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はじめに
　弥生時代の生業を支える道具としての石器は、水稲農耕社会に必要不可欠の文化要素であり、基幹
をなす物資であった。弥生文化を構成する物質文化のなかで大陸系磨製石器と呼ばれる石器群は、農
耕文化の担い手や文化受容の在り方を考察する上で注目され、これまで研究が蓄積されてきた。
　本稿では、東北地方北部の柱状片刃石斧2例（荒谷遺跡出土品、成田彦栄氏収集品）について、列島
各地における類例との比較検討をとおして系譜と時期を明らかにする。

1．研究の現状と課題
（1）研究史
　弥生時代における片刃石斧が中国大陸・遼東半島、朝鮮半島に系譜を辿れる物質文化であることは、
採集品の比較によって古くから指摘されてきたが、多くは形態的類似性を指摘することにとどまって
いた。型式学的検討に基づいて、系譜関係や地域的な展開過程について初めて具体的に論じたのは下
條信行である。下條は、朝鮮半島南部からの定型化した片刃石斧の流入と列島各地域における形態の
弛緩、変容過程を提示し、農耕文化の受容の在り方と地域的な展開について述べている（下條1997・
2002）。柱状片刃石斧については、横断面形、抉り上部から基部にかけての形態、後主面（刃部側の面）
の形態、刃部形といった属性が注目されている。
　福田一志は長崎県壱岐市原の辻遺跡における片刃石斧について検討し、石器器面に認められる石の
目（以下、葉理方向と呼称）が石庖丁や石鎌などの他の器種とは異なっている点、および器種ごとに共
通性がみられる点を指摘している（福田2005）。中勇樹は、下條による型式学的研究の成果をふまえ、
葉理方向に着目し製作技術的特徴によって片刃石斧を分類し、西日本における展開過程を考察してい
る（中2008）。
　斎野裕彦は東北地方の弥生時代、および時期的に併行する北海道の続縄文時代の柱状片刃石斧につ
いて形態的特徴や組成、形態変化を検討した（斎野1998）。形態的特徴に基づき、柱状片刃石斧をⅠ～
Ⅲ類の3種類に分類し、そのうち弥生文化に特徴的な形態であるⅠ類は弥生時代中期の仙台平野（宮
城県仙台市高田Ｂ遺跡）を北限とすると指摘した。
　近年、青森県八戸市荒谷遺跡において、埋設土器の横に添えられたような状態で完形の柱状片刃石斧
が1点出土した。東北地方北部における柱状片刃石斧の唯一の遺跡出土事例であり、弥生文化の広がり
を考察するうえで本資料のもつ意義は極めて大きいといえる。報告者は前述の下條による型式学的研究
の成果をふまえ、弥生時代前期後半から前期末の所産であると指摘した（水野編2007）。その後、青森市
の医師・成田彦栄氏が収集した考古資料のなかにも柱状片刃石斧が1点確認された（関根・上條編2010）。
　佐藤由紀男は、弥生時代における東北地方の磨製石斧について重量・比重分析の観点から検討を行
い、在地製作品と搬入品の峻別を試みている。この検討のなかで荒谷例と成田彦栄氏収集品について
は、東北地方北部における石斧石材の比重の最頻値（峰部）から大きくずれることから、西日本からの
搬入品である可能性を示唆している（佐藤2012）。

東北地方北部の柱状片刃石斧をめぐって
― 系譜と時期の検討 ―
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（2）問題の所在
　現在、汎列島的な視点での型式学的検討は行われていないため、東北地方北部の柱状片刃石斧2例
の系譜や時期的な位置づけについては不明瞭となっている。特に、荒谷例が広域編年上、いつの時期
の所産であるのかを明らかにすることは、列島における弥生文化の広がりやその年代に関する議論に
極めて重大な影響を及ぼすものと考える。そこで本稿では、東北地方北部の柱状片刃石斧2例につい
て詳細に観察・検討したうえで、列島各地の類例と比較することで系譜（製作地）とその製作された時
期について考察する。

2．資料の検討
（1）青森県八戸市荒谷遺跡（第2図1）
　荒谷遺跡のＡ区配石西側埋納遺構から出土した抉入柱状片刃石斧である（水野編2007）。本資料は
配石の下位から、14点のメノウ原石が入った埋納土器（深鉢）の横に添えられたような状態で出土した。
石斧の後主面側が上を向いて出土していることから、本資料は柄から取り外された状態でメノウの原
石とともに埋設されたと考えられる。深鉢は縄文（横位方向の LR 斜行縄文）が施された在地系の土器
で、口縁部が残存していないことなどから所属時期の認定が困難である。遺跡全体では縄文時代晩期
後半以降の各時期の遺物がみられるが、Ａ区配石遺構東側では大洞Ａ ’ 式から砂沢式が主体を占めて
いる（櫻井2009）。また、配石遺構は砂沢式土器を主体とする第6号住居跡と重複関係があり、この住
居が河川氾濫の砂により埋没した後に配石遺構が形成されていることから、砂沢式期の所産である蓋
然性が高いと考える。

第1図　本稿で対象とする遺跡の位置（S=1/10,000,000）
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　完形品で長さ22.6㎝、幅3.9㎝、厚さ5.3㎝、重
量803.0g を 測 り、比 重 は2.69で あ る（ 佐 藤
2012）。灰色～にぶい黄色（5Y4/1 ～ 2.5Y6/4）
の色調を呈する砂岩ホルンフェルス製で、葉理
方向は不明瞭であるが縦目である。後主面は直
線的で、基部から6.4㎝の位置に長さ3.6㎝、深さ
4㎜の抉りを有する。抉りは敲打によって整形
されており、研磨は施されていない。抉りの上
部は研磨されており、抉り部分の敲打痕を切っ
ている。基端部は研磨が施され平坦になってお
り、横断面形はトンネル形で、後主面は平滑だ
が僅かに膨らむ。また、前主面に稜はなく丸み
を帯びる。刃縁に刃こぼれはない。刃面上部に
鎬はなく曲面をなしており前主面へと繋がる。
（2）成田彦栄氏収集品（第2図2）
　弘前大学人文社会科学部北日本考古学研究セ
ンターが所蔵する、成田彦栄氏収集品の抉入柱
状片刃石斧である（関根・上條編2010）。本資
料の出土地は不明であるが、成田氏収集品の多
くが津軽地方における採集品であるため、当地
域出土の可能性が高いと考えられる1）。
　完形品で長さ14.8㎝、幅3.4㎝、厚さ4.0㎝、重
量323.4g を 測 り、比 重 は2.67で あ る（ 佐 藤
2012）。灰色～やや灰オリーブ色（7.5Y5/1 ～
7.5Y4/1）の色調を呈する泥岩ホルンフェルス製
で、葉理方向はやや斜行する縦目である。後主
面は外反し、基部から4.5㎝の位置に長さ1.8㎝、
深さ3㎜の浅い抉りを有する。抉りは不明瞭な
横方向の研磨痕がみられる。抉りの上部は敲打
痕が残存し、研磨痕は不明瞭である。基端部は
研磨が施される。横断面形は隅丸台形である。
刃縁はわずかに丸みを帯び、後主面側の刃部に
使用痕とみられる長軸方向の線状痕が認められ
るため、使用品と考える。刃面上部と前主面の
境は屈曲するものの鎬はあまい。

3．類例との比較
　東北地方北部における柱状片刃石斧の系譜と
時期を明らかにするために、列島各地の主な柱
状片刃石斧の類例と比較検討する2）。地理的に

第2図　東北地方北部の柱状片刃石斧（S=1/3）
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第3図　東北地方中・南部の柱状片刃石斧（S=1/3）

第4図　越後・北陸地方の柱状片刃石斧（S=1/3）
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近い地域から順にみていく。
（1）東北地方中・南部（第3図）
　当地域において柱状片刃石斧の出土例は非常に少なく太平洋側に偏る。宮城県仙台市高田Ｂ遺跡で
抉入柱状片刃石斧の破片が2点出土している（第3図1・2）。第3図1は抉り部分の破片で横断面形は
隅丸台形を呈する。珪質凝灰岩製である。第3図2は基端部から抉りまでの破片で横断面形は方形を
呈する。輝緑岩製である。後主面および左右両側面が僅かに膨らむ。基端部に向かって幅が狭くなり、
平面形は長台形をなす。また、抉りの上部は直線的に前主面側へ強く傾く。所属時期は弥生時代中期
中葉（桝形式古段階）と考えられる（高瀬2004）。
　福島県いわき市龍門寺遺跡で柱状片刃石斧の刃部の破片が1点出土している（第3図3）。角閃変岩
製である。破片のため全体の形状は不明だが、刃面や後主面はやや丸みを帯びるようである。所属時
期は弥生時代中期中葉（龍門寺式）と考えられる（杉山2010）。
（2）越後・北陸地方（第4図）
　新潟県長岡市大武遺跡で柱状片刃石斧が4点出土している。そのうち1点は抉り部分の下半から刃
部にかけての破片で、葉理に沿って長軸方向に大きく破損している（第4図1）。緑色凝灰岩製である。
刃面上部の鎬は不明瞭で、刃部端から前主面側へと直線的に繋がる。抉りは弧状をなし、横方向の研
磨痕が認められる。遺跡の展開過程から、所属時期は弥生時代中期中葉（小松式）と考えられる。
　新潟市大沢遺跡（稲島馬渡）で完形の抉入柱状片刃石斧が1点採集されている3）（第4図2）。長さ
16.20㎝、幅3.25㎝、厚さ4.20㎝、重量418.8g を測り、細粒砂岩製である。前主面および左右両側面は僅
かに膨らみ、横断面形は隅丸方形をなす。抉りは弧状をなし、基部は丸みを帯びる。
　石川県小松市八日市地方遺跡では複数の柱状片刃石斧が出土している。第4図3は基部の破片である。
横断面形は左右両側面がやや丸みを帯びた台形を呈する。「〕」の形の抉りを有し、方形の基部をもつ。
第4図4は刃部の破片である。横断面形は長方形で左右両側面が僅かに膨らむ。刃面上部に鎬はなく、
前主面側へ緩やかに繋がる。遺跡の展開過程から、弥生時代中期前葉（八日市地方4・5期）から中期中
葉（八日市地方6 ～ 8期）の所産と考えられる。
　石川県七尾市赤浦遺跡で抉入柱状片刃石斧が1点出土している。長さ13.5㎝、幅3.0㎝、厚さ3.7㎝を
測る。横断面形は前主面が丸みをもちトンネル形を呈する。抉りは弧状をなし、基部は方形だがやや
丸みを帯びる。遺物包含層からの出土であり所属時期の判断は難しいが、弥生時代前期後葉から前期
末（柴山出村式）の土器が出土している。
（3）北部九州（第5図）
　福岡市瑞穂遺跡、佐賀県神埼市・吉野ヶ里町吉野ヶ里遺跡で完形の抉入柱状片刃石斧が出土してい
る（第5図1・2）。瑞穂例は泥岩ホルンフェルス製、吉野ヶ里例は白色の色調を呈する流紋岩製で、い
ずれも葉理方向は縦目である。抉りの上部は前主面側へ直線的に傾き、基端部は平坦である。瑞穂例
は抉りが弧状をなす一方、吉野ヶ里例は「〕」の形をなす。前主面および後主面はそれぞれ平坦で、左
右両側面との境はしっかりとした稜をなす。津古内畑1次例（第5図3）は大型の完形品で法量の点か
ら荒谷例に近似する。含偽礫砂岩製4）で葉理方向は縦目である。横断面形は長台形を呈する。前主面
は左右両側面との境の研磨が不十分であり、結果として前主面側がやや丸みを帯びる。荒谷例と同様、
敲打により弧状の抉りを形成する。9号袋状竪穴からの出土で、伴出した土器から所属時期は弥生時
代前期中葉から前期後葉（板付Ⅱ a・Ⅱ b 式）に位置づけられる。
　長崎県平戸市里田原遺跡や福岡県行橋市下稗田遺跡、福岡市四箇遺跡、佐賀市増田遺跡では中・小
型の抉入柱状片刃石斧が多数出土している（第5図4 ～ 8）。里田原37次例（第5図4）、増田3区例（第
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第5図　北部九州の柱状片刃石斧（S=1/3）

籾10号_20森氏_責1c[175-184].indd   178 2021/03/23   15:14:06



179

東北地方北部の柱状片刃石斧をめぐって

5図7）、増田5区例（第5図8）は砂岩ホルンフェルス製である。葉理方向は縦目で、成田彦栄氏収集品
と同様、やや斜行する例もある（第5図7）。前主面に敲打痕が多く残存し、横断面形はトンネル形や
隅丸方形を呈する。前主面側は刃面のみが研磨され、刃面上部の鎬は不明瞭である。増田3区例、増
田5区例は遺跡の展開過程および甕棺の型式から、所属時期は弥生時代前期末から中期初頭（板付Ⅱ c
式～城ノ越式）と考えられる。
　下稗田例（第5図5）は泥岩ホルンフェルス製で葉理方向は縦目である。横断面形は方形を呈し、前
主面および後主面はそれぞれ平坦で左右両側面との境は稜をなす。抉りは「〕」の形をなす。Ａ地区95
号貯蔵穴からの出土で、伴出した土器から所属時期は弥生時代中期初頭から中期前葉（城ノ越式～須
玖Ⅰ式古段階）と考えられる。
（4）小結
　以上の比較検討から、東北地方北部の柱状片刃石斧2例は、地理的に近い東北地方中・南部や越後地
方のものよりも北部九州の出土品に形態的特徴の共通点を多く見出せることが明らかになった。また、
東北地方中・南部や越後地方では弥生時代中期中葉以降に柱状片刃石斧が新たに石斧組成に加わった
こと、刃面上部に鎬をもたず、刃部から前主面にかけて緩やかに繋がるような、形態的に弛緩したも
のが多いことが確認された。したがって、東北北部の柱状片刃石斧は弥生時代中期中葉以前に北部九
州で製作されたものと考えられる。

4．考察：石斧はいつ製作されたか
　本稿では、東北地方北部の柱状片刃石斧2例について検討した。列島各地の柱状片刃石斧と比較し
た結果、これらの石斧は北部九州で製作され東北地方北部に完成品（製品）として搬入されたと考えら
れる。以下では製作された時期について考察していく。
　まず荒谷例は、抉り上部から基端部にかけての形態や側面形が吉野ヶ里例（第5図2）や津古内畑1次
例（第5図3）と類似するものの、横断面形において左右両側面が僅かに膨らみ、刃面上部の鎬がなく曲
面をなすことなど、形態的に弛緩し型式学的に新しい。津古内畑1次例は9号袋状竪穴からの出土で
あり、伴出した土器から所属時期は弥生時代前期中葉から前期後葉（板付Ⅱ a・Ⅱ b 式）に位置づけら
れる。したがって、荒谷例はそれより新しい時期、すなわち弥生時代前期後葉から前期末（板付Ⅱ b・
Ⅱ c 式）に製作されたものと考えられる。
　次に成田彦栄氏収集品は、抉り上部から基端部にかけての形態や側面形が里田原37次例（第5図4）
や増田3区例（第5図7）に類似する。また、増田5区例（第5図8）は成田氏収集品よりも大きいものの
抉り上部から基端部にかけての形態などが類似する。この例は甕棺墓 SJ5287の墓坑内、下甕の上部
から出土したもので副葬・供献品と考えられるものである（第6図）。甕棺は梶原慎司による分類のⅡ
-1類に該当し5）、日常土器との併行関係では弥生時代前期末から中期初頭（板付Ⅱ c 式～城ノ越式）に
位置づけられる（梶原2016）。四箇例（第5図6）は刃面上部の鎬がなく曲面をなすことや抉り上部と基
部の境が丸みを帯びることなど、形態的にさらに弛緩しており型式学的に新しい。これは弥生時代中
期初頭から中期前葉の土器を主体とするＢ地点溝 SD-02から出土しており、型式変化と整合的である。
以上のことから、成田彦栄氏収集品は、弥生時代前期末から中期初頭（板付Ⅱ c 式～城ノ越式）に製作
されたものと考えられる。
　ところで東北地方北部の土器編年において、遠賀川系土器の属性が受容されたことが確実視されて
いる砂沢式土器の位置づけは、弥生時代前期中葉とみる見解と前期後葉とみる見解があり、評価が定
まっていないとされる（大坂2012）6）。こうした土器編年上の見解の差異は前後の土器型式の位置づ
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けのみならず、弥生文化の広がりや列島全体の社会変化を考察するうえで影響を及ぼす。本稿の検討
の結果をふまえると、荒谷例が砂沢式期の所産であるとすれば、広域編年において弥生時代前期後葉
から前期末にその併行関係の一点を見出すことができるのではないだろうか。

おわりに
　本稿では東北地方北部の柱状片刃石斧2例について、列島各地における類例と比較検討し、系譜と
時期を明らかにした。結果、荒谷例は弥生時代前期後葉から前期末（板付Ⅱ b 式・Ⅱ c 式）、成田彦栄
氏収集品は弥生時代前期末から中期初頭（板付Ⅱ c 式～城ノ越式）に北部九州で製作され東北地方北
部へ搬入されたと考える。荒谷遺跡の埋納土器の位置づけについてさらなる検討を要するものの、弥
生時代前期後葉から前期末が砂沢式期の広域編年上の時期的な接点であることを指摘した。
　これらの柱状片刃石斧がどのような経路を辿り東北地方北部へと搬入されたか、その入手にかかる
社会・文化的な脈絡などについては明らかにすることができなかった7）。こうした課題に対しては、
当該地域における土器や生業などに関する先行研究の成果をふまえて検討していく必要があることは
十分承知しているが、筆者の力量不足から議論を深めることができなかった。今後の課題としたい。

謝辞
　本稿を作成するにあたり、下記の諸氏・諸機関に資料調査や情報収集などで大変御世話になった。
末筆ながら感謝申し上げる。相田泰臣、阿部泰之、上田健太郎、上田 恵、落合美怜、梶原慎司、春日真
実、上條信彦、北島聖美、楠本正士、佐藤由紀男、下濱貴子、中尻貴之、早川太陽、久田正弘、森本幹彦、

第6図　増田遺跡5区甕棺墓SJ5287（S=1/30・1/20）

第5図8

第5図8
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山口裕平、渡部芳久、小郡市埋蔵文化財調査センター、佐賀県教育委員会、佐賀市教育委員会、里田原
歴史民俗博物館、新潟県埋蔵文化財調査事業団、八戸市教育委員会、八戸市博物館、弘前大学人文社会
科学部北日本考古学研究センター、福岡市博物館、福岡市埋蔵文化財センター、行橋市教育委員会（五十
音順、敬称略）。
　なお本稿は JSPS 科研費（18K12555）の助成を受けたものである。

注
1） 　弘前大学人文社会科学部・上條信彦氏の御教示による。ただし、収集品のうち宮崎県児湯郡高鍋町持田鬼ヶ久保採集のもの

が1点あり（関根・上條編2010、p.12）、青森県外の採集品が収集家らの手を通じ最終的に成田コレクションの中に加えられた
可能性を排除することはできない。

2） 　道北の日本海沿岸部のオホーツク文化期にも抉入柱状片刃・両刃石斧が存在するが、円基で刃部横断面形が両凸刃状をなす
こと、抉りが左右両側面まで広がることなど、本稿で扱う抉入柱状片刃石斧と形態的な懸隔が非常に大きい（斎野1998）。これ
らは系譜の異なるものと考え、検討対象から除外した。

3） 　故上原甲子郎氏の採集品である（新潟市文化財センター・相田泰臣氏の御教示による）。
4） 　暗緑色の色調を呈し、表面に黒色の斑点（偽礫）をもつ細粒砂岩で、北部九州における縄文時代後期中葉（鐘崎式）から弥生時

代前期の両刃石斧の石材として多く用いられている。能登原孝道らは、この石材の原産地について対馬南東部の可能性が高い
ことを指摘している（能登原ほか2007、p.15）。

5） 　高松市創造都市推進局文化財課・梶原慎司氏の御教示による。
6） 　大坂拓は青森県むつ市江豚沢遺跡の調査成果をふまえて砂沢式土器を編年的に再構成し、梨ノ木平段階が広域編年上の弥生

時代前期中葉、戸沢川代段階が前期後葉にあたるものと捉えている（大坂2012）。
7） 　高瀬克範によると、列島西南部の弥生土器（遠賀川系土器）に由来する要素は、東北地方では日本海側および荒谷遺跡が所在

する馬淵川流域に多く確認されるという。また、イモガイ製貝輪を模倣した凝灰岩製の石製品が青森県田舎館村垂柳遺跡で見
つかっていることもふまえ、列島西南部の情報の拡散には日本海ルートが重要な役割を果たしたと指摘している（高瀬2014）。
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編　集　後　記

　仙台に職を得て、『籾』の復刊を願い、2012年には８号を20年ぶりに刊行し、９号が刊行されてすで
に８年が経過する。
　その間も、福島県湯川村桜町遺跡のシンポジウムや藤尾慎一郎氏の新説に対するシンポジウムを開
催するなど、雑誌の刊行だけではない活動スタイルを模索した。
　ただ、近年の雑誌売り上げ数の低下や、研究者人口の減少は、当会のような小規模研究会にとって
は死活問題だったと身をもって体感し、今後雑誌『籾』を継続刊行するのは困難に感じた。
　この問題は、全国各地どこの同人誌も同じ悩みを持っているだろうが、当会は会費の徴収は一切な
く、座談会の発言にもあるように、そもそも誰が会員かすら把握していない。杜撰な運営と言えばそ
うなるが、それが弥生時代研究会の最大の魅力でもある。強制力の働かない、自由な意思による活動。
参加したくなければそれで良いし、参加したい人は誰でも受け入れてきた。学習会などの日程も、事
務局の都合で決めてきたのも事実である。
　本号には、会設立当初のメンバーを中心にした座談会を収録した。当時のメンバーと現在のメンバー
では、会に対する思いや考えの違いはある。ただ、そんな考えの違いも広く受け入れてもらっている
包容力の大きな会である。
　『籾』は10号をもって一時休眠とする。種籾は冬の間の休眠を経て発芽し、成長する。いつ、どんな
形になるかはわからないが、いずれ『籾』が休眠から開け、新たな芽吹きと収穫を迎え、次世代への『籾』
をバトンタッチできる日が来るかもしれない。その日まで「活動は停止することなく、細く、永く続
けたい」と思う。
� （Y.S 記）

� 2011年12月11日　大崎市通木田中前遺跡見学会 � 2015年6月21日　山元町中筋遺跡見学会
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