
はじめに

　これまで筆者は、北部九州地域を主な対象として、
弥生時代の後半期における工具刃先の材質変化（鉄器
化）について、材質を横断して用いられる切削・加工
具である砥石の時期的変遷に着目して検討を進めてき
た（森２0１6・２0１8）。分析の結果、弥生時代中期後半
に鉄器研磨の頻度が高まったこと、後期前半以降に器
物の生産・消費システムが変化したことが明らかに
なった。
　しかしながら、北部九州の地域的特質について相対
的に評価し、時期的変化の歴史的意義を考察するため
には、列島の他地域との比較検討が課題として残され
ている。そこで本稿では、越後の弥生時代中期から後
期における集落遺跡出土の砥石の消費形態に関する分
析を基に、鉄器化の意義について考察する。

１ 　研究の現状と課題

⑴ 弥生時代における鉄器化に関する研究
　弥生時代の研究において鉄器化、鉄器普及の問題は
これまで非常に高い関心がもたれてきた。鉄器は、強
靱さという点で石器よりも物理的機能に長けているこ
とから、その導入の過程が社会変化を説明する一つの
根拠とされている。また鉄器化は、マルクス主義的視
点から生産力の増大を促したと解釈される傾向にあ
り、水田稲作の導入・展開とともに社会の複雑化の要
因や歴史的な契機として非常に高く評価されてきたと
いえる。
　また、生産・消費の側面においても石器と鉄器では

その供給源に起因して大きな差違がある。中村五郎
は鉄の需要と首長権の成立を結び付けて捉え、弥生
時代後期における流通機構の意義を論じている（中
村１96２）。都出比呂志は、鉄素材を列島の「外部」に
依存した日本列島の経済的特質に着目した。そして中
村と同様の視点で鉄素材の長距離交易の重要性を高く
評価し、列島の統合と前方後円墳の築造に表象される
広域的な社会秩序を引き起こしたと説明する（都出
１989）。鉄の需要に伴い、朝鮮半島南部の鉄資源輸入
の支配権をめぐる争いが生じた結果、瀬戸内・近畿地
域の優位に終わり、近畿による古墳時代成立へと進む
という理解（白石１99１）が１990年代まで主流となっ
ていた。松木武彦は互恵的な自給自足型の経済システ
ムから、一定の富の集約を要する外部資源依存型の経
済システムへの転換が、鉄の普及によって生じたと解
釈した（松木１996）。社会変化と首長権の成立を説明
する論理として、長距離交易という経済的なサブシス
テムの果たす役割と「倭国乱」との関係が注目されて
きた。
　一方で１980年代後半以降、列島の各地における鉄器
の組成や出土量、鍛冶技術に関する研究が進展した。
その結果、北部九州に比べ近畿地方における鉄器出土
量は少なく、近畿の優位性や先進性を示す根拠が乏し
いことが指摘されている（村上２000）。
　本稿で対象とする越後に関しては、弥生時代の鉄器
出土量は計１4遺跡・50点であり、日本海沿岸地域の中
で出土量として少ない地域といえる。しかしながら、
上越市裏山遺跡出土の鉄製方形板刃先（鋤先） 6 点、
長岡市姥ヶ入南遺跡出土の鍛造袋状鉄斧、三条市経塚
山遺跡出土の板状鉄斧、新潟市古津八幡山遺跡出土の
鉄剣など、環日本海地域における首長間交渉、すなわ
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ち朝鮮半島南部や北部九州との関連を示唆する鉄器の
出土も目立つ地域である。隣接地域からのリレー式伝
播のように、単純に西から東への量的な減衰として鉄
器の分布現象を評価することは困難であると考える。
　近年、滝沢規朗は弥生時代における越後・佐渡の鉄
器と青銅器の出土状況を詳細に検討し、系譜関係につ
いて考察した。鉄器の数量をみれば、北陸地域の卓越
性が顕著であるものの、鉄器の導入期にあたる弥生時
代後期後半には北陸南西部を経由せず伝来したものを
含んでいる可能性を指摘し、日本海沿岸地域における
越後の地域的特性が注目されている（滝沢２0１5）。
　越後における鉄器化の評価について、石川日出志は

「弥生Ⅴ～Ⅵ期の北陸系土器を出土する遺跡では石器
が全くみられず、鉄器化が完了した」と指摘した。一方、

「六地山遺跡のように天王山式系土器を出土する遺跡
では石鏃や石錐などをともなうのが普通である。そう
した集団での鉄製利器の普及度をはかるすべは現在な
い」と述べている（石川１997：534頁）。小池義人は「鉄
器の帰属時期については、中期・後期前半に遡る確実
な例は存在せず、普及が明確になるのは、高地性集落
が形成される時期と重なる後期後半以降」とした（小
池２00２：94頁）。

⑵ 砥石に関する研究
　弥生時代の集落遺跡出土の砥石に関しては、主に鉄
器化、鉄器普及の過程について解明しようとする視点
で注目されてきた。安田博幸は大阪府南河内郡河南町
東山遺跡（弥生時代中期～後期）の発掘調査報告書中
において、砥石に着目して鉄器化について考察した（安
田１979）。泥岩製の砥石が多数出土している一方、磨
製石器が数点のみの出土であることから、鉄器が大量
に使用されていたことが想定されている。
　禰冝田佳男は石器組成の分析に基づいて近畿地方に
おける鉄器の普及度を検討した。そして弥生時代中期
後半に砥石の組成比が増加すること、砥石には「目の
細かいものが多数を占めている」ことを指摘した。「砥
石の増加は磨製石器用の砥石に鉄器用の砥石が加わっ
たため」と把握している（禰冝田１998：74頁）。砥石
を対象とした分析において、石器組成に占める砥石の
割合の増加や、目の細かい砥石の増加を鉄器化に結び
つける捉え方は、分析方法における前提となっている。
しかしながら、先行研究や報告文中に認められる粗砥、
中砥、仕上砥といった砥石目の区分や使用痕などにつ
いては主観的・経験的に述べられる傾向が強く、具体
的な分析基準が示されていなかった。
　こうした研究状況のなか２00２年に村田裕一は、形態
や使用痕といった砥石の諸属性を整理し各属性の分類
基準を掲示した上で、弥生時代における砥石使用形態

の時期的変遷について検討した。特に、サンドペーパー
（研磨紙）を指標として砥石目（砥粒の大きさ、砥石
粒度）を客観的に提示する方法を確立した点は非常に
重要である（村田２00２）。また村田は、福岡県行橋市
下稗田遺跡における砥石目組成の時期的変遷について
分析し、弥生時代後期（後期中頃から古墳時代初頭を
含む）には、砥石目♯800（番目、以下省略）相当以
上の砥石の割合が全体の過半を大きく超え、画期であ
ることを指摘した。そして、弥生時代後期には主要な
道具の鉄器化が完了していたことを示唆している。砥
石の検討から鉄器化について接近するという先行研究
の視点を継承しつつ、方法的に砥石研究の新たな方向
性を示した点で非常に重要な研究成果と評価できる。
　近年は、村田により提示された分析方法をふまえ
た、北部九州を中心に一遺跡や小地域を対象とした砥
石の詳細な分析が進んでいる。渡辺尭志は、福岡市比
恵・那珂遺跡群における砥石の変遷を検討した（渡辺
２007）。土屋みづほは、東北部九州（遠賀川以東地域）
における砥石の分析から石器生産と鉄器化の関連につ
いて考察している。砥石目の時期的変遷の分析から、
石器から鉄器へという材質転換の過程が、ある時期を
もって鉄器が石器を凌駕するという段階的な変化では
なく、比較的緩やかな変化であったと評価した（土屋
2010）。
　筆者は弥生時代中期から後期における北部九州の集
落遺跡出土の砥石を分析した。その結果、①弥生時代
中期後半に砥石目が細粒化しており、溝状痕など鉄器
の研磨と関連する使用痕がみられる砥石が存在するこ
と、②後期前半以降には極めて細粒で仕上げ用の定形
砥石が増加すること、③定形砥石の石材に青灰色泥岩
が特徴的に含まれており、対馬島などの海岸部が石
材採取地であった可能性が高いことを指摘した（森
２0１6）。

⑶ 問題の所在
　弥生時代の越後における鉄器化については、鉄器そ
のものの出土量や石器組成の分析からアプローチされ
てきたが、その過程については資料の限界性もあり未
解明の課題となっている。
　一方、先行研究により砥石を用いて鉄器化の過程を
復元する方法が確立化している。具体的には弥生時代
中期後半から後期にかけての砥石目の細粒化、後期前
半以降における仕上げ用の定形砥石の増加が指摘され
ている。ただし、北部九州以外の地域では具体的な分
析が未だ少ない １ ）ため、地域的な評価・相対化が課
題となっている。また、鉄器化と関連する器物の生産・
流通の変化については、石器様式の伝統性という観点
から、その様態に地域的な差異があることも指摘され
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ている（寺前２0１１）。東北アジアの外縁部に位置する
日本列島の鉄器文化の特質を考察するうえでも、列島
各地における鉄器化についての定量的な比較検討が必
要であると考える。
　そこで本稿では越後を対象として弥生時代中期から
後期にかけて、砥石の消費形態がどのように変化した
のかについて検討し、鉄器化とその意義について考察
する。

２ 　資料と方法

⑴ 対象資料（第 １図）
　本稿では、新潟県内 5 遺跡出土の砥石計１3１点を対
象として検討する。対象資料の点数と所属時期につい
ては以下の通りである。時期については滝沢規朗によ
る土器編年研究（滝沢２000・２0１0）を参照した。なお、
時期の細分が可能な遺跡もあるが、分析対象資料数を
確保するため時期幅を広く捉えた。
　柏崎市箕輪遺跡（１3点、弥生時代中期中葉～中期後
葉）、村上市山元遺跡（ 5 点、弥生中期後葉～後期後葉）、
新潟市古津八幡山遺跡（２4点、弥生時代後期前葉～後
期後葉）、上越市下馬場遺跡（２5点、弥生時代後期中
葉～後期後葉）、上越市裏山遺跡（64点、弥生時代後

期後葉） ２ ）。

⑵ 方法（第 ２図）
　砥石のもつ属性には形態、重量、使用痕、付着物な
どがあるが、本稿では砥石目を主な属性として検討す
る。先行研究でも取り上げられてきたように、鉄器化
という要因が砥石に影響を与えるならば、切削・研磨
機能に関わる属性である砥石目に最も直接的に反映さ
れると想定できるためである。
　砥石目は村田裕一の方法（村田２00２）にならい、
サンドペーパーとの比較によって分類した。分類の
指標として用いたサンドペーパーは、JIS（日本工業
規格）♯40、♯60、♯80、♯１00、♯１２0、♯１50、♯
１80、♯２40、♯3２0、♯400、♯600、♯800、♯１000、
♯１500、♯２000の１5種類（三共理化学株式会社製）で、
♯40が最も粗く♯２000が最も細かい 3 ）。砥石目の同定
を行うために、手持ちルーペ（ Vixen製M１3）およ
び携帯型顕微鏡（ Kenko Tokina製Do・Nature STV-
40M）により、２0倍～40倍の範囲でサンドペーパーと
砥石の構成鉱物粒子の粒径を相互に比較した。♯40か

第 1図　対象遺跡の分布図（S=1/2,000,000）

第 2 図　砥石の形態分類（S=1/2）
1 ・ 2 とも裏山遺跡出土
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ら♯１２0までを粗砥、♯１50から♯400までを中砥、♯
600以上を仕上砥として便宜的に区別する。砥石目に
よって研磨対象物に形成される凹凸の深さに差異があ
り、概ね粗砥・中砥・仕上砥の区分に対応するとされ
る（村松１973）。
　なお、土屋みづほは砥面ごとに砥石目を検討してお
り（土屋２0１0）、適切な方法と筆者も認識しているが、
対象資料において一個体内で砥石目に顕著な差がある
ものは認められなかったため、主要な砥面の砥石目を

同定した。
　その他の属性として、形態（定形・不定形）、使用
石材、使用痕（溝状痕・光沢）、付着物（錆状付着物）4 ）、
重量について観察・計測した。ここで定形砥石とは「平
坦面が互いに稜をなして接しているもの、または加工
痕がみとめられるもの」（土屋２0１0：4１0頁）と定義し、
それ以外の形態のものを不定形砥石とする。ただし平
坦面が互いに稜をなして接する砥石のうち、すべての
面に自然面（礫面）が認められる自然石を直接利用す

第 5図　砥石目組成（古津八幡山遺跡） 第 8図　砥石目の累積頻度（遺跡別）

第 4図　砥石目組成（山元遺跡）

第 3図　砥石目組成（箕輪遺跡）

第 7図　砥石目組成（裏山遺跡）

第 6図　砥石目組成（下馬場遺跡）
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るものは不定形砥石に含めた。

３ 　分析

⑴ 砥石目（第 ３図～第 8図）
　各遺跡出土砥石の砥石目の組成を比較し、通時的に
砥石使用形態を検討する。
　まず、箕輪遺跡（弥生時代中期中葉～中期後葉）は
不定形砥石のみで占められ、砥石目♯１２0・♯１50が
多い。山元遺跡（弥生時代中期後葉～後期後葉）も不
定形砥石のみで占められ、点数は少ないものの粗砥が
多い。古津八幡山遺跡（後期前葉～後期後葉）は２4
点中 9 点（37.5％）が定形砥石で、砥石目♯600・♯
800と♯２000に度数分布のピークが ２ つある。定形砥
石は仕上砥で占められ、 5 点が砥石目♯２000である。
下馬場遺跡（弥生時代後期中葉～後期後葉）は２5点中
２3点（9２.0％）が不定形砥石である。砥石目♯１２0と
♯400にピークが ２ つあり、仕上砥は少ない。裏山遺
跡（弥生時代後期後葉）は64点中46点（7１.9％）が定
形砥石である。砥石目♯２000に一極集中するが、粗砥・
中砥も一定量認められる。
　以上のことから、弥生時代中期の箕輪遺跡では不定
形砥石のみで占められ粗砥・中砥が多く、弥生時代後
期以降の古津八幡山遺跡や裏山遺跡では極細粒の仕上
げ用の定形砥石が多く含まれるようになったことがわ
かる。一方で下馬場遺跡では定形砥石が少なく、粗砥・
中砥の不定形砥石が非常に多い。
　こうした時期的変遷の傾向は、遺跡別の砥石目組成
の累積頻度グラフにおいても明瞭である（第 8 図）。
このグラフは砥石目の粗いものから細かいものへと順
に出現頻度を累積したもので、傾きの急な部分がその
砥石目の全体に占める割合が大きいことを示してい
る。箕輪遺跡と山元遺跡では点数が少ないものの、砥
石目♯60から♯１２0で全体の過半を超えるが、古津八
幡山遺跡と裏山遺跡では砥石目♯600から♯800で超
える。古津八幡山遺跡に比べ裏山遺跡の方がグラフの
傾きが緩やかである。これは、粗砥・中砥も一定量含
まれており、砥石目が比較的多様であることを示して
いる。以上のように、弥生時代中期中葉から後期後葉
へと時期を追って砥石目のより細かい方へと組成が推
移したことがわかる。
　ただし、弥生時代後期中葉～後期後葉の下馬場遺跡
では砥石目♯１80から♯２40で全体の過半を超えてお
り、古津八幡山遺跡や裏山遺跡に比べ中砥の占める割
合が大きいことを示している。

⑵ 使用石材（第 １表～第 5表）
　砥石の使用石材は時期を通じて堆積岩系石材（砂岩

など）や微粒の凝灰岩が主体を占めている。これは砥
石が石英などの鉱物粒子の均質性と組成が、切削・研
磨機能に決定的な影響を与える道具であるためであ
る（村松１973、柴田書店編１999、大工道具研究会編
２0１１）。
　箕輪遺跡は安山岩製の不定形砥石で占められる。使
用石材に規定され、砥石目が粗い傾向にある。山元遺
跡では砂岩・礫岩製が 5 点中 4 点を占める。古津八幡
山遺跡は２4点中１２点（50.0％）が砂岩製で、凝灰岩製
の定形砥石が 6 点（２5.0％）を占める。下馬場遺跡は

第 1表　使用石材（箕輪遺跡）

第 2表　使用石材（山元遺跡）

第 3表　使用石材（古津八幡山遺跡）

第 4表　使用石材（下馬場遺跡）

第 5表　使用石材（裏山遺跡）
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２5点中２１点（84.0％）が砂岩製である。裏山遺跡は64
点中２3点（35.9％）が凝灰岩製で、そのうち２２点が定
形砥石である。古津八幡山遺跡や裏山遺跡では、仕上
げ用の定形砥石に凝灰岩が特徴的に用いられている。

⑶ 使用痕・付着物（第 ９図～第１２図・写真 １・２）
　砥石表面の使用痕（溝状痕・光沢）、付着物（錆状
付着物）の有無を確認する。
　まず溝状痕について検討する。これは砥面に認めら

れる、幅 ２ ㎜以下で横断面形がＶ字状あるいはレ字状
を呈する非常に鋭利な痕跡である（写真 １ ）。実験的
な検証は不十分であるが、鉄器を仕上げたり、表面の
バリ状の部分を研磨する際、刃先が砥面に接触した際
に生じた痕跡とみられる（村田２00２）。
　溝状痕は山元遺跡で １ 点（２0.0％）、古津八幡山遺
跡で 6 点（２5.0％）、下馬場遺跡で１3点（5２.0％）、裏
山遺跡で２9点（45.3％）の資料に認められる。箕輪遺
跡では認められず、弥生時代後期以降の遺跡で多く確

写真 1　溝状痕（裏山遺跡出土砥石）

写真 2　錆状付着物（裏山遺跡出土砥石）

第 9図　使用痕・付着物（山元遺跡） 第12図　使用痕・付着物（裏山遺跡）

第11図　使用痕・付着物（下馬場遺跡）

第10図　使用痕・付着物（古津八幡山遺跡）
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第15図　重量分布（山元遺跡）

第 6表　遺跡別の砥石組成（表中の数値は点数を示す）

第18図　重量分布（裏山遺跡）

第14図　重量分布（箕輪遺跡）

第13図　重量分布（対象遺跡全体）

第17図　重量分布（下馬場遺跡）

第16図　重量分布（古津八幡山遺跡）
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認される。下馬場遺跡では溝状痕と砥石目の相関関係
はなく、粗砥・中砥・仕上砥にまんべんなく認められ
る一方、裏山遺跡では砥石目♯２000に集中する。
　次に砥面の光沢である。村田（２00２）のいう使用痕
分類Ｈである。研磨対象物との接触によって反対に砥
石の構成鉱物が摩耗し、光沢を帯びたものと考えられ、
仕上砥に特有の痕跡といえる。光沢は下馬場遺跡で １
点（4.0％）、裏山遺跡で 5 点（7.8％）の資料に認めら
れ、砥石目♯２000に集中する。
　最後に錆状付着物をみる。これは砥石の表面にみら
れる赤錆状の物質である（写真 ２ ）。実体顕微鏡を用

いた詳細観察の結果、この付着物は石材を構成する鉱
物に挟まれるように付着あるいは嵌入しており、表面
には顕著な擦痕が認められるものも含まれることがわ
かった。また溝状痕の溝内面や周辺に認められる場合
もあることから、土壌中の鉄分ではなく、鉄器を研磨
する際に付着したといえる。鉄器の表面に生じたバリ
や鉄分が砥石を構成する鉱物に絡め取られ、水や酸素
と反応することで錆状に銹化したものと考える 5 ）。
　錆状付着物は古津八幡山遺跡で ２ 点（8.3％）、下馬
場遺跡で ２ 点（8.0％）、裏山遺跡で ２ 点（3.１％）の資
料に認められる。

第19図　裏山遺跡出土砥石（S=1/2）
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　以上のように、弥生時代後期以降、鉄器の研磨との
関連が考えられる使用痕・付着物のみられる砥石が一
定量確認される。

⑷ 法量・セット関係（第１３図～第１8図・第 ６表）
　対象とした砥石は基本的に欠損しており、完形品が
少ないため厳密に法量の区分をすることは困難だが、
破片によってもおおよその傾向を把握することが可
能であると考える。重量によって400g未満を小型品、
400～１,２00gを中型品、１,２00～２,000gを大型品、２,000g
以上を特大型品に便宜的に区分して、各遺跡における
砥石のセット関係とその遺跡間変異を検討する。小型
品（特に１00g未満のもの）は砥石自体を手に持って
使用した手持砥、中型・大型・特大型品は定置して加
工対象物を動かして使用した置砥と考えられ、特大型
品は運搬の頻度が相対的に低かったものと想定する。
　箕輪遺跡は中型品が１3点中 9 点（69.２％）を占め、
大型品・特大型品を含まない。山元遺跡は点数が少な
いものの法量は多様である。古津八幡山遺跡は小型
品が２4点中１3点（54.２％）を占め、大型品・特大型品
は僅少である。下馬場遺跡は特大型品が２5点中 8 点

（3２.0％）を占める。大型品には鉄針の先端との接触
が示唆される痕跡のあるものが含まれ、玉作との関連
が考えられる。鉄製小型棒状工具や鉄針の先端部の調
整（切削・研磨）にこれらの砥石が臨機的に使用され、
その際に形成された痕跡と考える（森２0２0a）。裏山遺
跡は小型品が64点中36点（56.3％）を占め、そのうち
定形砥石は２8点である。

４ 　考察

⑴ 越後における鉄器化の評価（第１９図）
　弥生時代における越後の集落遺跡出土の砥石に関す
る分析の結果、弥生時代中期から後期へと通時的に砥
石目の細かい砥石が増加することが明らかになった。
古津八幡山遺跡や裏山遺跡出土砥石でこの傾向が顕著
であり、裏山遺跡では40.6％にあたる２6点が砥石目♯
２000のものである。また、鉄器の研磨と関連すると考
えられる使用痕・付着物がみられる砥石も一定量認め
られる。以上のことから、越後では遅くとも弥生時代
後期後葉に鉄器化したと考えられる。
　ただし、弥生時代後期の遺跡のなかでも下馬場遺跡
では、極細粒の小型定形砥石はほとんどみられず粗砥・
中砥の中型品・特大型品が多くみられる。鉄器あるい
は玉などの様々な器物の生産段階により近い状況でこ
うした砥石が用いられたものと考えられ、弥生時代後
期には地域内で集落ごとに砥石組成の差異が認められ
る点も注目できる。

　下馬場遺跡では、 6 基の竪穴で一般的な煮炊き用と
みられる炉のほかに複数の焼土面（焼土の集積および
床面の硬化箇所）が確認されており、鍛冶滓が １ 点出
土している（尾崎編２005）。１3号竪穴では、直径50㎝
の浅い窪みをもつ硬化・焼土の集中範囲が ２ 箇所検出
されており、こうした焼土面は村上恭通（２007）のい
うⅢ類もしくはⅣ類鍛冶炉（掘りかたがない、もしく
はほとんどもたず床面をそのまま炉として使用するも
の）の可能性がある。不定形の粗砥・中砥はこうした
鉄器生産で用いられたものを含むと考えられる。
　弥生時代後期には、砥石目の細粒化に連動して砥石
の定型化（定形砥石の増加）も進行する。砥石形態は
砥面形態と結び付き、砥面形態は研磨方法（研磨対象
物の形状に対応する手の動かし方）と関連するため、
定形砥石には鉄器に使用したものが多く含まれると考
えられる（村田２00２）。特に横断面形が長方形ないし
正方形（主面・裏面が平坦面をなすもの）で、長軸の
縦断面形が鞍状にゆるやかに内湾するものは、鉄器の
研磨に適合した特徴的な砥面形態とみられる。
　また、古津八幡山遺跡や裏山遺跡では小型の定形砥
石に緻密な凝灰岩が特徴的に用いられている。鉄器を
研磨するための極細粒の仕上砥の必要性が増大し、こ
うした砥石に適した石材の選択的な利用が示唆され
る。これらの遺跡の出土砥石には、平面が長楕円形を
呈する円礫の左右の側辺に長軸方向の擦切 6 ）を加え
て切断し、小型・中型の定形砥石を成形するという特
徴的な製作技術が認められる（第１9図）。
　このような状況は、弥生時代後期、特に後期後葉に
鉄器使用を前提とするような器物の生産・消費システ
ムへと変化したことを示唆する。なお、砥石組成にお
ける仕上げ用の小型定形砥石の増加と仕上砥に適した
石材の産地開発という変化は、北部九州の弥生時代中
期から後期にかけての変化と現象面で符号する。ただ
し、北部九州では長距離交易ネットワークのルート上
に仕上砥の石材産地が新たに開発される一方、越後で
は各集落周辺の在地石材を利用するという点で異なっ
ている。各地域において、遺跡を取り巻く石材環境に
応じてこうした差異が発現したと考えられる。

⑵ 鉄器加工痕のある砥石（第２0図・第２１図）
　砥石の定型化に呼応する現象として、鉄器による加
工痕がみられる砥石の出現がある。対象資料では古津
八幡山遺跡で認められる（第２0図）。古津八幡山遺跡
第１7次調査で出土したもので、遺跡北東部の居住区の
溝SD１7１１8出土品と１3T１7区Ⅰ層出土品が接合する。
所属時期は弥生時代後期後葉と考えられる。柱状の形
態で長さ１5.5㎝、幅6.4㎝、厚さ6.3㎝、重量770.２gを
測り、浅黄色の色調を呈する砂岩製である。
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第20図　古津八幡山遺跡出土砥石（S=1/2）

第21図　北陸・越後における鑿・鏨の類例（S=1/2）
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　全面に長軸方向の加工痕が認められる。加工痕が隣
接して切り合っているため、本来の工具痕の幅を判断
できる部分は少ないが、Ａ面・Ｂ面の加工痕の幅は約
１.8㎝を測る。加工痕の端部（始点）は直線的で、断面（加
工痕の底部）は平坦である。加工痕の深さは約 １ ㎜で、
加工単位は約１.0㎝と非常に短い。工具痕を切って砥
面が形成されている。Ａ面・Ｂ面の工具痕は、砥面を
形成するための粗いミガキにより痕跡が不明瞭となっ
ている。加工痕の幅から刃部幅約１.8㎝の鑿状工具に
よる加工と考えられる。加工対象が石であることから、
材質的により強靱な金属製の鑿状工具、具体的には鉄
鑿による加工によるものと想定される。また、加工単
位が非常に短く刃端痕が連続的な稜線をなさないこと
は、鉄鑿の刃先を正確に石材に当てて、一回ずつ表面
を平滑に仕上げるような整形加工で形成されたことを
示唆する。鉄鑿の基部にハンマーを当てて加撃する「ソ
エアテウチ」による加工であろう（グーラン［中村訳］
１98１）。刃先痕は直線的であることから、平刃の叩き
鑿・突き鑿による加工と考えられる。弥生時代以降、
鑿には広刃と狭刃の組み合わせがあり、このうち狭刃
に該当する。古瀬清秀分類（古瀬１99１）の鑿ⅡB類で
あり、「軽い打撃ないし手の力で、曲面や入りこんだ
部分の細工に威力を発揮した、必要度の高い小型工具」
と評価される。
　北陸・越後における弥生時代の鉄鑿の類例として、
石川県加賀市千崎Ｂ遺跡出土品（弥生時代終末期）が
挙げられる（第２１図- 3 ）。古津八幡山遺跡出土の砥石
の加工痕の幅に近似する。また、石川県小松市八里向
山遺跡の竪穴住居跡SI0１（弥生時代終末期）から袋
状鉄鑿（第２１図- 4 ）、同遺跡の竪穴住居跡SI0２から鉄
器による加工痕がみられる砥石が出土している。
　以上のように北陸・越後では遅くとも弥生時代後期
後葉～終末期に鉄器を用いた砥石の成形技術が存在し
ていたと考えられ、鉄製工具の普及は砥石の加工や定
形化（定形砥石の増加）、生産・消費システムにも影
響を与えたことが示唆される。自家消費として砥石を
使用する場合、形態の規格性は相対的に低いものと考
えられ、加工痕のみられる砥石の存在は土屋みづほや
櫻井拓馬が指摘するように製品としての流通を示して
いよう（土屋２0１0、櫻井２0１3）。

おわりに

　本稿では、越後の弥生時代の集落遺跡出土砥石の消
費形態について検討し、以下の点を指摘した。①弥生
時代後期に砥石目が細粒化しており、溝状痕など鉄器
の研磨と関連すると考えられる使用痕・付着物がみら
れる砥石が存在すること、②極めて細粒で仕上げ用の

定形砥石が増加し、鉄器による加工痕のみられる砥石
も含まれること、③定形砥石の石材には緻密な凝灰岩
が特徴的に含まれており、仕上砥に適した石材の選択
的な利用が示唆されることである。
　以上のことから、越後では弥生時代後期、特に後期
後葉に鉄器化が進行し、鉄器使用を前提とするような
器物の生産・消費システムへと変化したと考えられる。
　なお、本稿の分析では弥生時代中期後葉から後期前
葉にかけての対象資料数が非常に少ない。そのため、
資料数を一定量確保できた弥生時代後期後半の分析結
果が相対的に強調されている可能性は否めない。こう
した時期的変遷の妥当性については分析資料を増加
し、あらためて検討したい。
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註
１ ） 近畿地方における弥生時代の鉄器化については別稿

で論じている（森２0２0b）。
２ ） 砥石として報告された資料のうち、明確な砥面をもた

ず円礫状の形態をなす石製品は磨石とし、分析対象
から除外した。また、裏山遺跡から軽石製研磨具と
呼称される石製品が１65点出土しているが、鉱物の斑
晶が含まれず通常の砥石と同一基準での分析を行う
ことが難しいため対象としていない。

3 ） 砥石目はJIS（日本工業規格）により２5. 4 ㎝（ １ イン
チ）四方の枠を分割したふるいの目で表される。表
記は「♯」を用い、例えば♯１00は １ インチ四方の枠
を１00分割したふるいの目を通過できる大きさの砥粒
であることを示す。

4 ） そのほか、他地域の遺跡ではタール状付着物と呼称
される黒色で粘着質の物質の付着がみられるが（森
２0１6）、対象資料には認められない。

5 ） 錆状付着物の付着・形成メカニズムに関しては未解明
であり、理化学的分析を含め今後の課題としたい。

6 ） 擦切痕の幅は約 １ ㎜と非常に狭い。厚さの点から、弥
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生時代中期の玉作で用いられる石鋸による痕跡では
なく、鉄製工具による擦切の痕跡であると考える。
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図版出典
第 １ 図・第 3 図～第１8図：筆者作成。
第 ２ 図・第１9図：小池ほか編２000より一部改変・転載。
第２0図：相田ほか編２0１4より資料実見のうえ改変・再ト

レース。
第２１図：善端編１998、石川ほか編２0１0、望月ほか編２004、

松山・林編１998より一部改変・転載。
写真 １ ：小池ほか編２000掲載資料（図版57-１6の一部分）

を筆者撮影・作成（上越市教育委員会蔵）。
写真 ２ ：小池ほか編２000掲載資料（図版6１-53の一部分）

を筆者撮影・作成（上越市教育委員会蔵）。
第 １ 表～第 6 表：筆者作成。
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