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はじめに

新潟県長岡市大字島崎字姥ヶ入に所在する姥ヶ入南遺跡で、弥生時代後期後半～終末期に

築造されたとみられる周溝墓から極めて重厚な袋状鍛造鉄斧（以下、本資料と呼称する）が

出土している。本資料は、形態の類似する例が新潟県域はもとより北陸地域に認められない

ことから、朝鮮半島南部・原三国時代の所産である可能性が度々言及されてきた1）。本遺跡

が位置する長岡市の島崎川流域・東頸城丘陵周辺地域は弥生時代後期～終末期の高地性集

落・墓が密集する地域としても知られており、出土遺物・遺構の様相から近畿以西の地域と

の交流関係も示唆されている。当該地域と日本海沿岸地域を介した他地域との交流の実態を

明らかにするうえで、本資料のもつ意義は極めて大きいといえる。

本稿では弥生時代後期後半～終末期の日本列島（日本海沿岸地域・北部九州）、原三国時

代後期の朝鮮半島東南部の袋状鉄斧の類例を探索し本資料と比較することを通して、その歴

史的意義の一端を明らかにしたい。

1 ．遺跡の位置と出土状況

姥ヶ入南遺跡は新潟県の中央部、中越地方の海岸寄りに位置している（図 1）。信濃川左

岸に沿って南南西−北北東の方向に伸びる東頸城丘陵の北東端部付近に当たり、丘陵上の平

坦部、標高約35ｍの位置に立地している。東頸城丘陵は遺跡の周辺で東西二つの丘陵に分岐

し、幅1.6kmほどの比較的平坦な沖積低地を挟んで対峙する。

本資料は、丘陵尾根の先端部で検出された周溝墓で見つかった。重機による表土の掘削中

に遺構・遺物が発見されたことや樹根による攪拌の影響が大きかったこともあり、周溝墓の

墳丘盛土は遺存しておらず、周溝の北西側約1/5は失われている。また、主体部の埋土の厚

さもわずかであり墓の全体形状については不明な点が多い。

検出された墓の平面形は隅丸長方形が崩れたような形態で、周溝内側の規模は長径6.64ｍ、

短径（残存径）6.34ｍを測る。主体部は長さ2.98ｍ、幅1.58ｍを測り、主体部の北東側で本

資料と鉄剣が出土した。また、本資料と鉄剣に近接して土器片がわずかに出土している。本

資料は刃先を北に向けた南北方向、鉄剣は切先を西に向けた東西方向で出土した。
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2 ．姥ヶ入南遺跡出土鉄斧の検討

本資料は全長14.4cm、刃部幅5.9cm、刃部長

6.4cm、基部幅5.2cmを測る。重量は807.35gで非常

に重量感がある。平面形は長方形で、長軸中央から

刃部にかけて幅がわずかに広がる。袋部（柄袋）の

横断面形は円形をなし、肉眼では袋部の閉じ合わせ

を観察できないが軟Ｘ線観察の結果、折り返しの両

端が突き合わせになって密着していることが判明し

た。袋部の鉄板の厚さは 4 mmと身厚なつくりであ

る。身部は袋部より極端に厚く、2.2cmを測る。

主面・裏面の錆にハエ囲蛹殻、裏面には板材の圧

痕が認められる。ハエ囲蛹殻の圧痕は、埋葬遺体に

産卵したハエに由来するものと考えられ、屋外で行

われた「モガリ」儀礼との関連性が示唆されてい

る2）。ただし、埋葬後あまり時間を経ずに盛土の土砂が流出した結果、被葬者の遺体が露出

し、そこにハエが産卵した可能性などもあり、慎重な議論が必要である。裏面の板材圧痕は

棺材を写し取ったものと考えられ、木棺直葬であったと推測されている。

本資料と共に出土した鉄剣は茎部を欠損する長剣で、刃部長36.4cm、残存茎部長1.5cm、

茎部幅2.3cmを測る。なお鉄剣には、ハエ囲蛹殻や板材の圧痕は認められない。

図 1　本稿で言及する遺跡（S=1/10,000,000）

図 2　姥ヶ入南遺跡出土鉄斧（S=1/3）
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3 ．袋状鉄斧の形態比較

姥ヶ入南遺跡の周溝墓は出土した土器が少量かつ小片のため時期の判断が難しいが、弥生

時代後期後半～終末期に帰属すると推定されている。本資料は形態的特徴から朝鮮半島南

部・原三国時代の所産であると推測され、その類例として韓国蔚山広域市蔚州郡下
ハ デ

垈遺跡出

土品が挙げられている3）。しかし、これまで日韓の袋状鉄斧について詳細な比較検討は行わ

れておらず、評価は定まっていない。そこで本資料の系譜を考えるために、弥生時代後期～

終末期の日本列島（日本海沿岸地域・北部九州）、原三国時代後期の朝鮮半島東南部の資料

と形態を比較する。

まず、列島における袋状鉄斧をみていく（図 3）。

1は石川県金沢市塚崎遺跡Ｄ 6号土坑（弥生時代終末期）出土の袋状鉄斧である4）。全長

9.5cm、刃部幅4.5cm、基部幅3.4cmを測る。平面形は長方形で、長軸中央から刃部にかけて

幅がわずかに広がる。袋部の横断面形は楕円形をなす。袋部から身部までほぼ同厚である。

袋部の閉じ合わせはあまく、折り返しの両端は1.0cm離れた状態である。 2は鳥取県鳥取市

青谷上寺地遺跡国道 4区SD38- 2（弥生時代後期後半）出土の袋状鉄斧である5）。全長9.8cm、

刃部幅4.5cm、基部幅3.2cmを測る。平面形は長方形で、長軸中央から刃部にかけて歪曲す

る。袋部の横断面形は円形をなす。塚崎遺跡出土品と同様、袋部から身部までほぼ同厚で、

袋部の閉じ合わせがあまく、折り返しの両端は0.3cm離れた状態である。塚崎遺跡出土品に

比べ、袋部が長い。

北部九州の資料として、佐賀県神埼郡吉野ヶ里町・神埼市吉野ヶ里遺跡、佐賀県三養基郡

基山町千塔山遺跡出土品をみる。 3は吉野ヶ里遺跡吉野ヶ里丘陵地区Ⅲ区SD0657（弥生時

図 3　日本列島・弥生時代後期後半～終末期の袋状鉄斧（S=1/3）
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代後期後半）出土の袋状鉄斧である6）。全長11.7cm、刃部幅4.9cm、基部幅4.9cmを測る。平

面形は長方形、袋部の横断面形は隅丸長方形をなす。袋部の鉄板の厚さは約 5 mm、身部は

1.5cmを測り、厚さに差異がある。袋部の閉じ合わせはあまく、折り返しの両端は1.3cm離

れた状態である。 4は千塔山遺跡Ｕ字溝（弥生時代後期後半）出土の袋状鉄斧である7）。全

長14.0cm、刃部幅5.3cm、基部幅4.7cmを測る。平面形は長方形、袋部の横断面形は円形に

近い楕円形をなす。袋部の鉄板の厚さは約 5 mm、身部は1.8cmを測り、厚さに差異がある。

袋部の閉じ合わせはあまく、折り返しの両端は1.4cm離れた状態である。

以上のように北部九州出土品は日本海沿岸地域のものと比較するとかなり重厚で、袋部か

ら身部にかけて急に厚くなるものが多いといえる。袋部の閉じ合わせ以外の属性については

本資料と北部九州出土品に共通性が認められる。

次に朝鮮半島東南部における袋状鉄斧をみていく（図 4）。

1は韓国・慶尚南道昌原市城山区昌
チャンゴットン

谷洞遺跡 3号住居址出土の袋状鉄斧である8）。全長

15.5cm、刃部幅5.6cm、基部幅6.0cmを測る。平面形は長方形、袋部の横断面形は円形に近

い楕円形をなす。袋部の鉄板の厚さは約 6 mm、身部のそれは2.9cmを測り、厚さに差異が

ある。縦断面形において袋部の外側輪郭線と身部の外側輪郭線が一致する。袋部はしっかり

と閉じ合わせられている。刃部長や鉄板の厚さなどの点で差異があるものの、本資料と形態

的に類似する。 2は蔚山広域市中区茶
タウンドン

雲洞遺跡ナ-13号周溝墓出土の袋状鉄斧である9）。全

長16.5cm、刃部幅6.7cm、基部幅5.5cmを測る。平面形は長台形で長軸中央から刃部にかけ

て幅が広がる。袋部の横断面形は隅丸長方形をなす。袋部の鉄板の厚さは約 5 mm、身部の

それは3.4cmを測り、厚さに差異がある。縦断面形において袋部の外側輪郭線と身部の外側

輪郭線が一致する。袋部はしっかりと閉じ合わせられている。基部の横断面形に差異がある

ものの、それ以外の点で本資料と類似する。 3は蔚山広域市下垈遺跡カ-44号木槨墓出土の

袋状鉄斧である10）。全長19.7cm、刃部幅6.5cm、基部幅6.0cmを測る。平面形は長方形、基部

の横断面形は円形をなす。袋部の鉄板の厚さは約 6 mmを測る。袋部はしっかりと閉じ合わ

せられている。

以上の比較検討から、本資料は列島よりも朝鮮半島東南部の出土品に形態的特徴の共通点

が多く見出せる。先行研究では、袋部がしっかりと閉じ合わせられていることが半島産と列

島産を区別する指標とされてきた11）。筆者はこの点に加え、縦断面形において袋部と身部の

厚さが異なる点、閉じ合わせた袋部と身部の外側輪郭線が合致するという点にも注目した

い。

ところで袋部と身の部分の厚みを丁寧に敲き分ける技術は、柄張り（矢・内型）を用いた

袋部成形技術との相関性が高いと考えられている。村上恭通は、こうした袋部がしっかりと

密着するほど鍛延し、翼部下端を柄張りに巻き付けて丁寧に鍛打成形した袋状鉄斧の製作地

について、「日本列島の鉄器製作技術の標準を考慮した場合、朝鮮半島を想定しなければな

らない」と評価する12）。袋部が密着し、身部が重厚な鍛造鉄斧が当該期の北部九州において
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も製作し得たかについてはさらなる検討が必要である。そのため本資料を半島産と即断する

ことはできないが、北部九州の資料状況からみるとその可能性は極めて高いと考える。図

3 - 3 ・ 4 で示した吉野ヶ里遺跡や千塔山遺跡出土の袋状鉄斧は、列島の当該期における鉄

斧製作技術の最高水準を示していると考えられ、これよりも高度な製作技術による本資料は

朝鮮半島東南部で製作されたものとみるのが適当であろう。

ただし、朝鮮半島南部における袋状鉄斧の製作技術の変遷過程や、本資料のような袋状鉄

斧の出現年代についても検討の余地がある。ここでは共伴する土器に基づいて、おおよその

所属年代を考えてみたい。

下垈遺跡カ-44号木槨墓は安在晧編年13）の三韓時代後期前葉Ⅰ期、李盛周編年14）の原三国

時代後期Ⅱ- 1 b期、高久健二編年15）の弁・辰韓Ⅴ期前半に該当し、 2世紀後葉頃に位置付

けられている。茶雲洞遺跡ナ-13号周溝墓は李盛周編年の原三国時代後期Ⅱ- 1 a期に該当し、

2世紀中葉～後葉と考えられる。したがって本資料の「上限年代」は 2世紀後葉頃に位置づ

けられる。弥生時代後期後半の暦年代観として大きな矛盾はないといえる。

図 4　朝鮮半島東南部・原三国時代後期の袋状鉄斧（S=1/3）
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4 ．考察

本資料について、弥生時代後期後半～終末期、原三国時代後期における袋状鉄斧と比較検

討した結果、列島よりも朝鮮半島東南部の出土品に形態的特徴の共通点が多いことが確認さ

れた。そして半島東南部の類例として、昌谷洞遺跡 3号住居址、茶雲洞遺跡ナ-13号周溝墓、

下垈遺跡カ-44号木槨墓出土品を提示した。

では本資料はどのように入手され、副葬に至ったのだろうか。

本資料の入手背景を考えるにあたって、長野県下高井郡木島平村根塚遺跡 7号木棺墓痕跡

の上部（弥生時代後期末～終末期か）から出土した渦巻状装飾付鉄剣は大変示唆的である。

この鉄剣は、東日本への鉄剣流通を管理する有力者のために製作された「半島製特注品」と

評価されている16）。金属学的分析によると渦巻状装飾付鉄剣（ 2号鉄剣）は低温還元の塊煉

鉄を原料としたもの、同遺跡Ｂ区で出土した別の鉄剣（ 1号鉄剣）は高温還元の炒鋼製品で
あり、いずれも朝鮮半島で製作された可能性が高いと判断されている17）。一方、型式学的に

は、茎部軸が身部軸から外れること、関部の片側に突起があることなどから、東日本に特徴

的な鹿角Ｙ字式把が装着された鉄剣を模倣して製作されたとみられる18）。このような事例を

参照すると、本資料も半島東南部の首長との関係の中で、日本海沿岸地域を「窓口」として

入手された可能性を示唆する19）。

他方、北部九州など列島の他地域を介した二次的な流通によるものであった可能性はどう

だろうか。

本資料の類例が出土した下垈遺跡カ-44号木槨墓では、平面形が細長い長方形をなす大型

鑿状の板状鉄斧（鉄素材）が計10点出土している。こうした大型鑿状鉄斧は、弥生時代終末

期（久住編年ⅠA期前後）に併行する韓国・慶尚南道金海市大
テソンドン

成洞45号墓、良
ヤンドンリ

洞里200号木

槨墓でも出土しているほか、福岡県春日市赤井手遺跡（須玖遺跡群）の 6号土坑の一括廃棄

例と同型式である。また、良洞里200号木槨墓には「奴国」で生産された可能性の高い広形

銅矛が副葬されており、「奴国」と弁辰韓の首長間の交渉を背景として、威信財や儀器の相

互贈答が存在していたと考えられている20）。そのような相互贈答される物財のなかに本資料

のような重厚な袋状鉄斧が含まれていてもおかしくない。

しかしながら、半島との交渉の頻度が相対的に高かったとみられる北部九州においても、

その類例は極めて少ない。また、姥ヶ入南遺跡や周辺遺跡で同時期の北部九州に系譜が辿れ

るような他の遺物も確認されていない。これらのことから筆者は、本資料が北部九州を経由

して二次的に流通したものではなく、山陰や近畿北部などの日本海沿岸地域と半島東南部の

首長との関係の中で入手されたものである可能性を考えたい。

いずれにせよ上記の仮説を検証するためには、島崎川流域・東頸城丘陵周辺地域における

遺跡情報が未だ乏しいため、調査事例の蓄積を待ってあらためて検討していく必要がある。
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おわりに

本稿では姥ヶ入南遺跡出土鉄斧について、弥生時代後期後半～終末期の日本海沿岸地域、

原三国時代後期の朝鮮半島東南部の袋状鉄斧との形態比較に基づいて、その系譜について論

じた。結果、本資料は昌谷洞遺跡 3号住居址、茶雲洞遺跡ナ-13号周溝墓、下垈遺跡カ-44号

木槨墓出土品に形態的特徴が類似していることが明らかになった。共伴土器からその上限年

代は 2世紀後葉頃に位置づけられる。

本資料のような、袋部を丁寧に鍛延して閉じ合わせる重厚な鉄斧が北部九州でも製作し得

たかについては慎重な判断が求められるが、現在の資料状況からみれば朝鮮半島産の舶載品

と捉えられる。環日本海地域における首長間交渉を示唆する貴重な資料といえよう。
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第208集、新潟県教育委員会・財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団、2010年）。

　�　杉山和德「東日本における鉄器普及の様相」（『平成29年度瀬戸内海考古学研究会第 7回公開大会　予
稿集』瀬戸内海考古学研究会、2017年）125-144頁。
2）渡邊ほか編、注 1前掲。
3 �）渡邊ほか編、注 1前掲。本書では下垈遺跡43号木槨墓出土例に類例があるとされたが、44号木槨墓出
土例の誤りとみられる。
4）吉岡康暢ほか編『塚崎遺跡』（北陸自動車道関係埋蔵文化財調査報告Ⅱ、石川県教育委員会、1976年）。
5 �）北浦弘人ほか編『青谷上寺地遺跡 3』（鳥取県教育文化財団調査報告書72、財団法人鳥取県教育文化財
団、2001年）。
6 �）渋谷格編『吉野ヶ里遺跡─弥生時代の集落跡─』（佐賀県文化財調査報告書第207集、佐賀県教育委員会、
2015年）。
7 �）中牟田賢治編『千塔山遺跡−弥生環溝集落・古墳・中世墳墓の調査−』（基山町遺跡発掘調査団、1978
年）。
8）慶南文化財研究院編『昌原 昌谷洞遺蹟』2001年。
9）昌原大学校博物館編『蔚山 茶雲洞遺蹟Ⅱ』（昌原大学校博物館学術調査報告第39冊、2006年）。
10）釜山大学校博物館編『蔚山 下垈遺蹟−古墳Ⅰ』（釜山大学校博物館研究叢書第20輯、1997年）。
11）川越哲志「鉄および鉄器生産の起源をめぐって」（『たたら研究』14、1966年） 7 -15頁。
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　　川越哲志『弥生時代の鉄器文化』（雄山閣、1993年）。
　�　橋口達也「初期鉄製品をめぐる 2、 3の問題─福岡県吉ヶ浦遺跡出土の鉄器を中心にして─」（『考古
学雑誌』60‒1、1974年）、1‒17頁。

12）村上恭通『古代国家成立過程と鉄器生産』（青木書店、2007年）63頁。
13�）安在晧「三韓時代�後期�瓦質土器의�編年─下垈遺跡을�中心으로─」（『嶺南考古学』14、1994年）
63‒87頁。

14）李盛周「辰・弁韓地域�墳墓�出土� 1 ～ 4 世紀�土器의�編年」（『嶺南考古学』24、1999年）1‒55頁。
　�　李盛周「嶺南地方�原三国時代�土器」（『原三国時代�文化의�地域性과�変動』第29回韓国考古学全国大会、
2005年）91‒122頁。

15）高久健二「嶺南地域の武器組成」（『古代武器研究』 4、2003年）、39‒53頁。
16）豊島直博「弥生時代の鹿角装鉄剣」（『東国史論』18、2003年）13‒26頁。
17�）大澤正巳・影山英明「根塚遺跡出土弥生時代後期鉄剣の金属的調査」（『根塚遺跡～墳丘墓とその出土
品を中心にして～』木島平村埋蔵文化財調査報告書№12、木島平村教育委員会、2002年）112-133頁。

18）豊島、注 9前掲。
　�　ライアン・ジョセフ「蕨手状装飾付鉄剣の広域分布とその意義」（『待兼山考古学論叢Ⅲ─大阪大学考
古学研究室30周年記念論集─』大阪大学考古学研究室、2018年）169‒182頁。

19）会下和宏は、日本海側の集団が鉄剣流通の仲介的な役割を担っていた可能性を指摘している（160頁）。
　　会下和宏『墓制の展開にみる弥生社会』（同成社、2015年）。
20�）久住猛雄「「博多湾貿易」の成立と解体─古墳時代初頭前後の対外交易機構─」（『考古学研究』53‒4、
2007年）20‒36頁。

図版出典
図 1：筆者作成。図 2：渡邊ほか、注 1文献より改変引用・再トレース。図 3：注 4～ 7文献より改変引用・
再トレース。図 4：注 8～10文献より改変引用・再トレース。




