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（３）磨製石器からみた弥生時代の筑紫キャンパス遺跡群 
　　　　　　　─石庖丁・石戈を中心に─

新潟大学　森　貴教

１　はじめに

　九州大学筑紫キャンパス遺跡群では非常に多くの石器が出土している。福岡平野南部から二日市地
峡帯の北縁部にあたる、いわゆる「奴国の南」の地域における石器様相を把握するうえで、基礎的か
つ重要な資料群といえる。本稿では本遺跡出土の石器を最も特徴づける石庖丁と磨製石戈の検討を通
して、弥生時代中期における石器利用からみた遺跡の特質について考察する。

２　石庖丁について

（１）溝 SD316出土石庖丁

　１）出土状況
　遺跡の北部地区に位置する溝 SD316から、まとまった数量の石庖丁が出土している。ここでは実
物を観察することができた計25点の石庖丁（製品21点、未成品４点）について検討する。SD316では
上層からは弥生時代後期～古墳時代初頭の土器も出土しているが、下層は弥生時代中期後半を主体と
する１）。調査担当者は、弥生時代後期の遺物はごく少量であることから、古墳時代初頭頃に再掘削さ
れ、弥生時代後期の遺物包含層が破壊されたものと判断している（西編，1993，p.219）。したがって
石庖丁の所属時期は弥生時代中期後半を主体とし、一部弥生時代後期のものを含むと考えられる。
　２）使用石材（図１）
　石庖丁の使用石材をみると、菫

きんせいせき

青石ホルンフェルスが８点（32.0％）、赤紫色泥岩（立岩系石庖丁）
が７点（28.0％）、その他の石材が10点（40.0％）であった。菫青石ホルンフェルス製石庖丁８点のう
ち４点が未成品である。近年、頁岩質砂岩と呼称されてきた石材が地球科学的分析によって「菫青石
ホルンフェルス」（以下、菫青石 Hf と呼称）と同定され、石材原産地は長崎県対馬島南部の対州層
群と指摘された（能登原ほか，2007）。弥生時代前期
末以降に、長崎県壱岐市原の辻遺跡で同石材製の石庖
丁や石鎌が多量に生産され、北部九州に広く流通した
と考えられている（能登原，2014）。
　立岩系石庖丁は弥生時代前期末から福岡県飯塚市立
岩遺跡群で生産されはじめ、中期前半以降に多量に流
通することが先行研究で指摘されている。弥生時代中
期後半は、北部九州において石庖丁全体の出土量が増
加し、立岩系石庖丁は非常に広域的に分布するように
なる（能登原，2014；森，2018）。ただし、北部九州
各地における石庖丁全体に占める立岩系石庖丁の割合
は30％程度であり、本遺跡でも同様の組成比の傾向が 図１　SD316出土石庖丁の石材構成
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指摘できる。
　弥生時代中期後半まで菫青石
Hf 製石庖丁が一定量存在するこ
とにも注目できる。能登原（2014）
は、北部九州における石庖丁の生
産・流通の時期的変遷について検
討するなかで、弥生時代中期後半
になると立岩系石庖丁の出土量が
大幅に増加する一方、菫青石 Hf
製石庖丁の出土量は減少すると指
摘している。本遺跡を含め福岡・
春日地域は、そうした北部九州全
体の傾向と異なっており、菫青石
Hf 製石器を量産している原の辻
遺跡との関係性が弥生時代中期後
半まで継続した可能性を示してい
る。
　また、その他の石材のうち１点

に玄武岩質安山岩製のものが認められた。同石材製の石庖丁は弥生時代後期以降、佐賀平野を中心に
分布し、その石材原産地は佐賀県・長崎県境に位置する多良岳の東部河口付近である可能性が指摘さ
れている（渡部，2017）。玄武岩質安山岩製石庖丁は穿孔前に研磨が施されることが一般的とされて
おり、本遺構出土品もこうした製作技術的な特徴が共通している。
　３）穿孔技法（図２）
　石庖丁は通常、器面中央の上方寄りの箇所に２つの紐孔が開けられる。穿孔技法は大きく以下の２
パターンが確認される。
　直接穿孔技法：器面への敲打を経ずに錐による回転作業のみで両面から穿孔したもの。孔周辺に敲
打痕がみられず、孔の内面に同心円状の線状痕跡が認められる。
　穿孔前敲打技法：両面からの敲打で穿孔予定部分をある程度凹ました後、または貫通させた後に、
工具の回転穿孔によって孔を拡張、貫通させるもの。孔の周囲に不正形な敲打痕が認められる。なお、
この技法を用いると直接穿孔技法に比べ孔の外径が大きくなる傾向がある。
　高木芳史は近畿地方の石庖丁の穿孔技法について検討するなかで、石材産出地に近い遺跡ほど穿孔

前敲打の採用率が高いことを明らかに
し、この技法の採用率が集団の石材入
手力を反映していると指摘した（高木，
1999）。この技法は、敲打を事前に施
すことにより直接回転穿孔する手間を
省略できるという利点がある一方、破
損の危険性が高まるという欠点がある
ため、石材入手力との相関性は整合的

図２　SD316出土石庖丁の穿孔技法（石材別）

図４　石庖丁の計測位置（弥生時代中期後半）

図３　SD316出土石庖丁の形態（石材別）
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に理解できる。
　石庖丁の使用石材別に穿孔技法をみる
と、立岩系石庖丁は穿孔前敲打が施され
たものが多く６点中５点（83.3％）を占
める一方、菫青石 Hf 製石庖丁やその他
の石材製のものは直接穿孔が多いことが
わかる。立岩系石庖丁の穿孔技法は弥生
時代後期以降になると直接穿孔が圧倒的
に多くなることが明らかになっており

（森，2018）、本遺構出土の立岩系石庖丁
は弥生時代中期後半に立岩遺跡群で製作
されたものである可能性が高い。穿孔前
敲打は、立岩遺跡群において（自家消費
量を超える特産品として）大量生産され
た石庖丁に特有の製作痕跡と考えられ

（森，前掲）、本遺跡には穿孔まで施され
た製品が搬入されたといえる。
　４）平面形（図３）
　石庖丁の平面形についてみると、菫青
石 Hf 製石庖丁、立岩系石庖丁は外湾刃
半月形（背部が直線的なもの）と杏仁形 図５　SD316出土石庖丁の背孔長と外径

図６　SB502出土立岩系石庖丁の消費過程（S=1/2）
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（背部が外湾するもの）が多いことが
わかった。その他の石材製のものには
隅丸長方形、曲背直刃形が１点ずつ認
められる。石庖丁の平面形の時期的変
遷（森，2018）との対比でいえば、ほ
ぼ弥生時代中期後半の組成を示してお
り、他石材製のものを中心に弥生時代
後期に属する資料が僅かに含まれてい
ると解釈できる。
　５）法量（図４・５）
　石庖丁の法量について先行研究で時
期的変遷が明らかにされている。武末

（2001）は、弥生時代前期から後期に
かけて、背孔長（背部から孔までの距
離）、外径（外孔の直径）が極めて漸
移的だが全体的に縮小していき、後期
後半～末になると背孔長15mm 以下、
外径10mm 以下になると指摘した。ま
た、筆者も背孔長と外径の時期的変遷
を検討し、弥生時代中期後半から後期
前半にかけてそれぞれ有意に縮小する
ことを示した（森，2017，2018）。
　本遺構出土のものをみると、背孔長
９～28mm、外径８～13mm の範囲に
分布し、それぞれ平均値は17.1mm、

10.1mm を測る。佐賀県鳥栖市安永田遺跡出土の石庖丁（弥生時代中期後半～中期末）は、背孔長14
～26mm、外径５～13mm に分布する（武末，1988）。本遺構の石庖丁の法量もこれらの分布範囲と
概ね重複していることから、同時期のものと評価できる。また、立岩系石庖丁より菫青石 Hf 製のも
のの方が、背孔長が長い傾向があり、法量の時期的変遷の点からみて古い様相を示している。

（２）竪穴建物跡 SB502出土石庖丁２例

　遺跡の北部地区に位置する7D 区竪穴建物跡 SB502から立岩系石庖丁が２点出土している（図６－
１・２）。本遺構は、出土土器から弥生時代中期中頃～中期後半が主体である。
　図６－１は石庖丁の端部の破片である（石庖丁①）。平面形は外湾刃半月形に復元される。残存長
55mm、残存幅49mm を測る。図６－２は左端部から右側の孔にかけての破片である（石庖丁②）。
平面形は外湾刃半月形に復元され、右側の孔の部分で短軸方向に破損している。残存長91mm、残存
幅35mm、刃部幅16mm を測る。
　立岩系石庖丁の消費過程を復元するために、ほぼ未使用と考えられる安永田遺跡48号住居跡出土の
立岩系石庖丁完形品（図６－３）の法量と比較する。出土土器から弥生時代中期後半～中期末であり、

図７　縮小した立岩系石庖丁（S=1/2）
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本遺構の時期とほぼ同時期と考えられる。平面形は外湾刃半月形で、全長154mm、幅58mm、刃部幅
43mm を測る。石庖丁②とこの完形品の外形を重ね合わせると、刃部は中央部で24mm 縮小している
ことがわかる。一方、石庖丁①と完形品の外形線はほぼ一致することから、本遺跡には完形品と同程
度の法量の石庖丁が製品として持ち込まれ、使用に伴い著しく縮小したものと判断できる。
　北部九州各地の消費地遺跡では、このような縮小した立岩系石庖丁が散見される。福岡県久留米市
彼
かなつぼ

坪遺跡７号住居跡では住居の床面付近から３点の立岩系石庖丁が出土している（図７－１・２・３）。
平面形はすべて外湾刃半月形である。背孔長、孔間長、背部の平面形、背部の断面形などは３点とも
類似するが、刃部幅が１から３にかけて約10mm 縮小していることがみてとれる。佐賀県神埼市・神
埼郡吉野ヶ里町吉野ヶ里遺跡でも著しく縮小した立岩系石庖丁が出土している（図７－４・５）。極
限まで使用された結果、刃部が孔に接近していき刃部幅が背孔長よりも短くなったものや、幅40mm
以下まで縮小したものの存在は、立岩系石庖丁が他の石庖丁に比べ相対的に使用価値が高かったこと
を示しているといえる２）（武末，2011）。

３　磨製石戈について

（１）資料解説

　本遺跡からは型式および使用石材の異なる２点の磨製石戈が出土している。
　図８－１（石戈①）は溝 SD316の中層から出土した。所属時期は弥生時代中期後半と考えられ、
多量の祭祀土器とともに出土している。
　灰色を呈する凝灰質泥岩製で脇野亜層群に産出する石材とみられる。部分的に、石材の火山灰・泥
質部が抜け落ち穴があいた状態となっており、石質はあまり良くない。立岩遺跡群で製作された可能
性が高い。先端部および胡の左側から穿にかけて欠損しており、残存長15.8cm、援部の残存長
14.2cm、内部長1.5cm を測る。全長は約21cm に復元され、全長に比して内の長さは非常に短い。胡
幅は約８cm に復元され、刃部から胡にかけては左右にさほど大きく広がらない。内の端部の幅は

図８　九州大学筑紫キャンパス遺跡群出土の石戈（S=1/3）
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2.7cm、厚さは0.4cm を測る。内から胡の左側にかけてゆるやかな曲線をなしており、段をもたない。
断面形は菱形を呈するが鎬はややあまい。穿付近から内にかけて、不明瞭な鎬がハ字状に広がる。穿
は両面からの回転穿孔により開けられている。下條（1982）による分類の Bb 式、中村（1997）によ
る分類の無樋型石戈Ⅲ２類である。寺前（2014）は石戈の援と内の境界部分の縦断面形に着目して有
段型、有稜型、平坦型に分類しており、石戈①は平坦型に該当する。
　図８－２（石戈②）は溝 SD101のⅦ層から出土した。調査担当者は隣接する８B 区土坑 SK101か
ら混入した可能性を指摘している（西編，1993，p.270）。土坑 SK101からは、弥生時代中期中頃～中
期後半を中心とする土器が多量に出土しており、日常生活で用いられる器種だけでなく、丹塗土器も
多数含まれている。出土した土器の様相からみると、石戈①と石戈②の所属時期の差はほとんどない
と考えられる。

図９　石戈の類例（S=1/3）
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　オリーブ灰色を呈する片岩製で全体的に脆弱な印象の石材である。援の途中から鋒端部を欠損して
おり、残存長7.2cm、胡幅7.0cm を測る。内をもたず、援・胡の端部（基端部）はゆるやかに外湾する。
断面形は菱形を呈するが鎬は不明瞭である。穿は両面からの回転穿孔により開けられている。下條

（1982）による分類の Cb 式、中村（1997）による分類の無樋型石戈Ⅳ1類に該当する。

（２）型式学的位置づけ

　本遺跡出土の磨製石戈２例について、類例との比較検討をとおして型式学的な位置づけを行う。
　石戈①の類例として安永田遺跡６区竪穴住居 SH6073出土例（図９－１）が挙げられる。所属時期
は出土土器から弥生時代中期中頃である。石戈①の方が内の幅が広く、刃部から胡にかけての広がり
具合も異なるものの、平面形において内の左側辺から胡の左側にかけて屈曲せずにゆるやかにつな
がっている点は類似する。福岡市西区入部遺跡出土例（図９－２）は内がさらに退化し、胡と一体化
した形態になっている。また、福岡市博多区那珂遺跡23次溝 SD44出土例（図９－３）は平面形にお
いて内を突出させてはいるものの内部長約0.9cm と非常に短くなっている。所属時期は弥生時代中期
後半～中期末で、多量の丹塗土器とともに出土している。
　先行研究により石戈の型式変化では、内が退化し、柄に嵌め込むための装着機能が失われていく方
向性が重視されてきた（下條，1976，1982；中村，1995，1997）。石戈①は内が装着部という機能を
失い、単なる突出部へと痕跡化していく型式変化の最終段階に位置付けられる。
　内をもたない石戈②の類例としては安永田遺跡出土例（図9－4）が挙げられる。５号トレンチの楕
円形もしくは溝状の落ち込みから出土している。所属時期は弥生時代中期後半～中期末であり、本遺
構からは祭祀土器が多量に出土している。蛇紋岩製で内をもたず、援・胡の端部（基端部）は弧状を
なす。形骸化し、僅かな突出部となった内がさらに簡略化されたため、弧状をなしているのかもしれ
ない。熊本県玉名市北の崎遺跡８号住居出土例（図９－５）は刃部から胡にかけてあまり広がらない。
穿は援・胡の端部（基端部）の比較的近接した位置にあけられている。変ハンレイ岩製である。所属
時期は出土土器から弥生時代中期末である。本遺構からは丹塗土器が出土しており、この住居跡の南
側には遺構が全くない空閑地が広がることから、報告者は居住のための建物ではない可能性を指摘し
ている（馬場編，2011）。穿の位置は異なるものの平面形、援端部（基端部）の形態は石戈②に類似
する。熊本県玉名市前田遺跡住居跡 S076出土例（図９－６）は胡の幅が狭く、鋒端部を両側から研
ぎ出し斧刃状にする３）。穿は援・胡の端部（基端部）から離れた位置に左右が近接してあけられてい
る。変成岩製である。所属時期は出土土器から弥生時代中期末である。

（３）使用石材の変化と石戈を用いる儀礼の担い手

　前述のように、先行研究では石戈のもつ様々な属性のうち、内に注目して編年が論じられてきた。
下條信行は、援と内に厚さの違いが段差で表現されている段階（Ａ型式）から厚さが漸移的に変化す
る段階（Ｂ型式）、そして援部が薄くなり援と内の厚さが等しくなる段階（Ｃ型式）に区分して、型
式変化を捉えた（下條，1982）。近年、寺前直人は援と内が形成する縦断面形に注目して、型式学的
変遷を整理した。そして、援と内の厚さの差を計測値で示し、最も段差の大きい福岡県遠賀町金丸遺
跡1号土坑墓出土例が最古型式であると指摘した（寺前，2014）。
　ところで、こうした石戈の型式変化の過程は大局的にみれば使用石材の変化に連動していると捉え
られる。まず寺前が列島出土の石戈の最古型式と指摘した金丸遺跡出土例は暗灰色凝灰質粘板岩製で、
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遠賀川下流の右岸域（北九州市域）に産出する石材とみられる。また、型式学的に古相であるＡ型式
は、遠賀川下流域の北九州市八幡西区金剛山遺跡群（香月遺跡、馬場山遺跡、辻田遺跡、原遺跡、門
田遺跡）で製作された、脇野亜層群由来の暗灰色・緑灰色を呈する凝灰質細粒砂岩製のものが主体を
なしている（梅﨑，1999）。馬場山遺跡 A-２号袋状貯蔵穴からはこの石材製のＡ型式の石戈が出土
している。出土土器から弥生時代前期末から中期初頭に位置付けられており、時期的に矛盾しない。
内が退化し始めるＢ型式は、遠賀川中流域の立岩遺跡群で製作されたとみられる赤紫色を呈する凝灰
質泥岩製のものが目立つ。この石材は立岩系石庖丁の素材と同一で、福岡県宮若市八木山川（千石
峡）周辺で採取できるものである。石質は北九州市域のものよりもやや悪く、火山灰や泥質部が抜け、
ところどころ穴が空いたものが多く含まれる（石戈①）。さらに内が痕跡化、あるいは内と胡が一体
化したＣ型式は蛇紋岩や片岩、滑石製のものが多数である（石戈②）。蛇紋岩や片岩、滑石といった
変成岩類は、片理によって剝離性に富む極めて軟質の石材であり、石器石材には適していない。その
ため儀器化の方向性に呼応した石材と評価できる。こうした変成岩類の石材原産地としては、福岡県
南部、久留米市東方～甘木・朝倉地域の三郡帯・三郡変成岩が候補として考えられる（日本の地質

『九州地方』編集委員会編，1992）。
　以上のように、石戈の型式変化に合わせてその使用石材は遠賀川下流域・北九州市域の凝灰質細粒
砂岩から遠賀川中流域・八木山川周辺の赤紫色泥岩、さらに三郡山地東南部の変成岩類へと遠賀川を
下流から上流に遡るように変遷しており、弥生時代中期中頃から中期後半、中期末にかけて急速に進
行する。こうした石戈の使用石材の南下現象、とりわけ脇野亜層群由来の凝灰質砂岩・泥岩から変成
岩類への石材の転換は甘木・朝倉地域や二日市地峡帯地域、筑紫平野の集団が石戈を必要とし、新た
に石材産地が開発された結果生じたと考えられる。また、弥生時代中期末は立岩遺跡群における石器
生産が衰退していく時期であり、石戈の需要－供給のバランスがこの時期に崩れ始めたことを示唆し
ている。本遺跡出土の石戈２点はその移行過程を示す資料といえる。

４　おわりに

　本稿では石庖丁と磨製石戈の検討をとおして、九州大学筑紫キャンパス遺跡群における石器利用の
特質について考察した。本遺跡が所在する福岡平野南部から二日市地峡帯の北縁にかけての地域の周
辺では、石庖丁や石斧といった農耕活動と密接に関わる石器の良質石材は採取できない。しかし、こ
のように利用可能な石材資源が乏しい状況下でありながら、弥生時代前期末から中期後半にかけて相
当の高率で人口が増加し（田中・小沢，2001）、地形的制約を遠因として物流ネットワークの要衝・
集約点としての地域特性が醸成されていく（溝口，2008）。
　石庖丁をはじめ外部資源である流通石器が多量に入手されている状況は、拠点的な消費地としての
遺跡様相を反映しているが、一方で他地域の集団との関係性に依存しなければ集落経営が立ちゆかな
くなるという矛盾・緊張関係を抱えていたとも評価できる。本遺跡で出土した２点の石戈はこうした
社会・文化的環境を背景として、地域を取り巻く集団との利害関係を調整するために生み出され、共
同体の儀礼の場で用いられたと解釈できる。
　なお、本稿では筆者の力量不足から中部高地や埼玉県熊谷市前中西遺跡出土の石戈の系譜関係など、
東日本の弥生社会における石戈の展開まで議論を深めることができなかった。こうした点は今後の検
討課題としたい。

（３）磨製石器からみた弥生時代の筑紫キャンパス遺跡群─石庖丁・石戈を中心に─
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註

１）なお、溝 SD316は上層・中層・下層に分層して遺物が取り上げられていたため、層ごとに後述する項目の検討を
試みたが、層位による明確な傾向の差はみられなかった。

２）能登原孝道によると、立岩系石庖丁の素材である赤紫色泥岩はビッカース硬度試験での計測が不可能（ダイヤモ
ンド圧子を押しつけた際、表面が丸くクレーター状につぶれる）なほど軟らかい岩石である（能登原ほか、2007、
p.6）。したがって、石庖丁の縮小はこうした岩石特性を反映している可能性もあり、「長期間」使用した結果と評価
できるかは難しい問題である。少なくとも他の石材製石庖丁よりも廃棄されるまでの消費スパンが長く、何度も研
ぎ直され使用が継続されたものといえる。

３）石川（2018）は、こうした石戈の先端部を斧刃状に研ぎ出すような再加工のあり方が、宮崎や中部高地でも共通
的に認められることから、石戈を用いる儀礼の広域的な波及を見出している。
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