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はじめに

弥生時代において青銅製の剣や戈を模倣した磨製石器や木器が出現すること

は、広く知られているとおりである。筆者も、それらと祖型の関係や模倣品の

社会的機能について論じてきた(寺前2001・2010ｂ・2012・2013)。

これらのなかでも銅戈を模倣した磨製石器については、あらたな検討課題や

材料が提示されている。一つは関連資料の増加、とくに長野県中野市柳沢遺跡

における銅戈と銅鐸の複数埋納事例の発見によって活発となっている東日本の

磨製石戈に対する再評価の高まりである(馬場2008、岡本2014など)。もう一つ

は、福岡県遠賀町金丸遺跡における樋を有する磨製石戈の出土である(武田

2007)。後者についての言及は必ずしも多くないが、筆者も簡単にその位置づ

け
(１)

について述べたことがある（寺前2010a・b）。ただし、これまでの石戈の型式

分類との対比は、不十分であったといわざるを得ない。そこで本稿では、先行

研究をふまえたうえで金丸遺跡出土石戈の型式学的位置づけについて考えてみ

たい。

１．研究の課題

これまで、銅戈を模したと考えられる石戈は、樋をもたないタイプと樋を有

するタイプに大きく区分することが一般的であった(下條1976・1982、中村

1995)。両者の特徴的な分布に基づき、下條信行は、当初、前者を九州型、後者

を関西型あるいは関東型と呼称したが（下條1976：pp.246∼247）、その後、後

者を近畿型とその影響下に成立した石戈とする理解を示している(下條1982：
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pp.17∼20)。下條の提示した分類と分布圏の差異は、資料が増加した今日にお

いても追認できる。また、下條は次の要素から石戈を分類している。まず、援

(剣の剣身に相当)の長さ、胡(援両端の突出)の伸び具合、援と胡の角度をあげ

た。さらに胡と援の関係、具体的には援と内(剣の茎に相当)とに厚さの違いが

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ることで援と内の厚さが等しくなる段階(Ｃ型式)に

区分したのである。また、Ａ型式の出現時期については、北九州市原遺跡にお

ける貯蔵穴での土器との共伴例(北九州市香月地区埋蔵文化財調査会1973：pp.

109∼113)や、表採された遺跡のおおよその存続時期等から前期末から中期初

頭の時期を想定している(下條1976：p.229)。この点は次に分類を試みた中村

修身とも共通する。

さらに、下條はこの変化に比例して、着柄に不可欠な内が脆弱化していくこ

とを指摘している。とくに後者の変化と祖型である銅戈の着柄機能の喪失が連

動していることや石材的強度も低下している点を、下條が指摘していることに

は注意が必要である(下條1982：p.３)。

その後、中村修身も石戈の分類を試みているが(中村1995)、その変化のあり

かたは、下條のそれとおおむね同様である。ただし、山口県防府市井上山遺跡

出土石戈については、下條のＡ型式ではなく、研ぎ直しなどを考慮した上で一

段階新しい型式であると認定した。これにより下條がＡ型式、中村が無樋型石

戈Ⅰ類とした初期型式の分布は、九州島の北東部に限定されることとなったの

である。

このような変更はあったものの、下條の分類と分布に対する解釈は、その後

も肯定的に継承され、今日にいたる。しかしながら、磨製石戈の創出を考える

うえで重要な資料が、2006年に福岡県遠賀町金丸遺跡から出土した(遠賀町教

育委員会2007)。そこで、本例の位置づけについて、先学の型式学的枠組みをふ

まえつつ詳細に論じていきたい。
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２．分析

⑴金丸遺跡出土石戈

遺跡と出土状況 金丸遺跡は、遠賀川河口から３㎞ほど内陸に入った砂質低

丘陵部の南斜面に立地する。本遺跡は尾崎・天神遺跡や慶ノ浦遺跡と隣接して

おり、とくに尾崎・天神遺跡とは、弥生時代において同じ生活域を形成してい

たとみられる。なお、遠賀川式土器の標準遺跡として著名な立屋敷遺跡は、本

遺跡の南東約4.5㎞に位置する。

金丸遺跡２次調査において検出された弥

生時代に属する遺構としては、土壙墓５基

のほかに貯蔵穴２基があげられる。貯蔵穴

の埋土からは前期末から中期初頭に属する

土器が検出されている。一方、５基の土壙

墓から土器の出土は、認められなかった。

ただし、１号土壙墓の磨製石戈のほかに、

２号土壙墓からは関部に双孔を有する細形

銅剣が１点検出されている。また、一連の

土壙墓群は等高線に沿うように長軸を東西

方向に向けて、1号から４号までは10ｍ前

後の間隔で列状に検出されている。５号は

西へ約50ｍほど離れた位置において検出さ

れている。なお、１号土壙墓と貯蔵穴は、

15ｍから25ｍ離れている。

石戈が出土した１号土壙墓(第１図)は長

軸1.75ｍ、短軸は東が0.51ｍ、西が0.39ｍ

をはかる。壁面はほぼ垂直であり、検出面

から0.2ｍほどで底面に達する。ただし、

周囲の他の遺構や立地から、報告者は二段

掘りの土壙墓を想定しており、さらに0.5
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第１図 金丸遺跡１号土壙墓



ｍは深いと考えられている(武田2007：p.116)。石戈は東端から0.35ｍ離れた

南璧に接して、切っ先を下に向けた状況で検出されている。柄の腐朽痕跡とみ

られる層位が確認されており、本来は着柄状況で埋置されたと推定される。石

戈の副葬時期に関して、報告書では近接する貯蔵穴の時期が前期末から中期初

頭であること、さらに中期初頭から中期前半を中心とする住居址や多数の貯蔵

穴群(遠賀町教育委員会1991・1999)がみつかっている尾崎・天神遺跡からも130

ｍほどの距離であることから、先の土壙墓群はこれら居住空間に伴う埋葬空間

という理解に基づき、埋葬時期の上限を中期初頭に、下限を中期前半において

いる(武田2007：p.136)。

なお、周辺の弥生時代墓域としては、元松原遺跡と慶ノ浦遺跡があげられる。

元松原遺跡は金丸遺跡の西約３㎞に位置している。砂丘に立地しており、前期

末から中期の石棺墓と甕棺墓が検出されている。周囲からは細形銅矛、中広銅

剣、細形銅戈、磨製石戈、石剣、そして銅戈鋳型などが採集されている(岡垣町

教育委員会1981)。慶ノ浦遺跡は金丸遺跡の南400ｍに位置している。前期末あ

るいは中期初頭から中期中頃までの時期に属する箱式石棺墓１基、木棺墓２基

と土壙墓32基が検出されている。なかでも二段掘りの土壙墓である24号墓から

は樋をもたない特異な関部形状を有する銅剣が出土している。他の埋葬施設か

らも勾玉や管玉の出土が認められる(遠賀町教育委員会2001)。1号土壙墓の西

７ｍに位置する細形銅剣が副葬された２号土壙墓も含めて、中期初頭に遡る可

能性の高い青銅製武器副葬墓が、当地域において多数認められる点には、注意

が必要である。

遺物の特徴 第２図は全長20.8㎝、援部長17.1㎝で内部長は3.7㎝をはかる。

胡幅は9.8㎝で内幅は3.2㎝、胡幅全体に対して内幅の比率は33％となる。また、

援部長17.1㎝に対して、現状での樋長は14.6㎝、援部全体にしめる樋長の比率

は85％となる。ただし、報告者は、先端部分について再研磨を想定している(武

田2007：p.117)。再加工が施されているとすれば、先の比率は変形後の数値と

なる。しかし、側面からみるかぎり援の基部から先端への移行はスムーズであ

り、研磨痕についても先端にやや粗く方向の下半と異なる以外は目立った差異

は認められない。したがって、研ぎ直し等による援部先端の大規模な変形を断
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第２図 金丸遺跡出土石戈実測図



言することは難しいといえよう。

また、援基端が2.45㎝と最も厚くなっているのに対し、それに接する内上端

の厚さは1.2㎝にすぎず、援下端の胡と内の厚さに1.2㎝の差があるのが特徴的

である(写真左)。結果として側面からみると大きな段差が形成されている。す

でに述べたとおり、九州型の初期型式の特徴として胡と内に段差を有する点が

指摘されているが(下條1976：p.244、中村1997：p.35)、第２図は、後述するよ

うに、従来の事例よりも大きな段差を有する。

樋の形状も特徴的である。近畿以東にみられる樋を有するタイプは大阪府茨

木市東奈良遺跡出土例(第３図１)を除き、樋は擦り切り状に一対の凹線が施さ

れるに過ぎないが（第３図２）、第２図は違う。写真右にみられるようなの幅

0.1㎝の割付のための鋭く細い凹線が各所に施されており、銅戈にみられるよ

うな胡の広がりに沿って樋の下半が拡張するように表現されている。さらに樋

は援下端まで達することなく、ゆるやかに厚みを増し、援下端の手前0.6∼0.8㎝

で終わっている。このような割付凹線が樋周辺の各所に残存しており、樋は刃

部に沿って斜辺を内湾させた三角形に表現することがあらかじめ意図されてい

たことが、読み取れる。援中央には鎬が形成されているが、先端から４㎝から

５㎝までは不明瞭となっている。この点は再加工説の根拠としてあげることが

できよう。石材は青灰色に風化しており、頁岩系石材とみられる。梅崎が整理

した当地域における石材分類案と対照させるならば(梅崎1999)、暗灰色凝灰質

粘板岩に近い印象を受ける。擦痕や発掘時の傷の付き方からみると軟質の石材
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であるとみられる。部分的に刃こぼれがみられるが、刃部は全体的に鋭い。樋

内部には、両面からの回転穿孔により一対の穿が穿かれている。外径1.0㎝か

ら1.1㎝、内径は0.55㎝前後で、敲打痕は認められない。着柄による紐ずれ痕跡

は、肉眼による観察ではみられなかった。

⑵金丸遺跡出土石戈の型式学的位置

金丸遺跡出土石戈は、筆者が知る限り、九州島唯一の樋を有する石戈である。

共伴土器に欠くために他の遺物に基づく時期比定はできないものの、土壙墓と

いう埋葬施設の様相と周囲の遺構の様相から、報告者は中期前半を下限とする

と述べている。
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第３図 樋を有する石戈実測図



本例の型式学的位置について、拙著などで簡単に言及したが(寺前2010ａ：

pp.233∼234・2010ｂ：pp.97∼98)、本稿では先学の型式学的基準をふまえた

うえで改めて根拠となる基準を明示し、編年的な解釈を示したい。

第２図のように樋を有する磨製石戈は、九州では他に見当たらない。一方、

すでに先学が紹介しているように、樋をもつ石戈は近畿型(下條1982)あるいは

有樋型(中村1995)と区分され、近畿地方から長野県にかけて出土していること

が知られている(第３図)。したがって、樋が表現されているという本例の特徴

を重視するならば、近畿地方からの搬入品、あるいは模倣したものと考えられ

る。これをＡ説としよう。一方、この地で銅戈を模倣することによって、第２

図が製作されたと考えることもできる。この場合、樋を表現するような精巧な

模倣が、九州における銅戈形石戈の出現当初に行われた可能性(Ｂ１説)と、樋

をもたない石戈の生産が続くなかで、何らかの契機で樋を表現する石戈が製作

された可能性が考えられよう(Ｂ２説)。以上のような３つの可能性を考慮に入

れながら、次に検証を進めていきたい。

⑶型式学的検討

銅戈を模した石戈の分類案としては、すでに下條と中村のものがある。両氏

は、ともに全長や胡の張り具合などさまざまな属性をとりあげられているが、

型式学的変遷として共通して重視して

いる属性に、内の退化があげられる。

そこで、まずは内のありかたを中心に

他地域の樋を有する石戈(第３図)と金

丸遺跡出土例(第２図)を比較する。

まず、援と内が形成する縦断面の変

化に基づき、３型式の分類を提唱した

い(第４図)。援に対して内が薄く作ら

れて、金丸遺跡出土例のように段差が

形成されている事例は、先行研究にお

いて古式の石戈とされてきた。このよ

うな特徴を有する例を有段型と呼ぼ

駒沢史学82号（2014） 155

有段型 有稜型 平坦型

第４図 縦断面形に基づく３分類



う。次に段差を形成しないものの、援と内の接する部分が最も厚くなり、その

境界に鎬を形成するものを有稜型とする。最後に援と内に厚さの違いが乏しく

ゆるやかに移行するものを平坦型とする。有段型は下條のＡ型式、中村の無樋

型Ⅰ類にほぼ対応する。第３図にあげた樋を有する石戈のなかでは、援と内と

に0.1㎝ほどの段差がみられる大阪府東大阪市西ノ辻遺跡出土例(第３図２)が

有段型に該当するものの、他は平坦型で占められる
(２)

。

次に内の長さと幅について整理してみよう。第５図は、九州にみられる有段

型と樋を有する他地域の石戈の内幅を横軸に内長を縦軸に配置したグラフであ

る。このグラフからは、九州の有段型が比率が幅、長さともに３∼４㎝前後で
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第５図 内の長さと幅



一対一の比率付近に集中する傾向にあること、対して樋を有するものは、右下

に分布することがみてとれよう。ただ唯一、金丸遺跡出土例を除いては。つま

り、内の形状から判断する限り、近畿地方などでみられる樋を有する石戈と第

２図の違いは大きく、近畿地方からの搬入品、あるいはその系譜をひく石戈と

解釈するのは困難といわざるをえない。Ａ説は成り立ちがたいのだ。なお、本

州島で出土している樋を有する石戈のなかで、中期前葉に確実に遡る資料は、

今のところ存在しない。この点もＡ説の成立を困難としよう。

では、初現説(Ｂ１説)と途中出現説(Ｂ２説)のどちらが現状の資料下におい

て、より妥当性が高いといえるだろうか。金丸遺跡出土例は先学の基準に照ら

し合わせても、樋をもつという特徴を除けば、最も古い段階とされるＡ型式、

あるいは無樋型Ⅰ類に区分できる。したがって、従来の型式分類に従うかぎり、

Ｂ１説が有力であるといえよう。ただし、有段型のなかでも本例が次のような

特徴を有することには、注意が必要である。

まず、援と内の段差の大きさである。先に紹介したように金丸遺跡出土例(第

２図)は、段差1.2㎝をはかる。これは有段型、あるいは先学によってＡ型式あ

るいは無樋型Ⅰ類と区分されたなかでは最も大きい。第６図は援下端の厚さと

内上端の厚さの差、すなわち段差の大きさを比較したグラフである。このグラ

フからは、他の有段型と比べて、金丸遺跡出土石戈の内(写真左)が援よりも非

常に薄く造り出されていることがみてとれる。

また、内の幅と長さを示した第５図におけ

る金丸遺跡出土例の位置は樋をもたない有段

型の集中域のなかでは左上に位置する。つま

り、他の有段型に比べて、やや縦長なのであ

る。大型で縦長の内をもつ事例としては、他

に福岡県飯塚市熊野神社遺跡採集例や、同市

カコイ遺跡採集例、あるいは福智町(旧方城)

町犬星遺跡採集例や福岡市須玖坂本遺跡出土

例などがあるものの、共伴土器が明らかな事

例は少ない。このため、この属性が有段型の
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なかで新古を示す属性なのかは即断できないものの、祖型となる細形銅戈の多

様性を念頭におくならば、興味深い問題を内包しているといえよう。

以上の様相をまとめるならば、金丸遺跡出土例(第２図)は銅戈形石戈のなか

で初期の一群である有段型に属し、そのなかでも援と内の段差が大きく、内が

縦長であることが特徴であった。とくに製作時に手間がかかり、破損のリスク

が高い、厚い樋と薄く縦長の内から成る大きな段差表現をあえて採用した前者

の特徴は、本例を銅戈形石戈の初現例とする仮説(Ｂ１説)に合致する。このこ

とと九州において本例のみが樋を有するという点、あるいは周辺の遺構のあり

かたから推定される副葬時期とは矛盾しない。本論では、このような検討に基

づき、金丸遺跡出土例を銅戈を忠実に模倣して、中期初頭前後に製作された九

州における初現期の銅戈形石戈であると結論づけたい。

おわりに

以上の分析の結果、土壙墓に副葬されていた金丸遺跡の石戈は、最古型式の

銅戈形石戈であることが判明した。本来であれば続いて先学が検討しているよ

うに祖型となる銅戈各型式との対比や、副葬品としての扱い方の意味について、

論じることが必要であろう。この責については、別稿にて東日本を含めた銅戈

形石戈全体の様相を明らかにするなかで果たすこととする。

本稿の執筆にあたっては、梅崎惠司氏、黒須靖之氏、瀬尾晶太氏、武田光正

氏、種定淳介氏、飯塚市教育委員会、茨木市教育委員会、遠賀町教育委員会、

北九州市教育文化事業団、東大阪市教育委員会の諸氏と各機関のご助言、ご協

力を得た。末筆ながら記して感謝します。

註

(１) 先稿では、銅戈を模倣したと思われる磨製石戈を外形の最も特徴的な部位である

胡の存在をもって有胡式、あるいは祖型を前提とする銅戈形という二種類の名称を

用いてきた。祖型に予断をいだかせる銅戈形石戈という名称を用いるには躊躇もあ

るが、先学、あるいはこれまでの自身の検討において、銅戈模倣であるという点には
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変更の余地がないように思われるので、本稿では銅戈形という名称を用いて議論を

進めることとする。

(２) 金丸遺跡出土例における樋の表現と、その他の樋を有する銅戈のそれには、次の

ような製作工程上の差異がある。すなわち、前者の樋は、銅戈にみられるように内

湾する斜辺をもつ三角形状に凹められているのに対し、東奈良出土例（第３図１）は

援下端に凹部が達しており、さらにその他の事例（第３図２など）は単に一対の擦り

切り状の凹線が施されるに過ぎない。
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挿図出典

第１図：遠賀町教育委員会2007より転載。

第２・３図：筆者実測図をトレース。

写真：著者撮影。

第４∼６図：著者作成。
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