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はじめに

　本稿では７世紀から11世紀の鉄製品のうち，いわ
ゆる鍬や鋤の刃先として用いられたＵ字形の鉄製品
（Ｕ字形鍬鋤先，以下鍬鋤先と称する場合これを指す）
について検討を行う。先行研究において古墳時代中期
に朝鮮半島から日本列島にもたらされたことが明らか
になっており，主要な農業生産手段としてその普及過
程と所有形態の変化により労働形態を変化させる要因
になると述べられてきた（都出 1967）。しかし本稿が
対象とする時期の基礎的研究は古墳時代を対象とする
ものと比べ必ずしも多くなく，形態の地域差や時期差
のほか廃棄されるにいたる資料形成過程について検討
不十分であるなどが課題として残されている。そこで
本稿では考古学的研究の基礎となる出土品の観察と形
態分類を行い，さらにそのライフサイクルの中で廃棄
にいたる過程について予察的に述べることを目的とす
る。

１ 資料調査の方法

　プログラムの助成を受け以下の施設で調査を行った
（調査日順）。
　奈良市埋蔵文化財センター，奈良文化財研究所，長
野県立歴史館，松本市立考古博物館
　具体的な作業として資料の肉眼観察，図化，法量の
計測および写真撮影を行った。観察では製作方法を示

す痕跡や使用による変
化などに着眼点を置い
たが，前者については
本稿であつかわず後者
に重点を置く。法量の
計測については図１の
ように基準を統一し
た。厚さについても計
測を試みたが，有意な
基準を設定できないこ

とや保存処理の方法によって大きく変化してしまうこ
とから特徴的であるもののみ個別に記録した。
　本稿で取り上げる資料は関東以西のものとする。そ
の理由は，第１に，研究史上関東から東北地方の資料
については取り上げられてきたがそれ以西については
出土数が限られることもあって不十分であると考えて
いるためであり，第２に考古学的に鉄生産が大規模に
行われたことが明らかになっている吉備地域や近江や
流通の中心となる畿内を含む地域を検討することで汎
日本列島的傾向を明らかにする一助となるものと考え
るからである。
　本プロジェクトの前後にも私費で調査を行ってお
り，その結果も含め調査を行うことができた資料31

点に観察する機会を得られず報告書の図をもとに検討
するものを加え，全形を復元できる出土品として40

点を検討対象とした。地域でみると長野県内の資料が
最も多い。これは高速道路建設など大規模事業に関連
して集落が面的に調査されていること，および竪穴住
居が平安期まで残り鉄製品が残存しやすいことが要因
としてあげられる。また存在を知りながらも資料化に
至らなかった出土品が複数点あり，これらの検討は別
稿にて行う。

２ 調査成果

2.1　集成資料の形態分類

　分類の基準は野村一寿氏の案（野村 1990）を参考
として作成し，結果９分類を設定した（図２）。
　第１に全長15から25cm，全幅15から20cmに含ま
れない大型のものを特大類，小型のものを極小類とし
た。特大類としては伯耆国庁出土品及び，阿部六ノ坪
遺跡，平安京出土品がある。次に上記の法量内に属す
るものについて図１のように分類した。Ⅲ類及びⅣ類
は，刃先がＵ字状のものを ‒1類，扁平になるもの
を ‒2類，Ｖ字に近いものを ‒3類として細分化する
（図３）。
　上記の形態分類は生産時の形態ではなく廃棄された
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図２　鍬鋤先分類図
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Ⅳ– 　三の宮遺跡②

Ⅲ– 類　下神遺跡

Ⅳ– 類　平安京①

Ⅲ– 類　堀之内遺跡

Ⅱ類　神明原・元宮川遺跡Ⅰ類　西野田遺跡

Ⅳ– 類　南栗遺跡

Ⅲ– 類　平城京①

特大類　平安京②

図３　鍬鋤先実測図（縮尺10分の１）

．郷楽遺跡 ．那須官衙関連遺跡 ．花山遺跡

cm

図４　鍬鋤先実測図（縮尺10分の１，番号は表２に対応）
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形態に主眼を置いたものである。そのため摩滅により
生産時と廃棄時は異なる分類に属することが予想でき
る。Ⅰ類に属するものはいずれも刃先の摩耗が顕著で
あり，原形はさらに刃先が長かったものである。対し
てⅡ類はいずれも使用の痕跡がわずかまたは認められ
ない。使用によっておおよそⅡ類がⅠ類に，Ⅳ‒1類
がⅢ類に変化する可能性がある。
　この分類に基づき，それぞれの属する時期について

検討した。Ⅰ類からⅣ‒1類は７世紀末から８

世紀代に集中している。またⅣ‒1類がさらに
大型になり，特に刃先幅が増すと９世紀以降に
属する特大型となり，これらは形態的に類似す
る。Ⅳ‒2類は北方遺跡 SB15出土例が10世紀初
頭であるが，刃先はＵ字型と扁平型の中間であ
り，Ⅳ‒2類の萌芽的形態を呈し，より明確な
ものは11世紀後半に出現する。Ⅲ‒3類及びⅣ‒3
類は松本平のみ分布するものであり，９世紀末
を境に大型化かつより鋭角になる。

2.2　形態的類似例に関する検討

　次にこれまで提示した分類は縦横の比及び刃
先の形態から機械的に分類したが，これに加え
て形態的特徴が共通する資料が複数組認められ
たためここで個別に取り上げ，これらについて

関東及び東北の事例と比較する。林正之氏は関東及び
東北地方南部に分布する出土品について分析し，７世
紀後半から11世紀まで大小２分類できる「新Ｕ字形
鍬先」に統一されることを述べたが（林 2011），これ
は法量を強く意識して規定されておりさらに形態的特
徴から分類されるべき可能性を含むものである。そこ
でこの成果をもとに分布の範囲及び時期差について検
討する。
　第１組は長岡京（25），平城宮（14），平城京（15, 

16），南栗出土品（24）である。いずれも縦24cm，横
18cm前後の縦長であり，摩耗が顕著であるものも原
形は刃先７cm以上残ると考えられるものである。共
通する形態的特徴として耳部が外に開かず刃先が大き
く湾曲する。時期的にも７世紀末から８世紀代に収ま
るものである。林氏の提示する資料の中で法量が明確
になっているもののうち，法量および形態的特徴で第
１組と一致するものを整理したものが表２である。う
ち同じく８世紀代の花山遺跡出土品は極めて類似し，
東日本にも分布することがわかる（図４）。都城出土
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伊場遺跡

図５　鍬鋤先写真１（縮尺不定　浜松市博物館所蔵）

西野田遺跡

平城京②

図６　鍬鋤先写真２（縮尺不定）
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のものがこの形態に属し，また後出する特大型とも共
通する特徴を持つものであることから，きわめて規格
性の高い一群であり，さらに類例を踏まえたうえで文
献史料に残る庸調の貢納品としての規格や品質の管理
と関連して検討しうる一群であると考えることができ
る。
　第２組は畝田東（8），神明原・元宮川（10），北方
遺跡出土品②（18）など，縦横の比が１あるいはやや
縦長に近く耳部が開き刃先がやや突出し，全体に正三
角形を呈するものである。関東から東北にかけて類似
する例が多数認められ，生産及び流通が北陸及び信濃
以東に収まるものと考えられる。Ｕ字形とはやや異な
る凹字形の鍬鋤先が古墳時代中期後葉の東日本を中心
に存在し，すでに選択に地域性があったことが指摘さ
れており（魚津 2003），直接的な系譜は認められない
ものの東日本を中心とする製品の生産と流通が独自に
存在していたことを示すものである。
　第３組は堀之内（12），吉田向井（28），平安京出土
品①（29）など刃先が扁平でわずかに耳部が開くもの
である。上野国分僧寺・尼寺中間地域遺跡より出土し
たものが同類であるとすることができる（木津ほ
か 1990）。時期は11世紀代に属するものであり，お
およそ同時期に収まる。また河野通明氏が中世末に出
現すると指摘する（河野 1994：p. 551）角先鍬と刃先
の形状で類似するが，比較して耳部が短いなど形態的
な系譜を追うことは現状では困難であり，今後この中
間にあたる時期の資料を検討し，関係性の有無を含め
明らかにする必要がある。

2.3　摩滅の有無と分類

　観察の結果出土例の中には使用した痕跡が顕著に認
められるもの及びその痕跡がほぼ認められないものが
存在することがわかった。ここでその検討を行う。但
し錆に覆われているという性質上石器などで観察され
る線状痕は確認できず，微小剥離痕及び摩滅を指標と
する（御堂島 2004）。また使用痕跡の観察については
河野正訓氏の論稿に大きく影響を受けたことを明記し
ておく（河野 2014）。
　痕跡がほぼ認められないものとしては特大類に属す
るもののほか，Ⅱ類に含まれるもの及びⅣ類の長岡京
出土品などがある。前者は刃部に対して耳部が短く使
用目的を疑われるものであるが，後者は法量及び形態
的特徴からその生産当初においては使用目的を持って
いた可能性がある。但しⅡ類に属するものはいずれも
刃先の厚さがきわめて薄いものであり（図５），この

ことから使用目的の生産を否定する見方もある（河野 

2014：p. 118）。出土遺構や共伴遺物などを踏まえ祭祀
具や地鎮具として生産され，使用されることがなく廃
棄されたと考えられる。
　次にⅠ類に属するものは摩滅が進み刃幅と耳部幅が
近似するまで変化した結果，使用に適さない状態とな
り，再加工されることなく廃棄されたものである（図
６左）。
　その他にも使用による摩滅が認められながらも刃先
が依然として長く残り，観察する限り使用できる状態
で出土している資料を多数確認した。またその中でも
佐原真氏が「偏刃」と呼ぶ（佐原 1994），摩滅の進行
が左右非対称のもの（図６右）が多数確認できた。鍬
鋤先は木製の鍬または鋤に装着して使用されるが，偏
刃となった場合は反転して装着するほか刃先を打ち直
すなどで使用することができるものである。衝撃の方
向が偏ることから鍬として用いられ，刃先が残るもの
については比較的短期間使用されたのち廃棄された物
と考えることができる。
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2.4　有用品の廃棄行為

　最後にこれらが廃棄された背景を推察する。松村恵
司氏は鉄製品が遺存する可能性についてきわめて偶然
性に左右されるものであると指摘を行っており（松村 

1991），実際に出土した量から当時の流通量を検討す
ることは困難である。しかし出土した資料が廃棄とい
う過程を経たことは明らかであり，その資料形成過程
について検討することで当時の鍬鋤先を含む鉄製品の
所有価値を明らかにする一助とすることができると考
える。
　ここで関連して鍬の再生技術について簡単に述べ
る。現代では鍬はおおむね鋼と地金を鍛接した方形板
状であり，使用によって減ると先掛けと呼ばれる再生
を行う。これは先端部を切断し新たな刃部を溶接する
もので，この技術について検討した朝岡康二氏は角先
鍬の出現がその画期となり，本稿で取り上げたそれ以
前の丸先のものでは困難であったと考えている（朝
岡 2000：p. 30）。本プロジェクトで観察した資料につ
いても明らかに再生過程を経たと考えられるものは認
められなかった。また上野南Ⅳ遺跡出土品が組織分析
の結果鋳造品と判断されている他はおおむね鍛造品で
あり，溶解あるいは打ち直し再生する技術や必要性が
存在したか否かは定かではない。積極的根拠は提示し
がたいものの，野崎進氏の指摘するように使い棄てさ
れていた状況を想定すべきではないかと考える（野
崎 1988）。
　その上で使用できる状態で廃棄される可能性として
は以下の２つを想定することができる。第１に使用す
る必要性や使用目的を失った場合である。第２に鉄製
鍬鋤先の供給が増加したため，再生産に必要なコスト
より入手にかかるコストが安価となった場合である。
この２つは重なりあう部分が多く単独で成立するもの
ではない。また廃棄行為に儀礼的意味合いを持つ場合
が想定できる。
　まず第２の可能性であるが，鍬鋤先の製作方法につ
いて先行研究で多くの案が提示されており，いずれも
高度な技術を要することが指摘されている。鍛冶関連
の遺物や遺構が検出されている場合でも生産可能であ
った集落がどれほど存在していたのかという点は今後
の課題であるが，出土量の変遷から見ても時期を追う
ごとに鍬鋤先の供給量が急増した傾向を見出すことは
できない（古庄 1993）。
　第１の可能性においては農業形態の変化が生じたこ
とや，入手する時点で一時的な需要に対応するための
ものであったことを想定できる。その可能性を想起さ

せる社会的変化については，詳細は別稿で述べるもの
の，廃棄された時期を境として居住域の放棄など急激
に集落構造が変化する例が認められる。上記の例はお
おむね土器を基準とした編年をもとにしており時期幅
を持つものであるため廃棄と集落構造の変遷を厳密に
順序立てすることは困難であるが，集落内外への移動
など社会的変化を契機に廃棄物が増加する可能性が指
摘されている（鈴木 2002）。この説に立つならば開発
行為など一時的需要を満たすために入手されたもので
あると考えることができ，時期を追うごとに普及し一
般的耕作に必須とされるものであったのか再検討する
必要がある。

おわりに

　本プロジェクトの結果これまで研究史上取り上げら
れなかった資料について集成し新たな形態分類案を作
成することができた。またこれまで生産時の形態を重
視されたなかで，出土資料のもつ形態変化の痕跡を
個々に検討することで使用可能と目される状態で廃棄
されたものが存在することが明らかとなった。この廃
棄行為を含めた所有形態について再検討し，労働手段
である鉄製鍬鋤先を所有することの意義を見直す必要
があると考えている。
　このほか今回注目した使用痕の中で偏刃が鍬による
ものであると考えたが，今後民具研究などを含め検証
していきたい。また祭祀や地鎮具的意味合いを想定で
きる出土品についても，さらに検討を加えその性格を
明らかにしなければならない。
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表１　出土鍬鋤先一覧表

 ※は報告書の記載に基づく

表２　第１組に属する東日本出土鍬鋤先一覧表

 （林 2011をもとに作成，単位 cm）
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