対象地域外ではあるが、東海地方以西には、多くの銅鐸形
土製品が出土している。その中には、本例と同様に中実のものが見られる。これらは、銅鐸形
土製品ではなく、錘状土製品の可能性が高いと考えているが、今後の課題としたい。
②静岡⑪

鳥居松遺跡出土の「小型壺の蓋」
（表 1・図 1- 静⑪）

報告書では、
「土製品であるが、把手状の痕跡が認められる。小型壺の蓋と考えられよう」
としている。しかし、神奈川県の子ノ神遺跡（子ノ神遺跡調査団 1978）でもほぼ同様の完形
の遺物が出土している 10）。子ノ神遺跡の例および本遺物の全形と穿孔状況から判断すれば、
鳥居松遺跡出土の「壺の蓋」の上部の突起部は鈕と考えられる。鳥居松遺跡のものが帯状の鈕
であり、子ノ神遺跡のものが半球状の鈕であるという違いはある。しかし、形態がほぼ同じで
あり、当遺物は壺の蓋ではなく、錘状土製品と判断するのがより適切と考える。

４． 愛知県 ・ 静岡県の対象遺物の特色
愛知県の錘状土製品の出土数は少ないが、その中で重要なものは愛①・愛③である。愛①は
上でふれた。愛③は赤彩された精製品で、報告書においても「分銅」とし、秤の分銅という意
味で報告されているものと理解できる。愛②は、縦貫通孔壺形土製品であり、静岡県に多く見
られ、その影響によるものか将来品であろう。
静岡県は、11 個の錘状土製品が確認できた。その特色は、縦貫通孔壺形土製品が多いこと
である。南関東地方でも壺形土製品の出土は見られるが、多くはない。沼津市の足高尾上遺跡
群が壺形土製品の中心域である。錘状土製品としては、静⑪が最も重要な遺物であり、上でふ
れた。
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Ⅳ． 大陸と日本の初期権衡資料
本論は、錘状土製品の一部が錘・分銅を模造したものではないかという仮説に基づいている。
それでは、弥生時代や古墳時代に錘・分銅が日本に存在しえたのかを知るために、その時代の
先進地域である大陸での度量衡の様相を知る必要がある。そこで、秤の歴史、日本に影響を与
えたであろう中国における錘・分銅の実例、そして日本の古代以前の錘・分銅の出土例につい
てふれる。

１． 秤の歴史 11)
歴史上、秤が必要になるのは、貴金属や貴石などの取引、薬の調合、青銅の銅と錫の調合割
合の調整などの場合である。また、日常的な取引の際に必要としたであろう。さらに、統一国
家が出現し、徴税等の管理等、国家運営のために必要性が高まったと考えられる。秤には天秤
と棹秤の２種類がある。天秤はきわめて古くから存在し、その初現はわからない。エジプトで
は紀元前 5000 年には見られる。インダス河流域では紀元前 2500 年頃のものがある。中国で
は、周代（紀元前 11 世紀～前 256）の記録に認められる。棹秤は西洋においてはローマ時代
に見られ、中国においては周末か遅くとも秦代には存在したと考えられている。そうであるな
らば、弥生時代には、大陸では、天秤と棹秤が共に使用されており、日本に影響を与えたと考
えても問題はないことになる。

２． 中国における秤の錘 ・ 分銅
それでは日本に最も影響を与えたと考えられる中国の錘・分銅の実例を見てみる。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。それゆえ、錘・分銅の資料もよ
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 1985）にまとめられている。
この中から、対象時期前後の中国の錘・分銅を適宜抽出し、図３に示す。中国の錘・分銅が、
形態的に統一性が見られることがわかる。そして、錘状土製品が、中国の錘・分銅の影響を受
けていると見てとるのは行き過ぎであろうか。そうでなければ、あのような形態の土製品が出
現しないのではなかろうか。

３． 日本における初期権衡資料
日本の統一国家の成立は大陸に比べて遅れ、度量衡が正式に採用されたのは、中国式の国家
体制が取り入れられた律令時代からと考えるのが妥当であろう。しかし、日本は弥生時代以降、
大陸との関係は深く、往来が頻繁に行われたことは文字記録や考古遺物により明らかである。
日本への渡来者も多く、各種の文物を日本にもたらした。また、朝貢貿易により大陸から倭人
が持ち帰った文物も多い。
その中に度量衡関係も含まれていたと考えても問題はないであろう。
大陸の文物を宝物としてあがめ、模造品を作成することは多くの実例が示すところであり、度
量衡もその対象となったであろう。また、渡来者を中心に秤を利用し、やがて広まっていった
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図３- １ 『中国古代度量衡図集』の秤・錘・分銅の例
(NO.
は引用文献と同じ。改変転載。縮尺不同。)
図３-1 『古代中国度量衡図集』
の秤・錘・分銅の例
（No.は引用文献と同じ。
改変転載。縮尺不同）

と想定することは、十分可能性があると考えている。中世以降には石製を中心に多くの資料が
確認されており、集成・研究もなされている 12）。しかし、古代以前の確実な権衡資料は少ない。
ここでは、弥生時代中期、弥生時代後期、対象時代よりも下るが古墳時代、奈良時代の資料を
みてみる。
①大阪府亀井遺跡出土石製分銅
2012 年に発表された森本晋氏の「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。弥生時代の錘・分銅の存在を前提に錘状土製
品の検討を進めている筆者にとり、時期的には古いものの、錘状土製品が錘・分銅の模造品で
はないかという仮説の傍証となりうるものとして心強いものであった。現在、日本における最
古の秤量具である石製分銅を森本論文に従い、ふれる。
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図３-2 『中国古代度量衡図集』
の秤・錘・分銅の例
（No.は引用文献と同じ。
改変転載。縮尺不同）
図３- ２ 『中国古代度量衡図集』の秤・錘・分銅の例
(NO.
は引用文献と同じ。改変転載。縮尺不同。)

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 点が一括で出土している。その中で磨石と報告されているものが、分銅であり、形は円柱
形か楕円柱形である（図４）
。この磨石＝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２）
。系列のセットで出土しているので、棹秤の錘で
はなく、天秤用の分銅である。弥生時代前期（中期）には、国内でも天秤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。しかし、分銅の形状は、今まで中国で確認されている
輪形分銅とは異なり、その系譜等については今後の課題であろう。
②原の辻遺跡出土青銅製権
図５- ②は長崎県壱岐島に所在する原の辻遺跡から出土した青銅製権である。
『魏志』倭人
伝の一支国に比定されている。平成 11 年度の調査により、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。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
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図４

日本における初期権衡資料
(1)- ①亀井遺跡出土石製分銅
( 森本
2012 より転載 )
図４ 日本における初期権衡資料
（１）-①亀井遺跡出土分銅製品
（森本2012より転載）
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表２

石製分銅の属性 ( 森本 2012 より部分引用・改変 )

表２ 石製分銅の属性（森本 2012）より部分引用・改変）

ら「径 0.49㎜～ 0.51㎜」の孔が貫通している 13）。蛍光Ｘ線分析や鉛同位体比法による分析に
より、時期的に弥生時代後期に限定できる可能性があること、中国の後漢からもたらされた可
能性があることが報告されている。
③小田良古墳出土銅製品
図５- ③は、熊本県宇城市三角町に所在する装飾文様のある小田良古墳から出土した銅製品
であり、
６世紀前半に比定されている。報告書（熊本県三角町文化財保護協会 1979）では、
「異
形銅製品は半球形の上部に糸通しの鈕をつけたもので、径 16.5㎜、高さ 9㎜、重さ 11.32 ｇ
である。外見上は鈴状で、空洞はなく、それ自体で音を発することはできない。同類の出土例
が見出せず、用途については不明である」としている。しかし、青銅製半球の上部に円環の鈕
を付けており、金属製の錘・分銅と考えて問題はないであろう。錘・分銅が副葬品になるほど
珍重されていたことがわかる。
④平城京出土銅製分銅
図５- ④は、平城京の井戸跡から出土した奈良時代の銅製の分銅 14）である。壺形で、法量は、
高 4.75㎝、最大幅 4.6㎝、重量 329.1 ｇである。図で示す通り、大変精巧なものである。中
国に同じ形態のものが出土しており（丘 2012）、中国からの将来品と考えられる。
⑤平城京出土「分銅」形土製品
図５- ⑤は、奈良県平城京の平城京右京二条二坊十五坪遺跡の奈良時代と思われる掘立柱建
物に重複して掘られていた土坑
（直径約１ｍ×深さ 0.3 ｍ）から出土したものである。高さ 4㎝、
底面の直径 3㎝の釣鐘形で重さは 36.43 ｇである。表面は磨かれ、銀灰色をしている。展示説
「実
明資料 15) では、土製であるため重さを量る「分銅」として正確に作るのは無理であるとし、
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」としている。筆者はこの
展示説明資料に賛同できない。確かに、定量の天秤の分銅であるならば土製品では問題があろ
う。しかし、奈良時代や平安時代初期の段階には棹秤が使用されていた可能性が十分ある。棹
秤の錘なら、材質と重量は問われない。また、狭い地域や一つの市場だけで通用する秤の錘と
しての使用も考えられる。
さらに、
実測図を見れば、釣鐘形本体の上部に帯状の鈕が付いている。
筆者は錘状土製品と判断する条件が揃っていると考える。秤の錘かその模造品以外に想定する
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ことは不可能ではなかろうか。土製でも秤の錘が製作されうる根拠になりうると考えている。
以上から、弥生時代前期（中期）には天秤の分銅が使用されており、弥生時代後期以降には
大陸から金属製の錘・分銅が将来していた。この金属製の錘・分銅を土製品で模造した可能性
は十分考えられ、筆者のいう錘状土製品が時期的にも状況的にも矛盾しないと考えられる。や
がて、律令国家の成立とともに度量衡制度も導入されたが、法律通りに十分に普及したかは疑
問である。この時代の金属製錘の出土例が少ないうえ、基準の錘である様 ( ためし ) の確実な
資料の出土が確認されていないのである。まだ、金属の鋳造や加工技術、あるいは十分な数量
的確保が律令制度の規定に応える段階に至っていなかったのであろう。やがて、時代が下り、
金属製は国家と関係が強い施設を中心に使用され、その他の場合は土製や石製の錘が製作され、
普及していったのではなかろうか。実質的に日本で統一的な度量衡制度が整うのは、近世以降
を待たねばならなかったと考えられる。

図５

日本における初期権衡資料
( ２)- ②～⑤ （２）-②～⑤
図５ 日本における初期権衡資料

Ⅴ． 錘 ・ 分銅と近似性の高い錘状土製品
それでは、錘状土製品の中で秤の錘・分銅と近似性の高いものを検討してみたい。２章（３）
において錘状土製品を壺形、釣鐘形、球形、算盤玉形、鈕付形の５分類とした。この中で愛知
県と静岡県に関係するのは、
算盤玉を除く４分類である。愛知県と静岡県の出土例だけでは、錘・
分銅と近似性が高いものが数的に少ない。錘・分銅が錘状土製品に影響を与えたのではないか
という仮説の根拠とするためには、
それなりの数量的資料数が必要であると思われる。そこで、
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同じ分類の南関東地方の出土例のうち、錘・分銅と近似性の高い参考例を抽出し、例示してみ
る。表３に参考例の一覧を示し、図６にその参考例の図を示す。愛知県・静岡県以外の近似性
の高い錘状土製品の出典報告書は、最後に［集成・図版出典２］にまとめた。

表３

愛知県・静岡県以外の錘・分銅と近似性の高い錘状土製品の参考例一覧
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図６

愛知県・静岡県以外の錘・分銅と近似性の高い錘状土製品の参考例
図６ 愛知県・静岡県以外の錘・分銅と近似性の高い錘状土製品の参考例
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１． Ａ類－壺形
壺形は愛知県で 1 点、静岡県で 9 点が確認されている。この中で、筆者が錘・分銅として
の可能性が高いものと考えるものは、頸部に横貫通孔のある静②である。数量的に多い縦貫通
孔のものは、他の用途、例えば漁具の可能性も考えられるので、錘・分銅の可能性の高いも
のから除いている。南関東地方の横貫通孔のある壺形錘状土製品のうち、神①東①②千①の 4
点を参考例としてあげる。

２． Ｂ類－釣鐘形
釣鐘形は愛①③の 2 点が確認され、錘・分銅の可能性が非常に高いと考えている。愛①は
上部を薄く加工しており、鈕付形に分類してもよいかもしれない。愛①③の釣鐘形は南関東地
方では少ない。南関東地方の場合は、愛③のような典型的な形状をしておらず、棒状や下膨れ
状など、判断が難しい例が多い。錘・分銅としての可能性が高い東③の１例を参考例としてあ
げる。

３． Ｃ類－球形
球形は静⑨の 1 点だけであるが、大きさが小さく、秤の錘・分銅の模造品や表象品として
よいか判断が難しく、愛知県・静岡県には適例がない。それゆえ、球形に分類される錘状土製
品が数多く出土する南関東地方の中から、東④⑤千②③の 4 点を参考例にあげる。東④⑤千
③は球形の最上部に横貫通孔がある。千②は半球の最上部に斜めに横貫通孔がある。半球は中
国でも例があり、問題はないが、斜めの穿孔は珍しい。また、出土遺構も方形周溝墓の周溝覆
土とやや特殊な例である。

４． Ｅ類－鈕付形
筆者が秤の錘の可能性が最も高いものと考え、別分類にしたことは前述した。静岡⑪がその
代表例である。南関東地方では多く見られるので、その代表例をあげる。神②東⑥千④⑤⑥で
ある。
以上、筆者が錘・分銅と近似性が高いものを愛知県・静岡県から抽出し、その補強として南
関東地方の参考例を示した。これらを見ていただければ、中国の錘・分銅の影響を考えざるを
えないのではなかろうか。これらが実際に錘・分銅として使用された可能性もあるし、表象品
として模造された可能性もある。しかし、現在のところ形態からの推定しか根拠がない。当該
期の金属製の錘・分銅の出土例がさらに増加し、また、権衡の衡が出土すれば、秤が存在した
証拠となるのであるが、木製が基本であるためか、いまのところ確認例はない。今後の事例数
の増加を待ちたい。
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Ⅵ． 海の道とヒト ・ モノの移動
錘状土製品が、錘・分銅かその模造品であることを前提にしているが、そうであれば、その
伝播経路はどのようであったかを考えてみたい。

１． 研究略史
南関東地方の相模が東海地方の影響を強く受けていることは、第二次世界大戦前から認識さ
れていた。『弥生土器集成図録』
（森本・小林 1938）では、相模は駿河・伊豆・遠江・甲斐と
ともに駿河湾地方として扱われ、東海地方の影響下にあると認識されていた。この認識は、大
戦後の赤星直忠氏の「南関東」
（赤星 1955）に継承される。神奈川西部は、弥生時代中期か
ら後期にかけて東海系土器様式が、陸路箱根を越えて伝播し、影響を与えたと認識されていた。
「陸路」であり、
「影響」として捉えられていたことがわかる。
さらに、神澤勇一氏は「５ 関東」
（神澤 1966）で、「土器に反映されたその様相は、南関東
と北関東においてはかなり近似性がみとめられるのに対して、相模湾北西部沿岸のそれは前二
地域とのあいだに明瞭な差異があり、同時に東海地方の影響がきわめて濃厚である」とする。
さらに、神澤氏はこの段階ですでに海路による伝播の可能性を指摘している。すなわち、「相
模湾北西部沿岸地域に伊勢湾地方の土器が目だって出現するのも、これと一連のうごきをしめ
すものではなかろうか。なお、駿河湾周辺地方には、この種の土器の存在は少なく、それとと
もに寄道式土器および伊場式土器に比定される土器は、相模湾北部沿岸、三浦半島、東京湾沿
岸にいたる海岸線にそって分布がのびていることから、海路による直接的な伝播を考えてよい
かもしれない」と述べる。この海路による伝播の推定は、後に西遠江や三河からの移住集落が
確認されて証明されることになる。
高度経済成長期（1954 ～ 73 年）には公共事業や民間の大規模開発が続き、発掘調査数の
増加と発掘規模の拡大が見られ、資料の爆発的増大をもたらした。それ以降も発掘調査は増え
続けた。このような状況の中で、若手の研究者により研究が推し進められた。その結果、神奈
川県の花水川流域は東遠江・駿河地域の影響を受け、相模川流域は三河・西遠江の影響を受け
ており（池田 2002、
立花 2002）
、
海路による移住が想定されるようになる 16)。神崎遺跡（小滝・
村上 1992）、中里遺跡（神奈川県教育委員会 2012）等の移住集落も調査され、徐々に相模湾
地域の弥生時代の様相が明らかにされてきた。東海地方の弥生研究も大きく進展し、1990 年
前後より多くのシンポジウムが開催され、より広範囲の研究者が連携し始める。こうして、研
究者の精力的な努力の積み重ねにより、東海地方の影響はより広い範囲で認められるようにな
り、相模や南関東地方の弥生時代の当該期の様相はしだいに明らかにされつつある。

２． 海の道によるヒトとモノの移動
弥生文化の南関東地方へのヒトの移動・移住は、当然、陸路と海路の両者が考えられる。し
かし、多くの研究者による発掘調査とその分析により弥生時代後期～古墳時代前期の南関東地
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方への三河や西遠江、東遠江や駿河からのヒトの移動・移住は海路が中心であったことが次第
に明らかになってきた。その移動の契機は不明である。気候や災害などの自然条件、人口圧力、
政治的圧力、経済的理由などが考えられる。そして、それを可能とする諸条件、例えば、造船
技術の進展、海路の整備なども重要な要素であろう。移住者は、相模湾、東京湾岸の沿岸各地
で開拓地を探し、農耕を行い、定住したのであろう。東京湾岸までの海上ルートは、伊勢湾→
遠州灘→駿河湾→相模湾→東京湾であり、沿岸航法により決まった寄港地があったかもしれな
い。波状的あるいは連続的に移住が行われたであろうし、故地との往来も行なわれていた可能
性もある。
海の道を通して東海地方から南関東地方へのヒトの移動・移住が行われ、それとともに土器・
鉄器・木器などの生活用具、祭祀品、貴重品などを携え、モノが移動したのであろう。その中に、
秤量具やその模造品も含まれていた可能性は高いと考えられる。しかし、伝播の過程で、一部
は本来の錘・分銅の役割ではない表象品や装飾品になった可能性があり、最終到着地であろう
東京湾岸において、数多く製作され、盛行したのではなかろうか。
筆者は、本稿の処々でふれた通り、この錘状土製品の出発点は大陸の権衡であると考えてい
る。しかし、今までのところ当該期の金属製の錘の出土例は多くない。それゆえ、大陸で見聞
した秤量具や将来した数少ない金属製の錘を石製品や土製品で模造し、伝播したのではなかろ
うか。東海地方以東の経路は海の道であったとしても、東海地方以西については検討が必要で
ある。東海地方以西の弥生時代～古墳時代の初期段階の権衡資料の資料増加が望まれるし、既
存の資料の中にも関係する遺物があるかもしれない。

Ⅶ． まとめ
本稿では、弥生時代後期～古墳時代前期に東海地方から南関東地方に出土する錘状土製品が
秤の錘・分銅の影響を受けているのではないかという仮説を提示し、その可能性を検討した。
形態の類似性を唯一の拠り所としており、蓋然性が低いという指摘に対しては反論の余地はな
い。しかし、大陸の秤の錘・分銅を模造したものとしか考えられない形態の土製品が何ゆえに
突然出現するのであろうか。直接的、間接的を問わず、何らかの影響を受けた結果であると強
く考えている。その伝播ルートは、錘状土製品が東海地方と南関東地方の沿岸部を中心に出土
しており、海の道を介したヒトの移動・移住によるものであると考えてみた。今後の発掘調査
の進展により、当該期の金属製の錘の出土事例の増加や木製などの衡の遺物が発見されること
を期待している。また、弥生時代以降の出土遺物を度量衡という視点から見直せば、今までの
調査事例の中からも、新しい発見の可能性があるのではないかと考えている。
最後に、本稿の問題点と今後の課題をあげて、まとめとしたい。
・紙幅の関係によるが、愛知県・静岡県の出土した錘状土製品を中心に稿を進めた。錘状土製
品の中心域である東京湾岸・相模湾岸域は参考例として取り上げたが、当遺物の全体的な様相
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を伝え切れておらず中途半端なものになってしまっている。
・錘状土製品だけの集成・分析が中心となっており、その出土遺構や共伴遺物などの分析をす
る必要がある。
・弥生時代～古代の度量衡資料に関係が深いと思われる拠点集落遺跡、生産遺跡、官衙遺跡な
どに当たる必要がある。弥生墳丘墓や前期古墳など古い時代墳墓の副葬品（銅製品や石製品）
にも留意が必要であろう。例えば、奈良県桜井市の茶臼山古墳出土の五輪塔形石製品は、度量
衡関係の資料に関係する遺物ではないかと推察している 17）。
・上述したが、銅鐸形土製品とされている遺物の中から、中実なものや形態から錘状土製品の
可能性のあるものを抽出し、検討する必要がある。西日本との系譜が繋がる可能性がある。
本稿は東海大学大学院の平成 24 年度の修士論文の一部である東海地域を改変して、まとめ
たものである。修士論文のご指導をいただいた北條芳隆先生をはじめ考古学担当の先生方に深
く感謝致します。また、松本建速先生には、本誌掲載の機会を与えていただくとともに、本稿
への助言や図版等ご協力をいただきました。記して感謝を表します。
註
１）東海地方がどの地域を含むのかは、一定していない。３県（愛知・岐阜・三重）と４県（愛知・岐阜・
三重・静岡）の場合などがあるようである。本稿では、伊勢湾・駿河湾岸の愛知県・三重県・静
岡県の３県を対象とするが、三重県の報告書では、錘状土製品が確認できず、愛知県・静岡県が
集成対象となっている。
２）南関東地方は千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県をさすのが一般的である。関東地方の集成の結果、
錘状土製品は、南関東地方の東京湾・相模湾岸の千葉県・東京都・神奈川県の１都２県で確認さ
れている。
３）この種の土製品に関する論考は少ないが、合田芳正氏は早い段階に注目され（合田 1992）、「祭
祀遺物の中に位置づけていく」とし、「たんなる装身具としてだけでなく、身に付けることによっ
てなんらかの呪力を願う観念のあらわれと見ることが可能であろう」としている。
４）度量衡とは、度＝長さ、量＝容積、衡＝重さを表す。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＝錘、衡＝棹を表す。
５）錘は、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、
釣りや漁網の錘、紡錘車の錘、中国の武器としての錘、垂直方向を知るための錘重（下げ振り）、
秤の錘・分銅など、多種多様なものがある。本稿では秤の錘・分銅をさしている。なお、錘と分
銅は同意的に使用される場合も多い。しかし、分銅は天秤に用いられ、例えば、10 ｇ、20 ｇ、
50 ｇ、100 ｇ等、定量である。各種の重さの分銅を組み合わせて計量対象物とつり合いをとり、
使用する。対して錘は棹秤に使用され、錘の位置をずらしてつり合いとるため１個で済み、定量
でなくてもよい。それゆえ、遺物が１個の場合、錘か分銅かを区別するのは難しく、錘・分銅と
併記される場合もあり、本稿でも錘と分銅が区別できる場合以外は併記している。
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６）東海地方が当該期の錘状土製品の発生源地域か中継地域かは判断できる段階に至っていない。筆
者の集成作業が東海３県と関東 1 都６県を中心に進めたためである。しかし、大陸と関係が深い
北部九州地方～瀬戸内地方～近畿地方に大陸からの度量衡が最初に伝来したであろう。金属製の
錘・分銅が僅少であるため、土製模造品が近畿地方近辺で製作され、伝播した可能性は高いが、
今後の課題としたい。
７）遺跡の概要は各報告書を参考にしている。その他、次の文献を参照している。愛知県史編さん委
員会（2003）、小泉祐樹（2013）、渡井英誉（2015）
。
８）鳥居松遺跡の家形土器の詳細については、報告書（鈴木 2002）において、詳しく分析されている。
全国で９例の家形土器を集成し、当遺跡での出土場所が大畦畔であることから水田祭祀に用いら
れたのではないかと推定されている。
９）大野勝美氏は、銅鐸形土製品の中に銅鐸を模倣したものではないものがあることを指摘し、本例
の銅鐸形土製品も、その例の 1 つにあげている（大野 2004）
。
10）神奈川県の中央部を流れる相模川の支流である小鮎川に臨む台地上に位置する。筆者も発掘調査
に参加したが、発掘時の調査員の間では、鳥居松遺跡の遺物に似る本遺物に対し「下げ振りでは
ないか」との意見が出され、報告書では、「土製錘」「土製錘球」と表現されている（子ノ神遺跡
調査団 1978）。現在の筆者との見解とは違うが、傾聴に値する。本遺物は第５章で鈕付形錘状土
製品の参考例として扱う。なお、鳥居松遺跡と同じく、家形土器が出土しており、この点からも
両遺跡間の強い関連性がうかがえられ、移住の証左となりうるのではないかと考えている。子ノ
神遺跡の家形土器は、望月幹夫（1981）、井上洋一（1996）に詳しい。
11）秤の歴史に関しては、主に小泉袈裟勝（1961、1974、1982、1989）
、橋本万平（1982）を参
考にまとめた。
12）主な研究をあげれば、宮本佐知子（1994）、吉村康徳（1996）
、福田聖（1996）などがある。
13）報告書（長崎県芦辺町教育委員会 2002）の本文では孔径を 0.49mm ～ 0.51mm としているが、
図では 4.9mm ～ 5.1mm である。4.9mm ～ 5.1mm であろう。
14）当資料は、多くの論文で紹介され、「分銅」という表現が通用し、筆者もならう。ただ、上部に
横貫通孔（縦穿孔もあり逆Ｔ字形をしている）があり、また、１個の出土であるので分銅か錘か
は区別できない。図は宮本（1994）から転載した。
15）展示説明資料（奈良市教育委員会 2003）では「分銅」形土製品と表記している。分銅形土製品
は瀬戸内海沿岸地方を中心に弥生時代中期中葉～後期前半の遺跡から出土する土製品で、その名
称は江戸時代の両替用天秤の繭形分銅の形に由来する。これと区別するために「

」付きにした

ものと思われる。
16）すでに多くの研究者で定説となっている。平成 23 年度かながわ遺跡展・巡回展の展示図録（神
奈川県教育委員会 2012）では、移住・開拓を前提に編集されている。
17）亀井正道氏は茶臼山古墳出土の五輪塔形石製品（全高 2.9cm、下端幅 1.8cm）を「琴柱形石製品
状のもの」とし（亀井 1972）、琴柱形石製品の範疇で捉えられている。しかし、帯状台座の上に
壺がのり、最上部に帯状の鈕が付き、表裏貫通孔がある。筆者は、錘・分銅を意識した石製品で
はないかと推察している。
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レプリカ法によるパナリ焼混和材の検討
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舞

Ⅰ． 本研究の背景と目的
パナリ焼は、八重山諸島各地で出土する 17 世紀〜 19 世紀にかけて生産された土器だが、
考古学的研究の歴史はまだ浅く、製作の開始、衰退の時期、製作地、製作方法など、解明され
ていないことも多い。
大川清他（1997）
『日本土器事典』では、製作技法について「根無し蔦やタブの木の粘液を
用いたといわれ、カタツムリや貝粉なども混入しており、ロクロを使わず、露天でカヤやスス
キをかぶせて焼き上げたと伝えられている」(P.769) と記載されているが、このような記載に
ついても考古学的な検証はできていない。そのため、このような記載は「パナリ焼のイメージ」
として認識されていると考えられる ( 島袋 2011)。
しかしながら、遺跡から出土したパナリ焼を見ていると、その胎土に含まれる混和材の観察
から、その製作技法について確実に言えることもありそうである。その一つが土器表面の「あ
ばた」面からの考察である。遺跡の発掘調査報告書には、パナリ焼の混和材についていくつか
記載がみられるが、混和材の脱落による土器表面のあばたについては、船浦スラ所跡の報告書
に言及があるのみである。そこには、土器観察表に「サンゴ剥奪し、あばた状」という記載が
あり ( 沖縄県教育委員会 1991)、
「あばた」がサンゴの剥落によると理解されている。しかし、
他の遺跡出土のパナリ焼の「あばた」を見ると、サンゴとは別と思われる形状のものも目にす
る。そこで本研究では、東海大学が調査した網取遺跡をはじめとする西表島西部の遺跡のパナ
リ焼を対象として、
「あばた」の正体を明らかにし、合わせてパナリ焼の混和材として何が利
用されるのかを考察することを目的とした。

Ⅱ． 試料と方法
１． 試料
３つの遺跡から出土、採取したパナリ焼と、遺跡周辺で採取した砂を試料とした。各地の砂
を見たのは、パナリ焼の胎土には貝殻片が含まれているが、貝殻片自体は砂浜の砂等にも入っ
ているので、その由来を考察するためである。
（１）パナリ焼
パナリ焼は、旧網取村網取遺跡出土 4 点、旧崎山村崎山遺跡表採 2 点・出土 1 点、旧慶田・
西表村慶来慶田城遺跡表採 2 点である ( 図 1)。
本研究で使用した網取遺跡のパナリ焼は、2004 年度から 2014 年度までの発掘調査で出土
したものである。最近まで集落のあった地区の近世の堆積層から出土している。ほとんどの資
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試料採取地域 ( 北條 2007a
序図 -1「調査対象地（網取遺跡とカトゥラ貝塚）の位置」に加筆 )
北條 2007a 序図 -1「調査対象地（網取遺跡とカトゥラ貝塚）の位置」に加筆

料が小破片で、器形を復元できる資料は少ない ( 北條 2007c)。
図１

試料採取地域

崎山遺跡のパナリ焼は筆者が 2015 年の網取遺跡発掘調査の際に行われた崎山遺跡の踏査に
参加し、砂浜と貝塚遺跡から採取したものである。崎山村の前面に広がる砂浜と貝塚から、パ
ナリ焼を計 37 点表採した。
慶来慶田城遺跡のパナリ焼は、筆者が 2015 年度の夏季休暇の際に採取したものである。パ
ナリ焼の表採場所は、大平井戸と慶来慶田城遺跡をつなぐピサダ道をあがった場所にある、慶
来慶田城翁屋敷跡の碑の裏手に位置する住居址である。計 5 点を表採した。なお、表１と図 2
の試料番号は一致している。
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「非あばた」試料

1.

網取遺跡 33

4.

網取遺跡 40

2.

5.

網取遺跡 35

3.

6.

崎山遺跡 32

網取遺跡 37

崎山遺跡 1

「あばた」試料

7.

崎山遺跡 10

8.

慶来慶田城遺跡 7

図２

図２

試料

試料
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9.

慶来慶田城遺跡 2

（２）砂
砂試料は、パナリ焼の胎土に含まれる砂の採取地の考察にも耐えられるよう、様々な地点の
ものを集めたもののなかから、貝殻片が含まれていいたものを利用した。砂の採取地点は図 3
として示した。貝殻が含まれていた砂は、内陸砂 ( 図 3-1)・海浜砂 ( 図 3-2) の二種類である。
内陸砂は海浜からわずかにはなれた場所で採取しており、波による堆積の砂であると考えられ
る。内陸砂に含まれている貝殻やサンゴなどをみると、海浜砂とほとんど変化がない。

２． 方法
①パナリ焼表面および断面の観察、② パナリ焼に含まれる貝殻と砂に含まれる貝殻を比較
する、③断面に貝殻が確認できない、混和材が脱落してあばた状になっているなどの資料にシ
リコンを塗布し、脱落痕の型を取る、以上、３段階の作業を行った。
①については、実体顕微鏡を使用し、
「あばた試料」と「非あばた試料」の観察を行い、観察
の結果から、どのような混和材が使用されていたかを確認した。
②については、土器胎土に含まれる貝殻と遺跡周辺の砂に含まれる貝殻の円磨度、大きさの比
較を行なった。本工程の具体的内容は以下の通りである。この工程では、パナリ焼に含まれる
貝殻が砂に含まれている貝殻であるか、貝殻を砕いて加えたものなのかを検討した。本工程で
は、形状などから確実に貝殻と判断できるものだけを観察した。判断の基準は、色調が白色〜
灰色であるか、層状になっているか、カッターで削ることができるかである。さらに、サンコー
株式会社マイクロスコープ『専用ソフト DinoCapture2.0 付き Dino-Lite シリーズ』で試料表
面を撮影し、自動距離測定機能で貝殻の大きさを測定した。そして、土器胎土に混和している
貝殻と、砂に含まれる貝殻などの大きさを比較した。また、Krumbein の円磨度印章図を基準
にして ( 橋元 2009)、土器胎土に混和している貝殻と、砂に含まれる貝殻などの円磨度の比較
を行なった。
③については、混和材に貝殻以外のものが見られないか、貝殻が確認できない個体の脱落痕
は何が脱落したものなのかを検討した。まず 0.247g のパラロイド B-72 と 2.47g のアセトン
で 10％溶液を製作する。シリコンは、株式会社ニッシンの JM シリコンレギュラータイプを
使用した。JM シリコンは、ベースとキャタリスト同量を均一に撹拌して製作した。10％溶液
を資料に塗布し乾燥させた後、JM シリコンを試料に塗布し、5 分程度乾燥させる。シリコン
が固まったら試料から剥離させ、実体顕微鏡で観察する。この工程で使用する試料は、崎山遺
跡 10 と崎山遺跡 13 である。崎山遺跡 13 は断面を研磨せず、シリコン型をとるのみの使用
である。
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1

2

図３

砂試料の採集地区

1. 北條 2007b 図 1-2「網取遺跡周辺地形測量図」に加筆
2. 北條 2007b 図 1-4「ブシヌヤシキ周辺の状況」に加筆

1. 北條 2007b 図 1-2「網取遺跡周辺地形測量図」に加筆
2. 北條 2007b 図 1-4「ブシヌヤシキ周辺の状況」に加筆
図３ 砂試料の採集地区
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Ⅲ． 結果
１． パナリ焼の観察
実体顕微鏡でパナリ焼の「あばた」試料と「非あばた」試料の差異を観察した。
「あばた」
試料の表裏面・断面共に不整四角形などの「あばた」が確認できる（図 2-7 〜 9）。また、石
英などの鉱物は残留している（図 2-7 〜 9）
。
「非あばた」試料を観察すると、不整四角形や長方形を呈した貝殻が確認できる（図 2-1 〜 6）
。
貝殻片は、直径 5mm 〜 1mm 程度の大きさのものが見られる。また、若干のサンゴ片や、石
英を中心とする鉱物が確認できる（図 2-2）
。サンゴ片の形状は、不正四角形などで、細かな
孔が全体に見られる。色は、貝殻片のような白色を呈している。

２． パナリ焼に含まれる貝殻と砂に含まれる貝殻の比較（図 4)( 表 1)
パナリ焼胎土に含まれる貝殻の円磨度が 0.2 〜 0.5 に対して、砂に含まれる貝の円磨度は 0.6
〜 0.7 とかなり円磨度が高い。また、貝殻が含まれている遺跡周辺の砂には貝殻の他にサンゴ
･ 有孔虫の死骸が多く含まれているが、胎土からサンゴ ･ 有孔虫の死骸が確認できた資料はパ
ナリ焼 8 点中 3 点で、1 個体に確認されるサンゴ ･ 有孔虫の数は 1 個〜 4 個と数が少ない。

図４

パナリ焼胎土に含まれる貝殻の観察

（網取遺跡 40）
図４

パナリ焼胎土に含まれる貝殻の観察（網取遺跡 40）

表１

1

胎土に含まれる貝殻の円磨度・粒径
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図４
図４

パナリ焼胎土に含まれる貝殻の観察（網取遺跡 40）
パナリ焼胎土に含まれる貝殻の観察（網取遺跡 40）
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3
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図５
図５

4
4

シリコン型とパナリ焼に残存する貝殻の形状の比較
シリコン型とパナリ焼に残存する貝殻の形状の比較

5

6

5

6

7

図５

8

シリコン型とパナリ焼に残存する貝殻の形状の比較
7

5・６：崎山遺跡 13、7：慶来慶田城遺跡 2、8：網取遺跡 40

5・６ 崎山遺跡 13
7 慶来慶田城遺跡 2
8 網取遺跡 408
5・６ 崎山遺跡 13
慶来慶田城遺跡 2
8 網取遺跡 40

図５（つづき） シリコン型とパナリ焼に残存する貝殻の形状の比較
7

図５（つづき） シリコン型とパナリ焼に残存する貝殻の形状の比較
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(3) 断面に貝殻が確認できない、混和材が脱落してあばた状になっているなどの試料にシリコ
ンを塗布し、脱落痕の型を取った。
崎山遺跡 10 と 13 は、断面に貝殻が確認できないが、脱落痕のようなものが確認できるため、
断面の脱落痕が何であるかを確認するためにシリコンでレプリカを作成した。崎山遺跡 10 は、
直径 0.89mm 〜 2.64mm の脱落痕が確認できた ( 図 5-1 〜 4)。崎山遺跡 13 のレプリカによっ
て、直径 1.2mm 〜 4.2mm の脱落痕が確認できた ( 図 5-5 〜 8)。

Ⅳ． 考察
１． 脱落痕レプリカを用いた混和材の考察
作成したレプリカを用いて脱落痕の直径、深さ、形状から何が脱落したのかを検討する。パ
ナリ焼胎土に含まれている貝殻片の直径は 0.39mm 〜 2.05mm で、シリコン型の直径は 0.9mm
〜 4.24mm である。また、貝殻片の深さは、パナリ焼胎土に含まれているものが 1mm 前後で、
シリコン型の深さも 1mm 前後である。図からも確認できるように、パナリ焼胎土に含まれる
貝・シリコン型ともに長方形を呈している。また、図 5-4 のシリコン型に見られる線は、図
5-7 に見られる貝殻を構成しているカルシウムの層の線であると考えられる。これらのことか
ら、レプリカで復元された脱落痕内の充填物は、貝殻の破片だと推測できる。
崎山 10 の断面に脱落痕が確認される。レプリカを作成する過程で断面の脱落痕を顕微鏡で
観察すると、脱落痕に黒いものが確認できたため、有機物が焼成された際に発生する炭素が吸
着した可能性を考えた。しかし、シリコン型の形が長方形で角が鋭いことから有機物ではない
と判断した。また、脱落痕の大半には黒いものが確認できず、炭素吸着と違った様相であった。
以上のことから、脱落痕に付着した黒いものが有機物である可能性は低いと考えられ、シリコ
ン型の形状などから、脱落したものは貝殻だと判断した。
では、なぜ崎山 10 の胎土に混入していた貝殻は抜け落ちてしまったのだろうか。３遺跡の
パナリ焼の断面を観察すると、貝殻が脱落していないもの、器表面に近い部分は貝殻が脱落し、
中層部の貝殻が残存しているもの、
貝殻が全て脱落して確認できない資料ものの三種類がある。
貝が脱落していないものは網取遺跡の出土品に多い。器表面に近い部分の貝が脱落し、中層部
の貝殻が残存している資料は慶来慶田城遺跡と崎山遺跡で表採した試料である。崎山遺跡の砂
浜で表採したものは貝殻が全て脱落している。また、崎山貝塚から出土したもののうち、海水
の影響を受けていないパナリ焼は殆ど貝殻が残存している。これらのことから、貝殻の残存に
は、パナリ焼が廃棄された後の外部環境が大きく影響していると考えられる。
パナリ焼が廃棄された後の外部環境を見ると、網取遺跡のパナリ焼は土層中から出土してい
るのだが、風化作用が低い環境だったと推定される。慶来慶田城遺跡の資料は、表採資料であ
るため地表での風化の影響を強く受けている。崎山遺跡での表採資料は、砂浜に散乱していた
資料のため、雨や風に加えて海水の影響を受けている。このことから、崎山遺跡での表採資料
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が最も風化されやすい環境にあったと考えられる。これが、崎山遺跡での表採資料の貝殻片の
痕跡が最も多い理由である。
また、パナリ焼の断面に見られる貝殻片は、カッターで触れてみると、柔らかいものと固い
ものが確認できる。このような貝殻の固さの違いは、被熱の温度による貝殻の CaO 化の進展
具合により変化していくものだと考えられる。また、貝殻片の CaO 化比率により貝殻の風化
の進行に違いが生じるため、以下では貝殻の被熱による風化を検討する。
貝殻の主成分は炭酸カルシウム (CaCO73) であり、800 度〜 900 度で焼成することによって
8

CaCO3 から二酸化炭素が離れ、
酸化カルシウム (CaO) と CO2 に分離される ( 八重樫
6)。
5・６ 2008)(
崎山遺跡図
13
7

慶来慶田城遺跡 2
8 網取遺跡 40

現代のパナリ焼製作技法の場合、含まれる貝殻は、加工を容易にするために一度加熱し、砕い
て混和材にしている。また、
貝殻は土器焼成の際にもう一度被熱をうける。二回の被熱により、
図５（つづき） シリコン型とパナリ焼に残存する貝殻の形状の比較

酸化カルシウム化が進行すると考えられる。素焼きの土器は一般的に 500 度以上、700 度以
下で 2 時間〜 3 時間程度焼成されると指摘されている ( 澤田 2003)。混和材である貝殻の焼

図６

八重樫 2008 図３・４「CaO 生成率」より転載

CaO 生成率（八重樫 2008 図３・４「CaO 生成率」より転載）
図６

CaO 生成率

成は、パナリ焼の焼成温度を超えることはないと考えられるため、貝殻は約 600 度で焼成す
ると仮定する。600 度で貝殻を焼成すると、約 10％の酸化カルシウムが生成される ( 八重樫
2008)。そして、パナリ焼焼成の際に 500 度以上、700 度以下で 2 時間〜 3 時間程度の被熱
をうける。そのため、すべての被熱を合わせて 20％前後の酸化カルシウムが生成されると考
えられる。このように、貝殻に含まれる酸化カルシウムの割合は、貝殻の被熱の温度や時間
により変化していく。そして、パナリ焼の使用状況や破棄された後の環境の影響を受け、CaO
比率の高い貝殻はより早く風化し、CaO 比率の低い貝殻はより遅く風化していくのである。
図 7 は、貝殻がパナリ焼胎土から脱落していく過程を示している。図 7-1 は貝殻が殆ど脱
落していないものである。図 7-2 の実線の囲みは貝殻の脱落痕で、破線の囲みは貝殻の脱落
痕の周囲に白い石灰が残存しているものである。図 7-3 の実線の囲みは貝殻の脱落痕である。
崎山遺跡 37 と慶来慶田城遺跡 2 で確認された器表面に近い部分は貝殻が脱落し、中層部の貝
殻が残存している試料は、貝殻が脱落していく過程を示しているものだと考えられる。図 7-4
は完全に貝殻が脱落したものである。これらは、貝殻が脱落する際に外部環境の影響を受けや
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1.

3.

2.

網取遺跡 40

慶来慶田城遺跡 2

4.

図７

図７

崎山遺跡 37

崎山遺跡 10

貝殻が脱落する過程
貝殻が脱落する過程

すい器表面から脱落していくことを示している。そして、貝殻が脱落し、周囲に付着した石灰
が抜け落ちるという過程を経て、図 7-4 のように、脱落痕のみが確認できる状態までパナリ焼
が風化していくのだと考えられる。

２． 混和材とされた貝殻の由来
遺跡周辺で採取した内陸砂に含まれる貝は、不整三角形や不整四角形であるが、パナリ焼に
含まれている貝殻は細長い長方形を呈している ( 図 8-3・4)。また、図 8-2 のように長方形を
呈していない貝殻も確認できる。しかし、円磨度を比較すると図 8-2 の貝殻は円磨度 0.3、図
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島袋舞：レプリカ法によるパナリ焼混和材の検討

1.

内陸砂

3.

2.

2.5mm 以上

4.

崎山遺跡 1

図８

網取遺跡 35

慶来慶田城遺跡 7

砂浜に見られる貝殻とパナリ焼胎土に見られる貝殻の比較

図８

砂浜に見られる貝殻とパナリ焼胎土に見られる貝殻の比較

8-1 の貝殻は 0.6 と円磨度にひらきがある。図 8-1 の貝殻は砂に含まれているものであるため、
風化によって円磨度が高くなるが、図 8-2 の貝殻は円磨度が低い。そのため、図 8-2 の貝殻は、
砂に含まれている貝殻ではないと考えられる。
内陸砂に含まれている貝殻は直径 0.2mm から直径 1.19mm 程度だが、パナリ焼に含まれる
貝殻は直径 2.05mm 以上のものもある。つまり、パナリ焼中の貝殻は、内陸砂に含まれてい
る貝殻よりも大きいことになる。また、パナリ焼に含まれる貝殻は、砂層の砂に含まれている
貝殻のように流水などによる淘汰を受けていないため、寸法の差が大きいと考えられる。また、
遺跡周辺の内陸砂や海浜砂には、貝殻の他にサンゴ・あるいは有孔虫の死骸が多く含まれてい
るが、パナリ焼断面の観察からそれらの死骸が確認できた資料はパナリ焼 8 点中 3 点 ( 網取
遺跡 32,37,35) のみである。また、1 個体に確認されるサンゴあるいは有孔虫の数は 1 個から
4 個と数が少ない。
これらのことから、パナリ焼の混和材は、人為的に割られた貝殻であると考えられる。
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Ⅴ． まとめと今後の展望
本研究から、西表島三遺跡のパナリ焼の混和材には焼いた貝殻片を砕いて混和させるという
ことがわかった。これは現代のパナリ焼製作技法のひとつである。パナリ焼製作は 19 世紀で
途絶えるが、現代と 17 世紀～ 19 世紀のパナリ焼の混和材は共通している。これは、17 世紀
以来パナリ焼製作の技法に変化がないことを示している。
本研究で取り扱った三遺跡では、人為的に割られた貝のみが混和材とされていたが、西表島
東部地域の後良川河口に所在する平西貝塚には混和材がほぼサンゴのみの個体も確認されてい
る ( 島袋 2011)。本研究では、西表島東部地域の資料の混和材などは確認できていないが、西
表島東部地域や他島の資料と、西表島西部地域の資料を比較することで、パナリ焼の製作地、
製作方法などが明確になると考えられる。さらに厳密にパナリ焼の製作地や流通を検討するた
めには、偏光顕微鏡を用いた鉱物組成分析、化学分析など多角的な研究が必要である。
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貝輪をはめて葬られた少女
北條芳隆
Ⅰ． 本稿の背景と目的
古墳時代の葬送儀礼を考えるにあたり、筆者は琉球列島側から倭人社会へもたらされた習俗
とその重要性に注目している。それは腕輪形石製品の成立過程を検討するなかから浮上してき
た見方である。
腕輪形石製品の大半は古墳への副葬品として消費される。被葬者が生前にこれらを腕に通し
た形跡は、ごく一部の例外を除いて認められない。基本的には葬儀の執行時に新品が添えられ
たとみるべき状況である。さらに貝から石への材質転換は、それを宝器とすべく意図された現
象ではない。倭人社会での需要の高まりに応じられるだけの素材供給が望めない状況下におい
て、やむなく生じたものだったと理解される。ようするに腕輪形石製品は南海産貝輪の代用品
だったと考えるべきなのである（北條 2012、2013）。
では代用品にみられる消費形態が祖型貝輪の用途とは切り離されて独自に発生したものなの
か、あるいは祖型貝輪に託されてきた儀礼上の意味づけを踏襲するものなのか。当然のことな
がら、このような疑問が生じてくる。
この問いへの回答を探るために、筆者は 2013 年から各地の貝輪類の再点検を実施している。
その結果、
腕輪形石製品に認められる葬儀用具としての取り扱いは、祖型貝輪の段階から備わっ
ていた習俗ないし伝統であり、そこからの影響であることが確実視されることとなった。
つまり日常性を有する装飾品としての貝輪の使用とは別に、葬儀の過程で死者に装着された
貝輪が少なからず存在するのであり、そうした状況は弥生時代中期の北部九州地域における甕
棺墓関連資料、沖縄貝塚時代の埋葬遺構、南部九州の弥生終末期の貝塚資料において確認でき
る。いいかえると古墳時代より前の西方や南方諸地域では、生者の貝輪と死者の貝輪との両者
が併存し、製作段階から両者は截然と区別され、腕輪形石製品へと引き継がれたのは後者の習
俗ないし伝統であったと理解されるのである（北條 2015）。
今述べた成果の一部については先に公表したところであるが、もう少し理解を深めたい。本
稿はそのような目的のもと、瀬戸内海南岸における古墳時代前期後半の実例を紹介し、若干の
考察をおこなうものである。

Ⅱ． 香川県観音寺市鹿隈箱式石棺墓群
香川県西部の財田川流域下流には三豊平野と呼ばれる沖積平野が広がっており、この平野の
北側にそびえる七宝山の南西麓に古墳時代前期の墓域が存在する。墓域の名称は鹿隈箱式石棺
墓群と呼ばれている。比較的急峻な傾斜をもつ山帯中であるが、地元では、この南西麓付近の
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斜面一帯に箱式石棺墓群が広がることは比較的古くから知られていたようで、山帯の名称自体
が副葬品の豊富な「産出」に由来するものか、とも推察されるところである。
本石棺墓群のうち、尾根筋の最高所に築かれた第７号棺と第８号棺の発掘調査は 1960 年代
に行われ、概要が公表されている（香川県立観音寺第一高等学校編 1967、観音寺市の文化財
編集委員会編 1977、松本ほか 1985）
。開発に伴う緊急調査だったこともあり、調査体制が万
全だったとは言い難いのであるが、記録保存された二棺の様相と両者の関係はきわめて興味深
い。それぞれの棺の様相は次のとおりである。

１． 第７号棺の様相
棺蓋の周囲は粘土で厳重に密閉されていたが、遺存したのは頭骨と骨盤のみであり、被葬者
は身長 148cm 前後の成人女性であるとの鑑定結果が示されている。
また出土状況は不明ながら棺の周囲からは鼓形器台の破片が出土しており、このほか棺内副
葬品としては、頭部の左脇に並べ置かれた倭鏡の内行花文鏡１面、刀子１点、大型管玉１点が
ある。鏡の主文は六花文で外区には櫛歯文帯が配される。写真１に内区のアップを示した。径
は 7.5cm で小型鏡の部類に入るが、森下章司氏の倭鏡分類に当てはめると内行花紋鏡Ｄ系（森
下 2004）に該当する。大型管玉（写真２）は暗灰緑色を呈する緑色凝灰岩製で、小径 1.33cm、
最大径 1.36cm、長さ 7.05cm をはかる。鉄錐による両面穿孔で、材質は筆者分類の材質２（北
條 2012）に相当する北陸的な様相を示し、規格については大賀克彦氏が設定する領域 F（大
賀 2013a）に含まれる。なお、このような太身の管玉は多くても数点程度の組み合わせとな
る場合が多く、単独で副葬される事例もある。ようするに装飾品としてではなく、祭儀におけ
る象徴的な取り扱いであった可能性が指摘されるのであり、そのような性格の管玉を含む点も
注目されてよい。
これら副葬品の型式学的な位置をみれば、年代的な位置は古墳時代前期後半から末、大賀編
年の前Ⅴ期〜Ⅶ期（大賀 2013b）となり、鼓形器台の形状をみても上記の年代観と整合する。
出土した副葬品は鏡と刀子、管玉がそれぞれ１点のみであるため、組成だけをみれば貧相な
印象を与えるかもしれない。しかしこの時期の周辺地域における箱式石棺墓を比較した場合、
副葬品に「優品」を含んでいることが注目される。鼓形器台を伴う事実も重要で、山陰系であ
る。なお大久保徹也氏の教示によれば、この器台については形状的にも胎土からみても出雲地
域産ではなく在地産の可能性が高いとのことであった（写真３）
。こうした出自の土器が葬送
祭祀に用いられていた事実は、被葬者と山陰地域との間に頻繁な交流ないし結びつきがあった
ことをうかがわせる。
つまり副葬品や共伴土器の様相は、第７号棺の被葬者が本石棺墓群を営んだ地域集団のなか
でも相当な高位に位置づけられることを示している。墓域内の最高所に築かれたという位置関
係をみても、この点は疑いようがない。具体的にいえば、彼女は本地域集団内の最上位階層で
あったとみなされる。いわゆる首長自身であったか、首長層を排出する出自集団（リネージ）
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写真２ 太方管玉
太方管玉
写真２

写真１
写真１ 内行花紋鏡内区の状況
内行花紋鏡内区の状況

写真３ 鼓型器台
鼓型器台
写真３

0

貝輪

写真５ 頭部の状況
頭部の状況
写真５

１ｍ

写真４
写真４ 第８号棺内部の人骨
第８号棺内部の人骨

図１
図１ 第８号棺検出状況
第８号棺検出状況

（写真と図の合成）
（写真と図の合成）

写真６
左下腕部への貝輪装着状況
写真６ 左下腕部への貝輪装着状況

写真８
写真８ マツバガイ貝輪と現生貝
マツバガイ貝輪と現生貝

写真７
写真７ ３点のマツバガイ貝輪
３点のマツバガイ貝輪
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内でも高位の地位を占めたか、あるいは相当な財力の保持者だったか、そのいずれかであった
と推定される。

２． 第８号棺の様相
本棺は７号棺と 50cm の間隔をおき、足下側小口部をそろえた状態で併置された小型箱式石
棺である。内側のサイズは長軸方向 1.20 ｍ
（報告文では 1.30 ｍ）、頭部側小口部幅 0.29 ｍであっ
た。棺の配置関係からみて、本棺は７号棺に付随するものと考えられ、年代的には７号棺と同
時、もしくは後出であっても比較的近接した時期であろうと推定される。
棺の内部をみると、蓋石による閉塞が完全であったためか、被葬者の人骨は良好な遺存状態
を保っていた。被葬者は身長 103cm の少女（幼年期の女性）であるとの鑑定結果が出されて
いる。頭位は南南東で、隣接する７号棺と平行する。図１は概要報告への掲載図と写真を下図
として合成し描きなおした棺内の遺存状況である。また写真４は現在の人骨保管状態であり、
写真５は頭骨の現状である。
注目されるのは被葬者の頭部に残る陥没孔と副葬品であり、前頭葉の左側には大きな陥没孔
が認められたほか、彼女の左前腕部には 3 個体の貝輪が装着されていた（図１・写真６）。
発掘調査時の写真や図面をみると、前頭葉の大きな陥没孔は左右両側に認められたのである
が、その後、香川医科大学に持ちこまれて復元作業が進められたようであり、右前頭葉の接合
は可能であったと推定される。
本資料は現在観音寺市教育委員会に保管されており、2013 年６月に筆者が実見したさいに
は、右前頭葉の陥没は接合され埋められた状態であり、左前頭葉にのみ陥没孔が認められた。
該当する部分の頭骨片が現状で見受けられないことから、左前頭葉についての接合は断念され
たのであろうと推測される。
状況証拠からみれば、被葬者の左前頭葉に残り破片接合も不可能であったと推定される大き
な陥没孔は、人為的な打撃によるものであろうと推断され、彼女の死後、頭骨への打撃と加工
を施した可能性と、彼女に死をもたらした要因がこの打撃であった可能性の双方を視野に入れ
た検討が必要になる。
次に装着された貝輪の様相を概観する。写真７は被葬者の左上腕に着装されていた３点の貝
輪である。木下尚子氏によってマツバガイ（カサガイ目ヨメガカサガイ科）製の貝輪であると
の鑑定を受けた資料である１)。肘側に装着された個体（写真の最下段）のサイズが最も大きく、
外径は縦６.8cm、
横 5.1cm、
内孔径は縦 5.7cm、
横 4.2cm である。手首側に装着された個体（写
真の最上段）最小サイズで、外径は縦 6.4cm、横 5.3cm、内孔径は縦 5.1cm、横 4.1cm をはかる。
貝種の同定結果はもちろん正しいのであるが、残された検討課題としては次の二項目が掲げ
られる。その第一は、マツバガイ製腕輪の装着例がいかなる系譜上にあり、なぜ古墳時代前期
の瀬戸内沿岸地帯に出現したのかである。また第二の項目は、少女の左前腕への装着がいつ、
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どのタイミングでおこなわれたのかである。これら諸項目については節を改めて検討すること
にしたい。

Ⅲ． 死後装着された貝輪
１． 貝輪 ・ 腕輪の系譜
マツバガイ貝輪とは、卵形の輪郭を呈する薄手で扁平な貝輪である。殻頂部と周囲を成長線
（輪脈）に沿って打ち割ることによって環体部をつくりだすが、殻の表面には研磨を施さず、
殻縁も無加工であり、概して単純な成形にとどまる。表面が研磨されないため、暗褐色ないし
黒色の放射彩が等間隔の帯状に残る。
一般に笠貝と呼ばれるカサガイ目の貝類のなかでは、他にオオツタノハ（ツタノハガイ科）
とオオベッコウガサ（ヨメガカサガイ科）が貝輪の素材となる代表的な貝種である。のちに述
べるとおりそれぞれの貝種の生息域は異なるが、形態上の類似が明確なだけでなく、貝輪とし
ての利用時期も重なる。したがって、マツバガイを含むこれら三種の貝輪には親縁性を認める
べきである。
なお本稿で貝輪と腕輪を併記する理由は、貝輪とはいっても必ずしも腕輪として利用された
とはみなしえない極小型の製品や殻頂部穿孔品を含むからである。そのため、さしあたり貝輪
を総称とし、腕輪は下腕部への装着品に限定して用いることを断っておきたい。
ではマツバガイ製腕輪の特性を他の二種と比較しながら検討し、系譜の問題を整理してゆく
ことにする。木下尚子氏の集成結果（木下 1996）によれば、マツバガイ製腕輪の装着例は弥
生時代前期から確認され、中期後半までの間に日本列島や朝鮮半島において散見される。ただ
し分布域については偏在性が顕著で、九州島の西北海岸、日本海沿岸部など、対馬海流の流路
に沿った分布が主体となる。つまりこのような分布のありようをみると、マツバガイ製腕輪を
装着する習俗の源泉は、海流の起点ないし上流側、すなわち琉球列島側に求めるのが妥当であ
ることがわかる。
ところで奄美諸島から琉球列島にかけての一帯では、マツバガイ製腕輪ではなく、オオツタ
ノハ製やオオベッコウガサ製の腕輪の装着事例が多出する。さらにオオツタノハ製腕輪や貝輪
の一部については、
弥生時代前期の段階で北海道南部にまで持ちこまれている。このことから、
カサガイ目に属する三種の貝輪のなかでは、オオツタノハ製のものが最も珍重され、他の二種
よりも優位な位置に配されたと考えられる。
さて先の問題に関連し、現生貝のそれぞれの生息域や棲息状況などの基礎データをふまえる
と、理解はより深まるはずである。
まずマツバガイは日本海側では男鹿半島以南、太平洋側では房総半島以西に生息し、朝鮮半
島にも生息域が及び、南限は九州島南部である。潮間帯の岩礁で頻繁に採取され、古名はウシ
ノツメとも呼ばれ、広く食用に供される。ヨメガカサガイ科の貝類としては、本土一帯でも比
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較的馴染み深い貝種であり、先の着装例の出現地帯において、当時にあっても希少性とは無縁
だったと考えられる。写真８は現生のマツバガイ（神奈川県小田原海岸採取）に、先の出土資
料のうち肘側に通された腕輪を被せた状態である。この個体のサイズであれば、現生貝におい
ても素材は容易に採取可能であることが確認できる。なお貝殻を断ち割ったり研磨したさいの
発色は、光沢のある虹色（真珠色）である。
次にオオツタノハは、東方では伊豆諸島に、西方では大隅諸島以南トカラ列島までの北緯
30°付近の海域を生息域とする。生息域の限定性からツタノハの亜種ともされることがある。
波当たりの強い岩礁の潮間帯で棲息し、食用に供される。なお貝殻を打ち割ったさいの発色は
乳白色である。
最後のオオベッコウガサは、奄美諸島以南の琉球・八重山列島を含む西太平洋に生息域をも
ち、潮間帯の岩礁に棲息する。別名はトラフザラと呼ばれ、広く食用に供される。本種につい
ても生息域において希少性とは無縁であり、比較的個体数も多い。なお貝殻断面の発色は真珠
色である。
こうした基礎情報とそれぞれの貝輪の分布域とを比較してみると、現生貝の生息域を超えて
分布域が拡がるのはオオツタハのみであることがわかる。また興味深いのは、沖縄本島での確
認例も多いことである。このことからオオツタノハは、生息域を越えて南北双方向へと移出さ
れる性格の貝輪素材であったと理解される。
いっぽうマツバガイやオオベッコウガサについては、現生貝の生息域内に出土遺跡の分布範
囲が収まっている。したがってこれら二種は、共に近海産のものであって、いわゆる地産地消
的な貝輪であったと考えられる。
ところで三種の貝輪のうち、先行的に出現したのはどれであったのかについては断定が難し
い。ただし琉球列島の事例を含めると、オオベッコウガサ貝輪である可能性が高く、沖縄貝塚
文化中期（縄文時代晩期併行期）には確実で、前期（縄文時代後期）にまでさかのぼる可能性
が指摘できる。いっぽうオオツタノハ貝輪は弥生時代前期の中のどこか、マツバガイ貝輪も同
様に弥生時代前期中には出現している。このうちオオツタノハ貝輪については、木下氏の指摘
どおり弥生系文物との共伴例が他の二種を圧倒して多い（木下 1996）
。いいかえると琉球列
島側に照準を定めた場合、
オオツタノハは後出的かつ外来的（北方的）な貝輪であり、オオベッ
コウガサ貝輪の利用が初現的な姿であったと考えられる。
マツバガイ製腕輪に関する系譜の問題を概観してきたが、ここまでの検討の結果、次のよう
な理解が導かれる。すなわちマツバガイ製腕輪の系譜はオオベッコウガサ貝輪にたどることが
でき、本州側への影響は弥生前期に生じたもので、地産地消的な利用という貝塚文化本来の姿
を映すものであったと捉えられる。こうした理解は、食用資源としての利用に引きつけてみた
場合でも、発色の問題を加味した場合であっても整合的である。
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２． 子供の貝輪
次に着装例から導かれる習俗の側面についてはどうなるのか。山口県土井ヶ浜遺跡からは幼
児への貝輪装着例が複数確認されている。そのなかにマツバガイ製腕輪が幼児の両腕に装着さ
れた事例がある。左右の構成は、右前腕に６点、左前腕に３点であった。
このような事例を集成した木下氏は、マツバガイ製腕輪は二枚貝製腕輪などとともに「子供
の貝輪」としての性格を有するとし、その重要性に言及した（木下 1996）
。二枚貝製腕輪と
の関連性を重視するなら、こうした装着例は縄文的習俗をとどめる様相だとも理解されること
になる。また複数の貝輪を片腕に重ねて幼児や小児に装着する事例は一般的であり、左右のど
ちらの腕に通すかについては、左側への装着を排除しない成人女性との間に親和性が高いとも
指摘されている。
本稿で注目する鹿隈箱式石棺墓群（以下鹿隈墓群）第８号棺の被葬者像も、装着された腕の
左右の選択および着装点数について、今示した各地の事例から導かれた様相と一致しており、
「子供の貝輪」としての一面を備えることは確かであると思われる。
ただし装着者の年齢や性別と、装着される貝輪の素材選択が一対一で対応するような状況だ
とは必ずしも言えないようである。このうちマツバガイ製腕輪については、本稿で同一系譜上
に位置づけられると理解したオオベッコウガサ貝輪の装着例との間に深い関係があるものと思
われる。後者については貝塚文化期の埋葬に成人女性への装着例が認められるからである。

３． 死後の装着
では鹿隈墓群第８号棺に埋葬された少女に対し、腕輪が通されたのはいつなのか。この問い
へと話題を進めることにしたい。そして製品の状態からみれば、本例についても埋葬の直前で
あった可能性が高いと判断できる。
仮に生前からの着装であったとするなら、左腕に通した場合、彼女の胴体に接する左側環体
部の表面や殻縁に摩滅痕跡が生じるはずである。しかし３個体のすべてにおいて、そのような
摩滅は認められず、放射肋や赤褐色の放射彩（縞目）が明瞭に残る。そのうえマツバガイの貝
殻は脆弱であり、殻縁一帯は欠けやすく殻全体も成長線に沿って輪状に剥離しやすいのである
が、３個体には欠けも少なく剥離もみられない。
さらに手首側の個体と中間の個体とに顕著であるが、内孔端の仕上げが鋭利である点にも注
意を要する。もちろん体層部が円盤状に剥離しやすいこととも相まって、当時の様相をそのま
ま今にとどめているとの保証はない。しかし内孔の縁部は皮膚と直接触れる部位であるため、
丸みを持たせた仕上げとなることが装着用腕輪の前提となり、この部分の仕上げや摩耗状態が
装着のありようを推定するさいの判断基準となる。この点において鹿隈墓群第８号棺例は、肘
側の１個体を除いて否定的である。
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つまり素材の脆弱性、製品の状態など、いかなる観点からみても、これら３点の腕輪が被葬
者の生前からの装飾品であった可能性は皆無に等しい。したがって３点の貝輪が少女の左腕に
通されたのは埋葬の直前であって、彼女がすでに痛みを感じない状態のもとでの装着であった
公算が高いことになる。いいかえればこのような貝輪の着装は、葬送儀礼を執行するさいの死
者に向けた装束の一環であったと理解されるべきことを物語っている。
日本考古学界の定説的見解では、弥生時代中期の甕棺墓社会における内海産貝輪の装着例は
被葬者が生前から（しかもなんと若年期から！）装着し続けてきたものだとされてきた。しか
しながら資料の実態を仔細に観察すると、そのような解釈がおよそ成り立つ余地はなく、基本
的に死後の装着であったと判断される。この点については筆者だけでなく、すでに複数の研究
者によって指摘され始めているところであり、今回の事例についても同様の脈絡に即して理解
すべである。このような見方をとることによって、初めて資料の実態との整合性が確立される
ことになろう。
さらに本稿で強調しておきたいことは、死装束としての貝輪着装習俗は弥生時代中期の甕棺墓
社会において独自に発生したものではなく、琉球列島貝塚文化に源泉が求められることである。
根拠となる一例を示すと、宜野湾市真志喜安座真原第一遺跡の 14 号人骨がある。本例は壮
年女性の左手元に内孔長径 4.8cm、短径 3.7cm のオオベッコウガサ製貝輪が装着されていた。
その状態は「貝輪は指の付け根で止まっていて、手首が貝輪に通っている着装状況を確実に復
元できない」
（木下 1992、1996 再録文献 455 頁）というものであった。この状態は死者の
左腕に貝輪を通す行為が埋葬儀礼に伴って生じたことを如実に示している。年代は沖縄貝塚時
代中期（縄文晩期から弥生前期前葉併行期）である。本例は葬儀時に貝輪を装着させる習俗の
源泉が琉球列島に求められることを示唆する重要資料であり、鹿隈墓第８号棺の問題を考える
うえで最も参考になる類例だといえる。
ようするに北部九州甕棺墓社会での様相も貝輪装着習俗の二次的波及のありようにすぎず、
本拠地側からの影響がこの時点で強く北方側に及んだことを物語っている。
もとより貝輪を装着させて埋葬する行為は、当然のことながら南方世界の他界観にもとづく
象徴性を帯びていたはずである。おそらく海上や海底に存在すると観念された冥界中の特定階
層向け空間へと死者の魂を導く役割が貝輪や腕輪に付託されたに違いない。遺骸の周囲を大小
の貝殻で包む行為は琉球列島貝塚文化期の埋葬においてしばしば確認されるのであるが、この
ような現象についても、腕への装着と同様の脈絡で把握される必要がある。たとえば古墳時前
期の副葬品配置をみても、遺骸の首に装着される玉と遺骸の周囲にばらまかれる玉との二様が
あり、遺骸の胸に置かれる鏡と周囲に配される鏡との二様がある。こうした状況を念頭におけ
ば、腕輪の装着と貝殻の散布ないし囲繞の両者は、観念上の同根から発生した二様であること
がわかる。
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Ⅳ． 鹿隈箱式石棺墓群の意味
１． 波状的に及んだ南方系の貝輪習俗
では年代的な問題に立ち戻って議論を進める。じつは鹿隈墓第８号棺で認められた貝輪着装
の様相は、古墳時代前期において他に類例をみいだせない。本土側の類例はすべて弥生時代中
期以前にさかのぼる。まるで時空を超えたかのような孤立的な様相であるが、いかなる背景の
もとでこのような現象が生じたのであろうか。
隣接する第７号棺との同時期性を前提とする以上、この問いに対しては論理的にふたつの可
能性が考えられる。
その第一案は、遠い過去に波及した南方系習俗がこの地で潜在的に温存されたという趣旨の
解釈であろう。弥生前期から中期にかけての時期には、確かに瀬戸内沿岸部の奥深くまで南海
産の貝輪習俗が及んでいたことが判明している。対岸の岡山市南方遺跡ではゴホウラやイモ
ガイの貝製品を加工した痕跡が見つかっており、南九州を介した琉球列島側との交流は活発で
あったことが知られる。その意味では、遠い過去の交流実績は確かにある。しかしその後の潜
在的な温存を論証するのは至難のわざであり、本稿ではこうした方向での解釈を破棄する。
いっぽう第二の案は、本拠地側からの影響が幾度かこの地に及んだとの解釈であり、年代的
に断続的な様相を示すのは、長期持続的な交流・交易関係が維持されたのではなく、波状的で
抑揚に富む交流の累積だったからだ、との理解である。この案だと第一案で触れた過去の交流
実績の問題をも包摂しうるものとなり、資料に即した論証が可能になる。
さらにこのような理解が可能になったのは、貝輪装着習俗の源泉が一貫して琉球列島側にあ
り、長期安定的な伝統の本拠地であり続けた可能性の高いことをみいだせたことにある。つま
り影響力の源泉が固定化される以上、第二案は無理のない解釈として提出可能なのであり、筆
者はこちらの論理を採用する。
では改めて鹿隈墓群第８号棺の出現を位置づけると、瀬戸内沿岸地帯へ向けた南方系貝輪習
俗の波及の第二波に該当する。第一波は弥生中期中葉の様相であり、先に述べた岡山市南方遺
跡や香川県紫雲出遺跡例への貝輪習俗の波及がある。第二波は古墳時代前期初頭に始まり前期
後半までの時期に限定される。北岸では兵庫県たつの市権現山 51 号墳のゴホウラ腹面貝輪（大
坪型）とイモガイ製紡錘車、岡山県新庄天神山古墳のイモガイ製貝輪（横割型）
、南岸では香
川県大川郡津田町岩崎山４古墳のイモガイ製貝輪（横割型）などが、遠路搬入された貝製品の
実例である。大阪府紫金山古墳のゴホウラ腹面貝輪（紫金山型）についても、この第二波に沿っ
てもたらされたと考えられる。また第三波は古墳時代中期中葉から後半の一時期に限定され、
岡山市緑山古墳群のゴホウラ背面貝輪（繁根木型）
、兵庫県たつの市新宮東山２号墳のゴホウ
ラ背面貝輪（列点文付繁根木型）
､ 同県姫路市小丸山古墳のテングガイ製貝輪などが当該期の
搬入品である。
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なお鹿隈墓群第８号棺の重要性は、第二波に区分される他の事例が製品の搬入だけにとどま
るとも受けとめられかねない要素であるのに対し、習俗自体の波及が確認されることにある。
先に述べたとおりマツバガイ製腕輪の装着は地産地消を基本とする習俗であり、左下腕への
装着や死後の着装であった可能性が指摘できることも、本習俗の基本を踏襲するものであった
と理解される。
となると、この少女を含む鹿隈箱式石棺墓群を営んだ地域集団の出自がそもそも南方系であ
り、いわゆる海民集団として各地への移住を含む高い流動性を備えた人々であったという可能
性が浮上する。いいかえると先に列挙した南方系の文物を瀬戸内海へと流通させたのは、ほか
ならぬ本墓群の造営者たちではなかったか、という可能性である。そしてその公算は高いと推
測される。
なによりも本墓群は箱式石棺墓で構成されており、この棺形式は西北部九州では弥生前期以
来、琉球列島では貝塚後期以来、一貫して沿岸の民が採用する基本的な棺形式である。瀬戸内
海沿岸部でみると、
第一波の段階では蓋石を用いない石囲み墓として南岸の一部に波及するが、
北岸では広島県域より東には拡がらない。第二波の段階になって、北岸では兵庫県西部にまで
広がり、南岸では徳島県域にまで急速な拡大を見せる。第三波の段階でも再び上記の地域で営
まれ続ける棺形式である。
こうした状況は瀬戸内沿岸部にだけ焦点をあててみると、墓制一般の変化として捉えられが
ちである。しかしより俯瞰的にみれば、それは各地の沿岸部に特有の現象にほかならず、箱式
石棺墓イコール海民集団墓としての単純化が可能なほど明確な対応関係にある。その意味でも
鹿隈箱式石棺墓群の様相は注目されるのである。

２． 頭部の陥没孔
最後に頭骨の状況について、鹿隈墓第８号棺との比較が可能な事例を紹介する。それは沖
縄県読谷村木綿原遺跡第５号石棺墓に埋葬された第９号人骨である（読谷村教育委員会ほか
1997）。砂丘上に営まれた箱式石棺墓内に仰臥伸展葬で葬られた推定年齢 30 歳代の成人男性
の額にはシャコガイの貝殻が被せられており、この貝殻の上方前頭葉中央よりやや右側には陥
没孔が開けられていた。人骨の再調査によって陥没孔の存在と治癒痕跡は認められないことが
解明され、死因はこの頭部への打撃によるもので、シャコガイは傷口を塞ぐ目的で被せられた
ものであったことが確実視されるに至った（松下 2003）。
ようするに、彼は石斧等の一撃によって撲殺されていたのである。しかも前頭葉の中央部付
近であるから、この場所への打撃があらかじめ準備され、的確に実行されたと考えなければな
らない。
つまり彼は争乱や決闘の敗者などではなく、刑死者か儀礼の犠牲者かのどちらかであっ
たと理解される。遺骸が石組み墓内に丁寧に埋葬され、陥没孔は貝殻で塞がれていた事実も、
彼に対する一連の処遇自体が儀礼的な習俗であったことを示唆するものだといえる。
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そして本例を介在させてみれば、鹿隈墓第８号棺の少女の頭部に残された大きな陥没孔につ
いても、単に異様な状況だというのではなく、南方系の諸儀礼の中に位置づけることが可能に
なるのではあるまいか。少なくともそのような可能性が浮上してくる。
たとえば文化人類学の研究成果をみれば、東南アジア各地には「王殺し」の制度ないし習俗
が認められる（クリフォード・ギアツ 1990、今村・今村 2007）
。指導的な立場の人物が重大
な失政の責めを負って殺される仕組みであるが、その延長線上に「持衰殺し」が置かれる。持
衰とは「魏志倭人伝」に登場する役柄で、遠洋航海のさいに無事を祈る役として選ばれ、海難
が生じたときには責めを負う身となって殺される、そのような役柄を立てて行事の成功を呪術
的に占う習俗である。
木綿原遺跡第８号棺例はこうした「王殺し」ないし「持衰殺し」に含まれる可能性があり、
鹿隈墓の場合には第８号棺ではなく第７号棺の被葬者に該当させた場合に理解しやすい。第７
号棺の被葬者は地域首長ないし指導的立場にあった人物だと考えられるから、彼女の死に連座
する形で第８号棺の少女も殺されることになった、という構図になるだろう。第８号棺の少女
は第７号棺に葬られた女性の娘である可能性がそもそも高いからである。
こうした憶測にまで踏み込む理由は、いわゆるタロイモ栽培を基調とする東南アジアなど南
方系の神話のなかに「屍体化生モチーフ」が色濃いことであり、大多数の事例において、それ
は人為的に殺された少女（女神）の遺体からの化生として語られるからである（岡著大林編
1994 ほか）。遺体から化生するのは根菜類や穀物類である場合が多いのであるが、死と再生
の輪廻に少女を媒介させる神話のモチーフを下支えする習俗が実態として確認できるとするな
ら、まさに鹿隈墓第８号棺のような状況なのであろうと思われる。
少女の死とはいつの時代にあってもそれを目の当たりにする者に痛ましい感情を引き起こ
す。それが意図的な殺人であればなおさらであり、強烈な印象を人々の間に刻みつける。それ
をあえて儀礼の中に取り込む選択を行った地域や年代が考古学的に特定されるなら、神話との
関係をより深く掘り下げることも可能になるはずである。
さらに日本の神話には北方系神話と南方系神話との融合ないし混合があるとされる（大林
1975、溝口 2009 など）
。そのような双方の側の基本モチーフが混合される事態が生じる機会
が生じたとすれば、それは古墳祭祀にほかならないと考えている２）。だとすれば鹿隈箱式石棺
墓群とそこに葬られた少女の状態は、南方からの直接的な波及がこの時点で瀬戸内沿岸部にま
で到達したことを示すと同時に、波及先は腕輪形石製品を副葬するような上位階層者たちだけ
でなく、海上輸送など特定の職種の人々を介して各地の下層にまで波及した可能性を暗示する
ものだといえよう。そのような仮説を筆者は抱くので、腕輪をはめて葬られた少女に強く惹か
れるのである。
本稿をなすにあたり、次の方々や諸機関のお世話になった。記して感謝の意を表したい。安
斎英介、扇崎由、大久保徹也、片桐千亜紀、川口陽子、岸本道昭、木下尚子、木村真紀、兵庫
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県たつの市教育委員会、香川県観音寺市教育委員会、岡山市教育委員会、倉敷考古館、福岡市
埋蔵文化財センター、福岡県小郡市埋蔵文化財センター、佐賀県立博物館、同吉野ヶ里遺跡調
査事務所、沖縄県読谷村教育委員会、同浦添市教育委員会、同沖縄県立博物館、同沖縄県立埋
蔵文化財センター。

註
１）概要報告文には「1980 年正式鑑定」との記載があったため、熊本大学の木下尚子氏に照
会したところ、木下氏ご本人の鑑定であるとの確認を得た。なお本稿でもちいる貝類の分
類や生息域等の基礎データについては『日本近海産貝類図鑑』（奥谷編 2000）に依拠し
ている。
２）日本神話における南方系の主神はイザナギ・イザナミの夫婦神もしくはアマテラス・スサ
ノウの姉弟神といわれ、国生みのモチーフが典型的な南方系要素であると指摘されている。
土着的かつ非文明的なモチーフであることを根拠に、古相に属するものと理解されてもい
る。母系的だと表現されることもある。それに対し北方系の主神はタカギムスヒだといわ
れ、天孫降臨系のモチーフに代表される、天界と地上との対置に即した宇宙観を背景とす
るものだと理解されている。古代中国側でも天の観念を採用することから、文明的であり、
日本列島への波及は後発的で、新相に属するといわれる。家父長的だと表現されることも
ある。
このような南北双方の神話モチーフが混淆・融合を生じた時期はいつかを問うなら、古
墳時代に求める案が最有力視されるはずである。しかも神話の問題なのだから、祖霊祭祀
とは不可分な結びつきを有すると把握されるべき観点となり、必然的に埋葬祭祀に焦点が
当てられることになる。つまり古墳祭祀における何段階かの画期的変化のなかで、南方系
の要素と北方系のそれとの共伴事例が広範囲に認められる段階が特定されるなら、その時
期こそが南北双方の神話モチーフが混合を遂げ始めるタイミングであったと理解されるこ
とになる。このような論法を適用した場合、現時点での回答は古墳時代前期の初頭、つま
り前方後円墳の成立時ということにしかなりえない。いうまでもなく北方系神話の到来を
象徴する考古資料の代表格が三角縁神獣鏡で、刀剣類がそれに連なり、南方系の代表格が
貝輪や腕輪形石製品だということになる（さらに南方系に偏りつつも、厳密には南方とは
いえず在地的な伝統として勾玉や管玉が別途リスト化される可能性がある）
。最後のカッコ
内の要素を保留するとしても、このような共伴関係こそが、神話の南北双方のモチーフの
混交ないし融合を引き起こす要因であったと理解されることになる。
なお考古学では、由緒由来の異なる諸伝統の融合を指して「各地で醸成された祖霊祭祖
を統合し、個別の祖型からは飛躍を遂げた祭祀構造（前方後円墳祭祀）の創出」と呼ぶ。
つまり本稿での脈絡に即して理解するなら、神話学と考古学とはもう少し早い段階から学
際的な情報交換が可能ではなかったか、と思われる。
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北海道札幌市出土のロクロ土師器の成分分析と産地推定
松本建速
Ⅰ． 本稿の背景と目的
東北北部では９世紀前葉にはロクロ土師器が作られるようになり、やがて坏のほとんどはロ
クロ使用のものとなった。そして、その製作と使用は 10 世紀いっぱい続いた。一方、北海道
ではロクロ土師器の出土自体が少ないうえに、その製作跡もみつかっていないことから当該
地域のロクロ土師器は本州からの移入品であると考えられている（山本哲也 1997）
。そして、
札幌市 K435 遺跡出土のロクロ土師器のように、胎土の化学成分の分析の結果から、本州の日
本海沿岸地域からの搬入品と推定された例もある（三辻利一 1993；373 頁）。
仮に、ロクロ土師器の製作者が北海道に渡らなかったとすれば、それは北海道と本州におけ
る土器製作の諸活動における重要な相違点の一つとなる。ロクロ土師器製作者の社会的位置は
定かではないが、
東北北部におけるロクロ土師器の出現は新たな集落の出現を契機にしており、
大きな社会的変化の一部であると考えられるのである。青森県においては、9 世紀前半代に新
たな集落が出現する際にロクロ土師器製作者も移住してきている。そして、それ以降坏のほと
んどはロクロ土師器にとってかわられるのである。
ただ、北海道出土のロクロ土師器のすべてが本州からの移入品であるか否かは、再検討の余
地がある。例えば、札幌市サクシュコトニ川遺跡では、擦文土器坏よりも多くのロクロ土師器
土器坏が出土しており、それらのロクロ土師器坏は遺跡周辺で製作されたのではないかと推測
されたことがあった（吉崎昌一 1984）
。その後刊行された報告書（北海道大学 1986）では、
その考えについては何も述べられていないが、実際にロクロ土師器坏が多量に出土している以
上、一度検討してみる必要はある。また、瀬川拓郎（1995）が指摘しているように、北海道
のロクロ土師器はこれまで知られている本州産のものに比べて大きいものが多く、本州のどの
地で製作されたものが北海道に移入されたのかいまのところ特定できていない。最近も、やは
りその器の大きさに着目して斎藤淳（2013）は、北海道内でロクロ土師器が製作されたと想
定せざるを得ないと述べている。
本稿は、上述の瀬川（1995）による北海道と東北北部の器の大きさの違いの指摘、山本
（1997）の見解を受けて、札幌市サクシュコトニ川遺跡、同市 K435 遺跡出土のロクロ土師器
および擦文土器の胎土分析を実施し、その産地の推定を試みた結果の報告と考察である。実際
には 2000 年に分析を終え、これまでそれを用いた考察結果だけを松本（2006）に記してい
たのだが、今回、全分析値を示し、北海道でのロクロ土師器生産があったか否か、あったとす
ればどのくらいの規模、期間であったのか等を、改めて述べることとした。
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Ⅱ． 試料と方法
北海道中央部石狩低地帯に位置する札幌市出土のロクロ土師器と擦文土器を試料とした。９
～ 10 世紀代の製品である。札幌市サクシュコトニ川遺跡出土のロクロ土師器坏 10 点、ロク
ロ土師器小甕１点、擦文土器長胴甕 11 点、擦文土器小甕１点、擦文土器坏９点（北海道大学
埋蔵文化財調査室 1986）
、同市 K435 遺跡出土のロクロ土師器坏７点、擦文土器長胴甕２点、
擦文土器中甕１点、擦文土器坏３点である（札幌市教委 1993）
。試料には各遺跡の調査報告
書に図が掲載されたものも含まれ、それらについては図２に転載した。試料の諸属性や報告書
における掲載図 No. などのデータは表１に記した。
分析は誘導結合プラズマ発光分光分析法（以下では ICP-AES と略す）によった。形態分類・
製作技法などの考古学的考察が可能なように、ほぼ完形品やそれに近い大きな破片を試料とし
たので、試料の破損をできるだけ小さくする必要があった。そこで、試料が微量ですみ、かつ
短時間に多元素を高精度で測定できるこの方法を選んだ。装置は筑波大学分析センター設置の
日本ジャーレル・アッシュ社製 ICAP-757V である。

本稿で分析した試料の採取遺跡と比較した遺跡の分布図
図１ 図１
本稿で分析した試料の採取遺跡と比較した遺跡の分布図

Ⅲ． 分 析
１． 試料作成
土器の破損部から 1 ～２cm 四方ほどの破片を採取する。土器破片表面を電動やすりで研磨
し、土器表面の付着物や、風化して軟らかくなった部分を除去し、芯の硬い部分を削りだす。
１cm 四方ほどの土器破片を瑪瑙乳鉢で粉砕し、すりつぶす。すりつぶされた粉末を 0.05 ｇ
秤量し、蓋付きのテフロン容器に入れる。それに硝酸 0.5ml、過塩素酸 0.5ml、フッ化水素酸
1.0ml をこの順に加え、蓋を閉め、容器ごとホットプレート上に置き、100℃ほどで 6 時間以
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図２

分析試料の実測図（それぞれの遺跡の報告書実測図より転載。
図２ 分析試料の実測図（それぞれの遺跡の報告書実測図より転載
甕No.D-No.は報告書における注記No.）

甕 No.D-No. は報告書における注記 No.）
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上熱する。次に、蓋を開け 200℃ほどに加熱し、蒸発乾固させる。乾固された試料に 6 規定
蒸留塩酸 1.0ml を加え、200℃ほどで再び蒸発させる。しばらく放冷後、1 規定硝酸を加え、
100℃ほどで緩やかに加熱する。試料が溶けていることを目視により確かめた後、1 規定硝酸
を加え、1000 倍に希釈し、50.00 ｇの溶液試料を得る。
また、分析対象土器のほとんどの胎土中に炭素が沈着していたので、乳鉢での粉砕・擂潰し
の後、マッフル炉を用いて 600℃で 2 時間加熱し、炭素を除いたものを試料とした。炭素を
除いた理由は次である、第１に炭素は酸に溶けづらいのでそれを残したままでは良い試料が得
られない。第２に、炭素は本来の素地にも加わっているが、土器焼成時や煮沸具としての使用
中にも沈着し、土器製作の後に加わった炭素の量は個体によって異なる。意図的に炭素を吸着
させる内黒土師器のように、多量に加わる場合もある。したがって、炭素が含まれた状態では
土器胎土そのものの化学組成を測定できない。基礎研究として、同一試料の炭素除去を実施し
たものとしないものとを筆者が測定した結果、炭素除去後には、それ以前よりも、測定された
元素総量が 1％ほど増える場合が多かった。
なお、粘土・シルト・砂を対象とした場合は、採集試料を 100℃で充分乾燥させた後、瑪
瑙乳鉢を用いて擂潰し、マッフル炉を用いて 600℃で 2 時間加熱し、炭素を除いたものを分
析試料とした。秤量し、
酸で溶かし、
溶液試料を得る過程は、土器試料を得る過程と同じである。

２． 実 験
得られた溶液試料を ICP-AES で定量分析した。定量は、標準試料を分析対象試料と同じ方
法で溶液化し、それを用いておこなった。標準試料は、地質調査所発行の JA1、JB1a、JG1a、
JGb1、JR1、JSd1 である．測定した元素は主要元素が Ti、Al、Fe、Mn、Mg、Ca、Na、K、P
の９元素、微量元素が Ba、Cr、Cu、La、Li、Sc、Sr、V、Y、Zn、Zr の 11 元素である。

Ⅳ． 結 果
分析によって得られた値を表１に記した。分析値は重量％、ppm で示した。主要元素につ
いてのみ、Al で規格化した変化図を作成した（図３）。Al は、主な造岩鉱物のうち石英、磁鉄鉱、
チタン鉄鉱、カンラン石、普通輝石等には含まれないが、Al を含む造岩鉱物は数多く、また、
土器の胎土に必ず含まれる粘土鉱物類の主要な構成元素でもある（図４）。また、一般的な火
成岩は Al が６〜 12％ほどで、多くは 10％以下であるが（図９- １）
、土器の場合８％以上で
あることが普通である。したがって Al が８％以上で、より高い値になればなるほど粘土鉱物
が多く入っていることを示す。本試料の場合、Al は８〜 12％の間に納まる。
土器は一般に Mn が 0.05％以下であり、その値は白色系粘土の特徴である。本試料も大部
分はその部類に入る（図３- ８）
。ただし、ロクロ土師器の Mn 濃度がやや低く、0.03％以下
のものが多く、擦文土器がやや高めである。
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単位：Ti～P（重量％）Ba～Zr（ppm）

サクシュコトニ川遺跡・K435 遺跡出土土器分析値一覧。単位：Ti ～ P（重量％）Ba ～ Zr（ppm）

表１ サクシュコトニ川遺跡・K435遺跡出土土器分析値一覧

表１
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1.

Al と Fe

2.

Al と Na

3.

Al と K

4.

Al と Ca

5.

Al と P

6.

Al と Ti

7.

Al と Mg

8.

Al と Mn

9.

Fe と Mg

Na と Ca

11.

K と Na

12.

K と Ca

10.

※各グラフに記された数字は図２における実測図通し No. ただし小甕 14、坏 100 は各遺跡報告書中の登録 No.

図３各主要元素の変化図
各主要元素の変化図（Al
図３
（Alとの相関を中心に）
との相関を中心に）
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ロクロ土師器と擦文土器とで値が大きく異なる元素は、Ti、K、Na、Ca、Sr である。ロク
ロ土師器は擦文土器に比べて Ti、K が高く、Na、Ca、Sr が低い。Ca、Sr は擦文土器に多く含
まれる（図８-11）
。Fe と Mg の場合、ロクロ土師器と擦文土器とで含有量に大きな違いがあ
るわけではない。しかし、Al との相関関係を見るとき、両者に傾向の違いがはっきり見える。
擦文土器は Al と Fe がやや正の相関が見えるのに対し、ロクロ土師器には Al が増えても Fe 濃
度が変わらないグループと、Al が同量でも Fe の値が異なるグループがある（図３- １）。また、
Mg は擦文土器の場合、Al と正の相関が見えるのに対し、ロクロ土師器は負の相関となる（図
３- ７）
。その他の元素については器種の違いによる含有量の差は見出し難い。
以上、図３を見ると、両遺跡ともロクロ土師器と擦文土器とでは P を除く主要元素で、そ
れぞれ異なるまとまりになることがわかる。

Ⅴ． 考 察
１． 土器原料の粒度組成と化学成分についての一般論
一般に、粘土は地殻表層付近で風化、熱水変質、続成の３作用によって生成し、環境条件に
より多種多様なものがあるが、縄文土器や土師器のように、広く各地で生産された土器の場
合、それぞれの土地で採取しやすい場所にあった。また、Mn の値が 0.05% 以下となる白色系
の粘土層が使われた（松本 2011）
。そういった条件を満たす粘土層は最終間氷期以前の第四
紀の粘土層が多い。例えば関東地方の有名な粘土層だと、下末吉層、常総粘土などがそうであ
る。それらは流水によって運搬され自然淘汰されて海底や湖沼などの水底に堆積したものなの
で、一定の粒度組成となる。愛知県立常滑窯業センター（1978）が分析した常滑や瀬戸・美
濃地方で利用される窯業原料の粒度組成は、平均で粘土鉱物 25％、シルト 65％、砂 10％で
あるが、一般的な粘土層の粒度組成を知るうえで参考になる。このように、いわゆる粘土層
は、その 75％がシルトと砂なのだが、それらは岩石が砕かれて小さくなったものであり、単
に小さくなっただけであれば、化学組成の基本は元の岩石である。ただし、流水によって移動
して粘土層が堆積する場合、粒の大きさや比重によって淘汰され、結果的に比重が小さく（図
４）
、風化にも強い無色鉱物（図５、表２）が残ることになる。また、25％を占める粘土鉱物は、
岩石を構成する元素のうち Si と Al だけを残したような化学組成である（図４）。それにしても、
75％の起源は岩石ということになり、土器の胎土の化学組成の来歴は周辺地質をもとに考え
ることができるはずである。
ただし、土器の胎土は粘土層を構成する土そのままではなく、さらに小礫や砂などを混和材
として加えられるのが普通である。土器の薄片を用いた河西 学ほか（1989）の縄文土器の粒
度組成分析によれば、70 〜 80％はシルトと粘土鉱物なので、20 〜 30％が砂や礫ということ
になるが、そのうちの 10％は本来から含まれる砂だとすると、10 〜 20％分の砂や礫が添加
されたものである。したがって、化学成分の 80 〜 90％は、粘土層本来の値と考えてよかろう。
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ところで粘土層の 90％を占める粘土鉱物やシルトは風化の過程を経ているので、化学成分
は本来の岩石や火山灰とは異なる。風化による化学成分の変化の一般的傾向を述べておく。大
切な点は２点である。第１、風化して生成する鉱物は粘土鉱物であり、その一般的なものはカ
オリナイト Al2Si2O5(OH)4 やハロイサイト Al2Si2O5(OH)4・2H2O である。それらの基本となる
元素は Si と Al であり、原子量がそれぞれ 26.98（約 27）、28.09（約 28）なので、両者はほ
ぼ１: １、すなわち 50％、50％の比率で含まれることになる。一般的な岩石では、Si が 50 〜
70％ほど、Al が 10％以下なので、粘土鉱物が増加しても Si の値はあまり変化しないが、Al
は数％増加することになる。繰り返すと、周辺地質が風化して粘土層が生成される場合、増加
する化学成分は Al である。表２には元素の移動しやすさを数値化してあるが、ある地質が風
化して粘土層が生成するということは、Al が増加することであり、これを相対的な元素の動
きで説明すれば、Al が最も動きづらいことになる。第２、風化に弱い鉱物は減少する。図５
に示すように、有色鉱物のうち、カンラン石、輝石、角閃石が、無色鉱物では斜長石が風化
に弱い。したがって、それらを構成する Ca・Mg・Na・Mn の減少率が大きく、それらほどで

図４

鉱物を構成する主要元素（鉱物の理想式をもとに作成）
表２

図５

鉱物の風化に対する抵抗性とマグ
マからの晶出順序（地団研 1994：
118 頁、図 7-2 を転載）
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地表の岩石の化学成分の移動しやすさ
（松井 1988：113 頁、表 IV-1 を転載）
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はないが K も減少する。一方あまり減少しないのは Ti・Fe である。参考に山梨県笛吹市前付
遺跡から出土した縄文土器と遺跡周辺の複数河川の砂の主要元素とを比較した例（松本ほか
2015）を示した（図８）
。砂に含まれる元素濃度と比べて、Al の増加とともに、すなわち風
化とともに大きく減少しているのが Ca と Mg、やや減少しているのが Na、あまり減少してい
ないのが K、相対的に増加しているのが Ti と Fe である。
風化による変化率が小さい Ti や Fe は胎土の産地を推定するうえでの利用価値が高い。減少
率の大きい Ca や Na、
やや大きい K はどうであろうか。それぞれ減少率に違いがあるとはいえ、
それらの存在度の相対的な傾向は残る。したがって、元素単独の値として見るのではなく、Si
や Al のように多くの鉱物に共通して存在する元素で規格化したり、それらが組み合わさって
構成される長石といった鉱物の元素組成として見るならば、利用することは可能である。
また、Ca と Sr、K と Rb はイオン半径が近く、荷電数が同じなので挙動が似ており、それ
ぞれ前者が後者に置換されることが多い。それらは共存している場合が多いので、Ca と Sr、
K と Rb の比率は胎土の産地を考えるうえで有効である。さきに示した山梨県前付遺跡の例で
は、Al の増加とともに Ca は減少するが（図８- １）
、Sr は必ずしもそうではなく、Ca よりも
減少率が小さい（図８-10）
。

２． 長石を構成する元素組成の差を示す指標
長石は地殻のおよそ 60％を占め（地学団体研究会編 1995;110 頁）、粘土鉱物の主要な源で
もある。そして、長石を構成する主要元素は、O、Si、Al、Ca、Na、K であるが、Ca、Na、K
の濃度は表層地質において系統的に増減する。とくに東日本のような島弧では、海溝側から背
弧側に向かって K、Ca 濃度が系統的に変化する（巽 1995）
。そして、東北地方や北海道南西
部の第四紀火山噴出物の場合、石川ほか（1985）、小泉ほか（1984）
、佐々木ほか（1985）
、
谷口（1972）
、富樫（1977）
、中川ほか（1984）、中川ほか（1985）、林ほか（1984）の分
析値を用いれば、それがよくわかる（図７）
。また、松本（2001a）の、東北北部地方の第四
紀層粘土の化学分析によると、第四紀火山噴出物の傾向と同じく、海溝側（太平洋側）から背
弧側に向かって、Ca、Na、K の濃度が系統的に変化する。長石を構成する元素の組成の違いは、
長石産地の違いを示している可能性が高い。
、アルバイト（NaAlSi3O8）
、アノーサイト（CaAl2Si2O8）
また、長石はカリ長石（KAlSi3O8）
の 3 つを端成分とする固溶体である（図６）。そして、長石を構成するそれら端成分の混交比
には制限があり、特定の混交比の長石しか存在せず、普通、長石はアノーサイトとアルバイト
を端成分とする斜長石とカリ長石とアルバイトを端成分とするアルカリ長石に大別される（周
藤・牛来 1997）
。カリ長石とアノーサイトを端成分とする固溶系列は天然には見いだされない。
東北地方の火山岩をなお、火山岩中に見られるアルカリ長石には K と Na が含まれるが、より
K が高いサニディンと、より Na が高いアノーソクレースが存在する。以上のことに基づいて、
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斜長石を構成する Na と Ca に対する K（これはアルカリ長石に含まれる成分である）の比率
を見たのが K/Na+Ca である。アルカリ長石を構成する Na+K に対する Ca（これは斜長石に含
まれる成分である）の比率を見たのが Ca/Na+K である。この、主に長石の違いを反映してい
ると見ることができる指標を、長石の指標と呼ぶ。それをグラフにしたのが、図７- ５である。

図６

長石の化学組成と分類（黒田・諏訪 1983: 図 4.9 に理想式を加筆）

K と Na の変化図（図３-11）を見ると、擦文土器、ロクロ土師器、それぞれが独自の傾き
で正の相関を持っている。
これらの２元素は共存し、しかも擦文土器とロクロ土師器とでは別々
の素材だと考えるべきであろう。また、Ca と Na も正の相関を持ち、共存していることを示
す（図３-10）
。それらを多く含む一般的な岩造鉱物は角閃石や斜長石だが、最も多く存在する
、アノーサイ
のはやはり後者である。ただし、斜長石の端成分となるアルバイト（NaAlSi3O8）
ト（CaAl2Si2O8）に含まれる両元素の傾斜は、東北の火山岩の値で見るように右下がりになる
（図５- ２）。それなのに本試料が右上がりとなっているのは（図３-10）
、単に風化が進んだか
らだけではなく、両元素が斜長石以外の鉱物も構成しているからだと考えるべきなのかもしれ
ないが、先に示した山梨県前付遺跡の縄文土器の例でも同様な傾向が読み取れるように（図８
- ７）
、風化した土の特徴かもしれず、その理由についてはまだ考察の余地がある。

３． マフィック鉱物を構成する元素組成の差を示す指標
地殻を構成する主要元素の上位を占める元素には、長石を構成する 5 元素の他に Fe、Mg、
Ti がある。それらはマフィック鉱物を構成する。マフィックとは日本語では苦鉄質と訳され、
Mg や Fe を含むという意味である。図４に代表的な造岩鉱物を構成する主要元素を示した。
それによると、マフィック鉱物は Fe や Mg 以外の元素でさらに細分できる。Si を含まないも
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1.

2.

AlとTi

CaとNa
3.

5.

4.

長石の指標

6. マフィック鉱物の指標

東北地方の火山列の分布

図７

KとCa・Na

東北地方の第四紀火山噴出物の化学成分

図７ 東北地方の第四紀火山噴出物の化学成分
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のが不透明鉱物で、磁鉄鉱、チタン鉄鉱、有色鉱物のうち Al を含まないのは、カンラン石や
輝石の一部である。一方、輝石の一部は角閃石や黒雲母は Al を含む。
このように、マフィック鉱物は Si の有無で不透明鉱物とそれ以外に、そして Al の有無で有
色鉱物を細分できる。さらに、Fe と Mg は地域による含有量の差が大きい場合があるが、Ti
では地域差があまり見られない。そこで、Ti/Al+Fe+Mg はマフィック鉱物の産出地の地質差
を示すと予想される（図７- ６）
。
ただし、Al はマフィック鉱物だけでなく様々な鉱物の基本的な構成元素であり、地殻の６
割を占める長石類の主要元素でもある。粘土鉱物にあっては特に重要である。焼き物に適した
粘土鉱物であるカオリナイトやハロイサイトは Si、Al と H、O で構成されており、５節（１）
でも述べたように、岩石や火山灰が風化して粘土鉱物が生成する場合、Al の増加率が高くなる。
ただし、一般的にはマフィック鉱物を多く含む岩石に Al が多く（図９- １）
、しかも、Fe、Al、
Ti は、すべて移動しづらい元素なので（表２および図８）、風化した後も素材が得られた地域
の地質を反映することになる。

４． 長石およびマフィック鉱物の指標に基づく産地推定
長石およびマフィック鉱物の指標によって本試料の化学組成を見たのが図９- ２・３である。
擦文土器とロクロ土師器坏のほとんどの成分は明瞭に異なる。前者は後者に比べて K や Ti が
低い。図９- ４・５として東北北部のロクロ土師器の化学組成と比較をした。それによると、
札幌市出土のロクロ土師器の化学組成は、日本海沿岸の鰺ヶ沢町杢沢遺跡試料や津軽半島日本
海側の中里城遺跡のものに似ている（松本 2003・2006）
。これまでの分析例では、北海道余
市町大川遺跡でも同様の傾向である（松本 2001）。
長石の指標では、東北北部太平洋側おいらせ町中野平遺跡のロクロ土師器と札幌市遺跡の擦
文土器の値が比較的類似するが、
マフィック鉱物の指標では両者は明瞭に区別される（図９- ４・
５）。
以上のように、長石およびマフィック鉱物の指標にもとづくと、札幌市域の９世紀後半から
10 世紀代にかけてのロクロ土師器坏のほとんどは、東北北部の日本海側から運ばれたと考え
られる。これは同じころ津軽地方五所川原産の須恵器が北海道に運ばれるのと似た現象である
（福田 1993、三辻 1993、鈴木 2004 など）
。もう一つ述べるならば、その時期、津軽地方や
米代川下流域には鉄に関する生産が多くおこなわれており（設楽 2002、秋田県教委 1987・
1998 など）
、そこから北海道へも鉄が運ばれた可能性がある。ロクロ土師器の動きも、須恵器、
鉄などの動きと似ている。
ただし少量ではあるが、ロクロ土師器の中に擦文土器と同じ一群に入るものがある。次に、
その点について考える。
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図８図８
山梨県前付遺跡出土土器と周辺河川砂の化学成分の比較
山梨県前付遺跡出土土器と周辺河川砂の化学成分の比較
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５． 札幌市出土のロクロ土師器の生産地
瀬川（1995）、斎藤（2013）で指摘されたように、北海道と東北北部地方のロクロ土師
器坏との寸法は前者出土のものが明らかに大きい。今回分析した K435 遺跡の図２-30 〜 33
の口径は 15cm 台であるが、東北北部のロクロ土師器坏の場合、同遺跡の 50 と同様の口径
12cm ほどのものが普通である。ただし、口径が大きいものでも 31 〜 33 などの札幌市域出
土のロクロ土師器坏の化学組成は東北北部日本海側の中里城のものに近い（図９- ４・５）。同
じ遺跡から出土した擦文土器とは明瞭に異なる土であり、東北北部の日本海側から運ばれたと
考えられる。
問題となるのは、斎藤（2013）が多数の出土例の寸法を丁寧に調べたうえで述べたように、
東北北部には口径 15cm 台のロクロ土師器坏が見当たらないことである。両者の土の成分が
似ているので、斎藤が可能性の１つとして記したように、北海道に持ち込まれるものはそれ用
に特別に作られたものである可能性もあろう。しかし、サクシュコトニ川遺跡の擦文土器坏と
ロクロ土師器（図２-17・21）の化学組成が似ていることから、斎藤（2013）で言われたよ
うに、北海道でもロクロ土師器が製作されたことがあった可能性も考えるべきかもしれない。
ただし、北海道では山本（1997）が明らかにしたように、ロクロ土師器の出土数が少ないので、
生産されたことがあったとしても、限られた地点・時期であったろう。
次にロクロ土師器の甕について考える。北海道では、ロクロ使用の甕がほとんど出土してい
ない。サクシュコトニ川遺跡から出土している高さ 12 〜 15cm ほどの３点の小型甕が、北海
道出土ロクロ土師器甕のすべてである。煮沸用の長胴甕については、在地で作られる擦文土器
甕を利用すれば十分であると判断され、大型でかさばるロクロ製の甕が運ばれなかったので
あろうか。ロクロ土師器坏は小型なので、それを用いざるをえない目的があった場合に、一定
量北海道にも持ち込まれることもあったが、長胴甕には特別な使用目的はなく、無理して持ち
込まれなかったのかもしれない。ただし、サクシュコトニ川遺跡の小甕 14 とロクロ土師器坏
38（図２-18）は東北北部地方の土とは異なり、むしろ擦文土器甕の成分に似る。この点も、
北海道で短期間・限られた地点であるにせよ、ロクロ土師器が製作されたことがあった可能性
を考えねばならぬ理由となる。
東北北部および北海道でロクロ土師器が出土する９〜 10 世紀全体を見渡すならば、東北北
部にはその東西地域に製作者が常時存在したが（松本 2003）。一方、北海道の場合には、ロ
クロ土師器の坏を一時的に多量に使わねばならなかったときに、海を渡りロクロ製品を作った
人がいた可能性はあるが、
その製作者はそこに長くとどまり製品を作り続けることはなかった。
ロクロ使用の長胴甕が出土してないことも、ロクロ土師器製作者が北海道に常に存在していた
わけではないことの証しとなろう。
長胴甕は日常の煮沸具であり、在地の人が日常の活動の１つとして製作すればよかった。そ
れに対し、ロクロ土師器坏は本州島から海を越えてやって来る人間たちが、おそらく特別な目
的のために使用した。したがって、多量に使うときには、北海道に製作者が来たことがあった

62

松本建速：北海道札幌市出土のロクロ土師器の成分分析と産地推定

かもしれないが、一般には東北北部の日本海側から運ばれることが多かった。擦文土器製作者
には伝統的な土器製作技術があり、ロクロを使用する必要はまったくなく、その技術は定着し
なかった。それは擦文土器製作者とロクロ土師器製作者の社会的位置が異なることとも関係し
ているだろう。このことについては松本（2011）に簡単に述べたことがあるが、今後さらに
深く考察したい。

Ⅵ． まとめと今後の展望
北海道中央部のロクロ土師器の産地を考えるために、ロクロ土師器がまとまって出土した札
幌市の２遺跡の 9 ～ 10 世紀の各種土器の胎土の成分分析を実施し、主要元素ならびに微量元
素を 20 種類測定した。そしてそれぞれの地域の化学成分の特徴を把握し、東北北部例とも比
較して産地推定もおこなった。各地の土器胎土の化学組成の地域的特徴をまとめ、北海道央部
のロクロ土師器の産地推定結果を述べる。
①

ロクロ土師器と擦文土器とで値が大きく異なる元素：Ti、K、Na、Ca、Sr
ロクロ土師器は擦文土器に比べて Ti、K が高く、Na、Ca、Sr が低い。
擦文土器に多く含まれる元素：Ca、Sr

②

マフィック鉱物の主要元素：Fe と Mg
それらはロクロ土師器と擦文土器とで含有量に大きな違いがあるわけではない。しかし Al

との相関関係を見るとき、ロクロ土師器と擦文土器とで傾向の違いがはっきり見えた。
③

各地の主要元素濃度の特徴をもとに次のような指標を作った。
K/Na ＋ Ca、Ca/Na ＋ K・・・主に長石の違いを見る指標
Ti/Al ＋ Fe ＋ Mg ・・・・・・主にマフィック鉱物の違いを見る指標

④

③で示した指標は、札幌市域の２遺跡の擦文土器とロクロ土師器の胎土の化学組成の来歴

を考察するのに非常に有効であった。さらに東北北部の同時代のロクロ土師器の化学組成とそ
れらとを比較し、産地推定をおこなった。その結果、北海道央部出土のロクロ土師器の多くは
本州東北北部地域の日本海側からの移入品であると推定された。
⑤

一部のロクロ土師器坏、ロクロ土師器甕の中には、擦文土器の値に非常に近いものがあっ

た。ロクロ土師器が北海道で製作されたことがあった可能性が考えられた。ただし、その技術
やそれを必要とする社会構造は北海道には根付かなかった。
以上が本稿のまとめである。胎土の化学組成から考えるならば、ロクロ土師器の多くは東北
北部の日本海側から運ばれたものだが、いくつかは北海道で作られた可能性があった。ロクロ
土師器自体の出土数が少ないので産地は非常に限定されるのかもしれないが、今後、北海道内
のどこで生産されたのかにつてもさらに検討を続けたい。また、ロクロピットや、ロクロ土師
器の焼成土坑などの遺構検出も必要である。社会面では、北海道でロクロ土師器を用いる意味
についてもさらに考察を深めたい。
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