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　九州本土と朝鮮半島との間、玄界灘に浮かぶ壱岐島は、「魏志倭人伝」にも描かれているように古

代から朝鮮半島や中国との対外交流において重要な役割を果たしてきました。このような歴史的背景

を踏まえ、長崎県埋蔵文化財センターでは、開設以来、東アジア世界との交流の歴史に焦点をあてた

研究を進めています。その東アジア考古学研究の一環として、平成 27 年５月に友好機関協定を締結

しました韓国・釜山博物館をはじめとする国内外の研究機関の御協力を得ながら、これまで原の辻遺

跡で出土した大陸・半島系遺物についての検討を行ってきました。

　本日のシンポジウムのテーマは「鉄を求めて大海を渡る。―弥生の鉄ものがたり―」です。弥生時

代、鉄は当時の社会に大きな変化をもたらしますが、日本では産出しなかったため、倭人は大海を渡

り、三韓の国々に鉄を求めました。そのルートにあたる壱岐（一支国）。それを証明するように原の

辻遺跡では大量の鉄器が出土し、カラカミ遺跡では貴重な鉄関連遺構が確認されており、学界の注目

を集めています。

　シンポジウムでは弥生時代の鉄研究の第一人者である愛媛大学の村上恭通教授、韓国・釜山の第一

線で調査研究にあたられている釜山博物館の朴程郁学芸研究士をお招きして、最新の研究成果を基に、

鉄を通した日韓交流について明らかにしていきます。どうぞ御期待ください。

　結びにあたり、講師をお引き受けいただいた先生方をはじめ、関係者の皆様に心から感謝申し上げ

ますとともに、今回のシンポジウムを契機に、日本と韓国との文化交流がますます深まりますことを

祈念いたしまして、ごあいさつといたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 29 年 10 月 22 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎県埋蔵文化財センター所長
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原の辻遺跡出土鉄器⑵

カラカミ遺跡鍛冶関連遺構（壱岐市教育委員会提供）
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１．はじめに
　原の辻遺跡、カラカミ遺跡出土鉄器についての研究は 1951（昭和 26）年から行われた東亜考古学

会の調査にさかのぼる。岡崎敬氏はこの時の調査で両遺跡から出土した鉄器に農具、木工具や狩猟漁

撈具のあることのほか、鉄素材と考えられるものがあることを指摘し、弥生時代における鉄器の普及

と鉄器製作について論じた（岡崎 1956）。弥生時代、とくに集落出土鉄器の量が限られていた当時に

おいて、この研究はその後の弥生時代鉄器研究の基礎をなすものであり、学史的に大きな意味を持つ。

　その後、現在までの調査で原の辻遺跡、カラカミ遺跡ともに多量の鉄器が出土し、近年カラカミ遺

跡においては周堤付鍛冶炉が確認された。

２．原の辻遺跡出土の鉄器
　現在までに報告された原の辻遺跡出土鉄器は総数 336 点に及ぶ。そのうち報告書に実測図もしく

は写真が掲載され詳細な報告がなされた鉄器は 248 点で、その器種構成は以下のようになっている�

（表１）1。

１溝や包含層出土で詳細な時期が判断できないものがあるため、古墳時代前期までの資料を含んでいる。

壱岐における弥生時代の鉄
長崎県埋蔵文化財センター　山梨　千晶　

器種 出土数
鋳造鉄斧 18
袋状鉄斧 29
板状鉄斧 5
棒状鉄斧 2
鉄鑿 12
ヤリガンナ 20
刀子 12
鉄鎚 1
鋤（鍬）先 10
鉄鎌 37
釣針 2
ヤス 2
鉄剣 7
鉄鉾 1
鉄鏃 37
不明板状品 10
不明棒状品 28
板状鉄片 15
合計 248

表１　原の辻遺跡出土鉄器の構成
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　工具、農具、漁撈具、武器類といった器種が一通り揃っている。袋状鉄斧、鉄鑿、ヤリガンナとい

った木工具類が比較的多く出土している点は、木器未成品の出土とあわせて遺跡内で木器生産が行わ

れていたことを示すものと言える。特筆されるのは、鉄鎌の出土量の多さである。墓出土資料も含め

れば鉄鎌の出土は弥生時代中期から古墳時代前期までの各時期に見られる。鎌あるいは鋤（鍬）先と

した資料の中には鉄製穂摘み具の可能性のあるものも含まれるが、その数はごくわずかである。石製

収穫具においても石鎌の出土数は時期を問わず 470 点以上に及んでおり、石包丁の出土量を遥かに上

回ることが指摘されている（福田・中尾編 2005）。「鎌」という形態をもつ収穫具の多さは原の辻遺

跡の特徴と言えるだろう。

　また、出土鉄器の２割を不明板状・棒状品や板状鉄片が占めている。これらの中には用途が特定で

きなかった製品の破片も含まれるであろうが、裁断片など鉄器生産に関わる鉄片も見られる。古墳時

代前期には鉄滓の出土も見られ、遺跡内で鉄器生産が行われていたことは確実だろう。

３．カラカミ遺跡出土の鉄器
　カラカミ遺跡では 117 点の鉄器が報告されている。出土鉄器の器種構成は以下の通りである（表２）。

　原の辻遺跡に比べその器種構成には偏りが見られる。まず漁撈具の割合が多いことがあげられる。

一方で農具に関しては鉄鎌８点のみとなっており、原の辻遺跡と比べると鉄器に占める農具の割合は

非常に少ない。工具についても同様のことが言える。従来カラカミ遺跡は鯨骨製漁撈具などの出土に

より、漁撈を生業とする集団の集落であると言われていたが、鉄器からもカラカミ遺跡集団が漁撈を

生業のひとつとしていたことがうかがえる。また非常に目立つのが不明板状・棒状品や鉄片類の多さ

器種 出土数
鋳造鉄斧 1
袋状鉄斧 3
板状鉄斧 4
鉄鑿 1
ヤリガンナ 3
刀子 4
素環頭刀子 1
鉄鎌 8
釣針 6
ヤス 1
アワビオコシ 1
鉄鏃 7
不明板状品 9
不明棒状品 12
板状鉄片 16
棒状鉄片 28
叉状鉄片 1
鉄片 11
合計 117

表２　カラカミ遺跡出土鉄器の構成
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であり、板状鉄斧などの製品中にも鉄素材の可能性を指摘されるものが存在する。これは鍛冶炉の検

出によって遺跡内での鉄器生産が確実になったことにより、原の辻遺跡では製品に分類されていた破

片が鍛冶関連遺物と捉えられたことも大きな要因と考えられる。それでも全体の６割以上をこのよう

な遺物が占めるということは、カラカミ遺跡での活発な鉄器生産が想定される。

４．壱岐島内における鉄器生産
（１）弥生時代の鍛冶関連遺構・遺物

　日本列島において、明確な遺構を伴う鉄器生産（鍛冶）の事例は弥生時代中期末には東部瀬戸内地

域まで広がり、徳島県矢野遺跡などで鍛冶炉が確認されている。村上恭通氏は鉄器の加工技術を裁断、

鍛延・成形、鍛延・折り曲げⅠ、Ⅱ、鍛接の５つに分類し、最も高度な鍛接の技術も北部九州や中九

州などの一部地域に見られることを指摘した（村上 2007）。各地の鍛冶関連遺跡での出土遺物の分析

により裁断に伴い発生する鉄片が確認され、鉄器生産が行われた可能性を示す遺物となっている。ま

た、鍛冶具として叩石、台石が出土する場合がある。

（２）原の辻遺跡における鉄器生産

　壱岐島内では冒頭に述べた東亜考古学会の調査時に鉄素材と考えられる鉄器が出土しており、鉄器

生産が行われていたことが示唆されていた。

　原の辻遺跡原地区で 1997（平成９）年に行われた調査では包含層や古墳時代前期の竪穴住居跡か

ら鉄滓が出土している。2005 年までの原の辻遺跡発掘調査成果を総括した『原の辻遺跡総集編Ⅰ』

において、中尾篤志氏は鉄素材（裁断片などの鍛冶関連遺物）と考えられる資料が弥生時代中期後葉

から古墳時代前期まで連綿と出土していることをあげ、原の辻遺跡では「基本的に棒状素材から鍛打

整形・鏨切りによって、鉄鏃や鉄鑿・ヤリガンナなどの小型鉄器を製作」し、弥生時代後期～古墳時

代前期とされる鉄鎚や鉄滓の存在から「弥生後期後半～古墳時代前期にいたって、鍛冶具及び鉄滓の

伴う本格的な鉄器生産が開始された」と指摘した（福田・中尾編 2005）。

　遺構についてはこれまで明確な鍛冶炉は確認されていない。しかしながら、高元地区では焼土およ

びカーボンが互層に堆積した土坑が確認されている。この状況は鍛冶炉の地下構造を想像させるが、

周辺で鍛冶関連遺物は出土せず、一般的な鍛冶炉の地下構造とも異なっているため、報告者はその性

格は不明であるとしつつも金属器生産に伴う遺構である可能性を指摘している（中尾編 2003）。また、

平成 11 年度に調査された原地区 12 号住居跡では炉跡は確認されていないものの、弥生時代中期の土

器や叩石とともに鉄素材もしくは裁断片と考えられる棒状鉄片などの出土が見られた（山口編 2001）。

こういった複数の鉄片と叩石、あるいは台石が共伴する住居跡については鉄器生産が行われていた可

能性を想定できる。叩石、台石に被熱痕の有無、鉄片の嵌入など鍛冶関連遺物としての痕跡がないか、

鉄器だけでなく石器からの再検討も必要だろう。

（３）カラカミ遺跡における鉄器生産

　カラカミ遺跡では九州大学考古学研究室が行った調査と壱岐市教育委員会による調査で計７基の鍛

冶炉が確認されている。村上恭通氏は弥生時代の鍛冶炉を①掘りかたを大きくとり地下構造を備えた

Ⅰ類、②掘りかたのみでわずかなカーボンベッドを持つⅡ類、③ほとんど掘りかたを持たずわずかな
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がらカーボンベッドを持つⅢ類、④掘りかたが無く床面をそのまま炉底とするⅣ類の４つの類型に分

けて整理している（村上 2007）が、壱岐市教育委員会の調査で検出された鍛冶炉３基はこのいずれ

にも属さないもので、掘り込みを持たず炉の周囲に炉壁をめぐらせた「周堤付炉」となっている。こ

のタイプの炉はカラカミ遺跡で初めて確認されたものである。この炉がどういった系譜を持ちカラカ

ミ遺跡に導入されたのか、また、他類型の鍛冶炉と機能的な使い分けが行われていたのかどうかとい

った点は今後の課題であり、日本列島内だけでなく朝鮮半島での事例も含めて考える必要があろう。

　遺物については、板状鉄斧の破面が直線的になるものや棒状の鉄片で片方の端部が薄くなっている

資料が存在しており、このような製品を素材として鉄器生産を行っていたものと考えられる。鏨切り

などにより発生した副産物である鉄片類は弥生時代後期に属する熊本県二子塚遺跡や弥生時代終末期

から古墳時代前期に属する佐賀県中原遺跡などで出土した鍛冶関連遺物と形状が類似しており、これ

らの遺跡と同様の技術によって鉄器製作が行われていたことがうかがえる。このことはカラカミ遺跡

における鉄器製作技術が北部・中九州地域の有する技術の中に位置づけられるものであることを示す

ものと言える。

５．壱岐島内出土鉄器から見た日韓交流
　原の辻遺跡、カラカミ遺跡ではともに鋳造鉄斧をはじめ朝鮮半島及び大陸から舶載された鉄器が出

土している。日本列島で確実に鉄生産が開始されるのは古墳時代後期であり、それ以前は三国志魏書

東夷伝弁辰条の「国、鉄を出す。韓、濊、倭皆従いてこれをとる」の記述に示されるように朝鮮半島

から鉄素材を入手していた。原の辻遺跡では２点の棒状鉄斧が出土している。安海成氏・古澤義久氏

による別項コラムの通り、２号旧河道で出土した完形の棒状鉄斧はその法量・形状が韓国東南部で出

土するものに酷似しており、当該地域からもたらされたものであることは確実である。韓国東南部は

まさに弁辰の地であり、棒状鉄斧のように規格化した製品が鉄素材の一部として流通していた可能性

があろう。

　また原の辻遺跡における日韓交流を考える上で興味深いのが鉄鎌である。鉄鎌は柄に固定するため

に基部の端を折り返しているが、刃部を下にして置いた際にこの折り返しが右側になる「折り返し甲

技法」と左側になる「折り返し乙技法」に分けられる（都出 1967）。川越哲志氏は日本列島では甲技法が、

朝鮮半島では乙技法が卓越することを指摘した（川越 1993）が、原の辻遺跡では両者がほぼ同数出

土することが指摘されている（村上 2007）。2007 年以降の出土資料を含めてもその両者の出土数に大

きな差が無いという傾向は変わらない。このことは原の辻遺跡における鉄鎌の製作者（あるいは製作

地）、使用者に関わるものである。古澤義久氏はこれまで半島系・大陸系の土器の出土状況から原の

辻遺跡における交流の様相について論じてきた（古澤 2016）。先に述べたように原の辻遺跡出土鉄器

は詳細な時期が判別できない資料も多いが、時期ごとの鉄鎌の技法の変化と土器の様相を合わせるこ

とで、原の辻遺跡の日韓交流についての議論をより深めることもできるかもしれない。

　交流地域についても今後の課題であるといえる。原の辻遺跡では朝鮮半島南部の粘土帯土器や三韓

系土器のほか、楽浪系・遼東系の土器が確認されている。前述のように古澤氏は楽浪系土器と三韓

系土器の出土地点の違いから楽浪系集団が原の辻遺跡に渡来している可能性を指摘している（古澤

2016）。壱岐市教育委員会が行ったカラカミ遺跡の平成 28 年度発掘調査では裏面が垂直になる鋳造鉄
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◦�福田一志・中尾篤志編 2005　『原の辻遺跡総集編Ⅰ』原の辻遺跡調査事務所調査報告書第 30 集　長崎県教育委員会
◦��古澤義久 2016　「原の辻遺跡における日韓交流」『大海を渡り、一支国に至る。―国境の島　壱岐・原の辻遺跡にお
ける日韓交流―』（平成 28 年度東アジア国際シンポジウム資料）長崎県埋蔵文化財センター
◦��宮本一夫編 2011　『壱岐カラカミ遺跡Ⅲ　―カラカミ遺跡第１地点の発掘調査（2005 ～ 2008）―』九州大学大学院
人文科学研究院考古学研究室
◦�村上恭通 1998　『倭人と鉄の考古学』青木書店
◦�村上恭通 2007　『古代国家成立過程と鉄器生産』青木書店
◦��山口優編 2001　『特別史跡原の辻遺跡』芦辺町文化財調査報告書第 12 集　芦辺町教育委員会

斧や素環頭刀子が出土している。村上恭通氏のご教示によれば、この鋳造鉄斧は形態から中国から持

ち込まれたものである可能性があり、また素環頭刀子も韓国全州周辺で出土するものと素環部分のつ

くりが似るとのことであった。これらの資料は韓国東南部地域を経由して壱岐島内に搬入されたとも

考えられるが、楽浪あるいはそれ以西の地域や、朝鮮半島西南部地域の集団との直接交流によりもた

らされた可能性も考えておきたい。
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Ⅰ . 머리말  

　삼한시대（三韓時代）는 청동기시대와 삼국시대를 잇는 과도기적 성격을 가지는 시대로서 학계에

서는 ‘전환기（轉換期）의 고고학（考古學）’이라는 범주에서 그 중요성이 인식되고 있다 . ‘삼한（三

韓）’이라는 명칭은 삼한은 마한・진한・변한을 일컫는 것으로 삼국지 위서 동이전에서 처음 등장한 

다 . 기록에 의하면 삼한은 한반도 남부를 중심으로 ‘소국（小國）’의 형태로 형성되어 있던 세력집

단으로 묘사되고 있다 . 특히 삼한의 문화는 백제・신라・가야의 국가 형성과정에 있어 구심체적인 

역할을 하고 있으며 삼국시대를 이해하는 데 있어 삼한의 문화연구는 필수적이라 하겠다 . 이 가운데 

진・변한은 현재 영남지역에 해당하며 , 영남 전역에 걸쳐 확인된 발굴성과를 토대로 고고학적인 연

구가 활발히 진행되고 있다 . 다종다양한 고고자료 중 특히 삼한시대 무덤 및 무덤에 매납된 부장유물

이 기하급수적으로 늘어남에 따라 이에 대한 연구가 가장 두드러지고 있다 .

　본 발표에서는 현재까지 축적된 부산지역의 발굴조사 성과를 중심으로 삼한시대 무덤에 부장된 철

제 무기에 대해 살펴보고자 한다 . 먼저 삼한시대 학술적 의의에 대해 간략하게 살펴보고 대표적인 무

덤인 목관묘와 목곽묘에 대해 간략하게 언급하고자 한다 . 마지막으로 시기에 따른 철제무기의 변화

와 특징에 대해 살펴보고자 한다 . 

Ⅱ . 삼한시대 시기구분과 무덤

　현재까지의 연구성과를 살

펴볼 때 , 삼한시대는 크게 전

기와 후기로 대별되며 각 시

기의 주묘제는 목관묘와 목곽

묘로 구분된다 . 삼한 전기는 

이전 시기의 지석묘에서 목관

묘로의 묘제의 변화가 이루어

진다 . 또한 부장유물에서는 

기존의 점토대토기와 함께 새

로이 등장하는 고식와질토기

가 부장되고 , 철기유물의 부

장이 일반화되는 경향이 뚜

렷해진다 .  삼한 후기는 목곽묘의 채용과 함께 토기류에 있어서 고식에서 신식와질토기로 변화하고 , 

철기유물의 부장량이 급증하는 양상을 보인다 . 이러한 변화는 당시의 사회구조와 생활 , 정치체 등의 

발전으로 인한 산물로 인식하고 있는 것이 일반적이다 . 

　앞서 언급했듯이 삼한시대 무덤은 크게 목관묘（전기）와 목곽묘（후기）로 대별된다 . 이 두 무덤

은 여러 가지 면에서 큰 차이를 보이지만 특히 구조에서의 차이는 장례문화（의식）에서 전혀 다른 

부산지역 삼한시대의 철　-무덤 출토 철제무기 부장양상을 중심으로
부산박물관　박정욱　

표 1.  삼한시대 토기와 야요이토기의 병행관계에 대한 연구성과（이창희 , 2009）
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관념으로 접근할 수 있다 . 목관묘에서 사용되는 ‘棺’은 시신을 안치하는 공간으로 매장주체인 목관

을 의미한다 . 일반적으로 목관의 규모는 시신만을 안치할 수 있는 공간적 범위를 가진다 . 따라서 목

관에는 피장자의 근신물품 즉 평상시에 휴대하던 물품이거나 사후의 안녕을 위한 상징적인 의미를 가

지는 것들이 들어갈 수 있는 공간만이 남는다 . 그것은 금속류 , 경식류 , 토기류 등으로 현재 발굴조사

에서 확인할 수 있는 무기물일 수도 있으며 섬유나 木器와 같은 유기물일 수도 있다 . 목관은 시기가 

내려갈수록 점차 커지는 경향성을 가지고 있다 . 

　‘槨’은 시신의 안치시설인 ‘관’을 포함하는 동시에 신근물품뿐만 아니라 부장유물도 함께 들어

가는 매장주체시설이다 . 관의 경우 대체로 그 크기가 정해져 있지만 곽의 경우는 피장자의 신분에 따

라 그 크기가 결정된다 . 

　다음은 목관과 목곽의 유물부장의 위치에 관한 것으로 장송의례와 밀접한 관련이 있다 . 목관은 시

신 안치 전후부터 유물의 부장행위를 거치는 데 관 밖의 공간은 목관의 고정과 함께 유물의 부장이라

는 목적을 수행하게 된다 . 목관묘의 유물부장은 크게 관내와 관외로 구분할 수 있으며 관외는 다시 

묘광과 관 사이 바닥면 , 관신충전토 내부 , 관신충전토 상부 , 관상상부토 , 봉토 내로 세분된다 . 

　목곽에서 묘광과 목곽 사이의 공간은 목곽의 보강을 위한 공간이 될 뿐 기본적으로 유물이 부장되

지 않는다 . 곽외에도 유물이 부장되는 경우도 있지만 극히 일부분에 지나지 않으며 목관묘처럼 장송

절차에 따른 의례적 혹은 상징적 의미를 두지 않아도 좋다 .

　선행연구를 바탕으로 삼한시대 특히 변 ・ 진한 사회의 문화상 및 발전과정을 정리한 것이 〈표２〉

이다 . 

Ⅲ . 사례 검토

　본 장에서는 철기유물이 출토된 부산지역 삼한시대 유적을 구분하는 기준이라 할 수 있는 묘제의 

변화에 따라 목관묘단계 - 목곽묘단계로 나누어 살펴보도록 하겠다 . 

단계 연대 묘제 문화ㆍ사회변화 외부요소

胎動期
（읍락단계）

B.C
300~200

목
관
묘

- 한국식동검문화개시
- 원형점토대토기

- 중서부지역의 원형점토대토
기 및 한국식 동검 문화의 이입
- 중국계 유이민 이주

200~100
- 원형점토대토기
- 한국동검문화

- 중국계 및 고조선 유이민의 
이주
- 중서부지역과 관계

國의 형성

100~50
- 삼각형점토대토기 발생
- 청동기와 철기의 자체생산
- 목관묘군 조성

- 명사리식토기 영향
- 서북한 및 중서부지역 청동
기문화 혼재
- 전국 - 전한초기 철기문화

B.C 50
~A.D 50

- 낙랑 및 한식문화의 이입
- 와질토기의 출현
- 영남양식 청동기 및 철기의 
생산 본격화

- 낙랑 및 전한양식의 청동기 
및 철기의 영향
- 전한경 이입

50~150
- 청동의기의 쇠퇴
- 무문토기 소멸

- 후한경의 이입

國의 발전 150~300
목
곽
묘

- 목곽묘 발생 , 발전
- 후기와질토기 , 연질토기
- 변진한 24 국 형성
- 국의 통합

- 낙랑 및 기타
- 북방문화

표 2.  변 · 진한 사회의 문화상 및 사회상
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1. 목관묘 단계

　대표적인 유적으로 동래구 내성유적 , 온천동유적 , 금정구 노포동유적 , 기장군 방곡리유적 등이 있

다 . 

　동래구 내성유적은 삼한시대 주거지와 퇴적층에서 다량의 야요이계토기가 출토되었다 . 비율로 보

면, 점토대토기（무문토기）와 야요이계토기의 비율이 6% : 94%로 야요이계토기가 압도적으로 많다. 

형식단계는 城ノ越式 ~ 須玖Ⅰ式에 해당한다 . 야요이계토기의 압도적 비율에 못지않게 주목해야 될 

것이 바로 1 호 주거지에서 출토된 소형철편이다 . 이는 철기를 제작하는 단야과정에서 떼어낸 소형

철편으로 주거지 내부에서 단야작업이 이루어진 것으로 보고 있다 . 철기생산 및 제작과 관련하여 영

남지역에서 가장 이른 시기의 단야공방으로 인식되고 있다 . 그 외의 유적은 목관묘가 확인되었으며 , 

조사 내용을 간략하게 정리한 것이 〈표３〉이다 . 

　출토된 무기류는 검 ・ 모가 확인되었고 , 공구류는 부 ・ 착 ・ 겸 ・ 따비 ・ 사 ・ 도자 등이 확인되

었다 . BC 1 세기 후반대로 편년되는 목관묘 중 온천동유적에서만 무기류와 공구류가 세트로 부장되

었다（온천동 3・4 호 목관묘）. 그 외에도 침 ・ 섭 등 비교적 다종의 유물이 공반되어 부산지역에서

의 철기 생산 수준을 가늠할 수 있다 . 동일한 시기의 자료는 아니지만 인근의 이중 환호에서 城ノ越

式 ~ 須玖Ⅰ式의 야요이계토기가 출토되어 일본 야요이인과의 교류 관계도 상정해 볼 수 있다 . 방곡

리유적은 온천동유적에 비해 유구수는 많지만 출토유물의 양질에서 현저히 떨어지는 편이다 . 토기가 

다수 공반된 1 호 ・13 호 목관묘는 공구류의 철기만 출토된 특징이 있다 . 특히 1 호 목관묘에서 출토

된 길이 30cm 이상의 대형 판상철부 2 점이 주목된다 . 실제로 사용된 공구로 보기 어려우며 , 철제품

의 가공 전 원료 혹은 교역을 위한 화폐의 역할로서 사용된 것으로 보인다 . 이와 유사한 것이 무덤에

서 끈으로 묶여 출토되는 2 점 1 조의 주조철부가 있다 . 

2. 목곽묘 단계

　대표적인 유적으로 금정구 노포동유적이 있다 . 유구는 청동기시대 주거지 2 동과 삼한시대 목곽묘 

45 기 , 옹관묘 6 기 등이 조사되었으며 옹관묘는 목곽묘의 배묘적인 성격을 띤다 . 주거지는 청동기

유적 유구수 철기유물 공반유물 시기 특징

방곡리 27 철모ㆍ철검ㆍ판상철부ㆍ철겸 두형토기ㆍ단경호ㆍ주
머니호ㆍ옹

BC 
1
세
기 
후
반

옹관묘 ( 삼각형
점토대옹 ) 10 기 
포함

노포동 1 철모ㆍ판상철부ㆍ철착ㆍ소도자 두형토기ㆍ주머니호

BC
 1
세
기 
후
반

목관 내 철모출토

온천동 5
철모ㆍ판상철부ㆍ단조철부ㆍ주
조철부ㆍ철착ㆍ철겸ㆍ따비ㆍ철
사ㆍ철침ㆍ철섭

두 형 토 기 ㆍ 주 머 니
호ㆍ단경호ㆍ완ㆍ파수
부옹

BC
 1
세
기
 후
반

인근 환호 내 야
요이계토기 출토

표 3.  부산지역 목관묘 유적
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시대 전기 , 목곽묘 등의 삼한시대 묘제는 3 세기대로 추정된다 . 출토유물은 주거지에서 출토된 구순

각목토기・공열문토기와 목곽묘에서 출토된 노형토기・단경호 등의 토기류 134 점 , 철촉・철모・철

부・환두대도 등의 철기류 263 점 , 마제석촉・반월형석도 등의 석기류 4 점 , 기타 구슬류 433 점 등 

총 834 점이 확인되었다 . 출토유물 중 토기류는 회백색의 와질토기가 주류를 이루며 , 도질토기가 나

타나는 현상을 보여주어 부산지역 내 도질토기의 발생시기를 알려준다 . 

　노포동고분군은 분묘와 출토유물을 통해 전・후기로 나누어진다 . 그 기준은 대형 목곽묘의 등장과 

환두대도의 출현 , 토기 기종의 다양화 , 도질토기의 출현 등을 들 수 있다 . 전기는 3 세기 중엽 경이

고 , 후기는 3 세기 중엽에서 4 세기 초엽으로 편년되며 , 이 시기의 무덤은 지배계층의 분묘로 추정된

다 . 부산지역에서 와질토기에서 도질토기로의 변화과정에서 외부문화의 수용을 통한 사회의 성장과 

변화를 보여주며 , 고대국가의 발생과 전개과정을 밝혀주는 중요한 유적이다 . 노포동고분군의 조사 

내용을 간략하게 정리한 것이 〈표４〉이다 .

　출토된 무기류는 철모ㆍ환두대도ㆍ철촉 등 확인되었다 . 철모는 길이 40 ㎝를 경계로 대형과 소형

으로 대별된다 . 최대 길이 75 ㎝인 장신형 철모도 확인된다 . 공부의 끝 형태는 대부분 직선형이고 , 

연미형도 있다 . 환두대도는 3 점이 확인되었다 . 길이는 짧은 것은 55 ㎝이고 , 긴 것은 96 ㎝이다 . 환

두부는 아무런 장식이 없고 , 평면형태는 말각방형이다 . 철촉은 크게 무경식과 유경식으로 구분된다 . 

유경식은 목곽묘 단계부터 등장하는 것으로 단면형태에 따라 그 종류가 매우 다양하다 . 특히 31 호묘

에서 112 점의 철촉이 출토되었다 . 

Ⅳ . 철기 부장양상의 변화 - 무기 변화를 중심으로

　부산지역에서 삼한시대 무덤의 무기류 출토사례가 많지 않아 , 영남지역 삼한시대 전반의 무기류 

변화양상에 대해 알아보고자 한다 . 삼한시대 영남지역의 철기생산과 관련된 제작기술의 기원과 파급

에 대한 연구는 중국 동북지역 및 한반도 서북한 . 중서부지역과의 비교를 중심으로 상당한 연구가 도

출되었다 . 목관묘 단계의 철기 제작기술과 특징은 戰國晩期의 기술적 전통이 낙랑설치 이전부터 내

려와 있었으며 , 낙랑설치를 기점으로 본격적으로 한반도 남부지역에 깊숙이 내려온다는 것이 한국 

학계의 통설이다 . 즉 , 각종의 단조철기들은 서북한 지역의 토광묘유적과 거의 동일한 양상으로 이러

한 기술적 전통이 영남지역 철기문화를 근간을 이루는 것으로 인식하였다 . 

　목관묘단계에서 출토되는 철제무기류는 촉・모・검이 대표적이다 . 기존 청동기를 답습하여 그 재

질이 철기로 대체되는 것으로 인식되고 있다 . 목관묘 단계의 철촉은 대체로 무경식의 삼각형철촉이 

부장되는데 늦은 시기로 갈수록 대체로 촉신이 길어지는 편이다 . 철모는 삼한〜삼국시대의 고분유적

을 통틀어 그 개체수가 철촉 다음으로 많이 출토되는 것으로 고대이후로 근접전의 가장 보편적이고 

대중적인 무기라 할 수 있다 . 철모는 형태에 있어서 신부・관부・공부로 나눌 수 있다 . 기존 연구에 

유적 유구수 철기유물 공반유물 시기 특징

노
포
동
고
분
군

45
철 모 ㆍ 철 검 ㆍ 철 도 ㆍ 환 두 대
도ㆍ철촉ㆍ단조철부ㆍ주조철
부ㆍ철착ㆍ철겸ㆍ따비ㆍ철사 등

대부광구호ㆍ대부직구
호ㆍ노형토기ㆍ단경
호ㆍ완ㆍ옹ㆍ사이부직
구호ㆍ완 등

AD 
3~4
세기

후기와질토기 편
년 제공

표 4.  부산지역 목곽묘 유적
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의하면 철모의 속성에는 신부의 길이와 폭 , 신부의 비율 , 신부의 단면형태 , 공부하단의 형태 , 관부

의 유무 등 철검에 비해 매우 다양하게 세분되어진다 . 특징적인 것은 목관묘 단계에서의 철모는 관부

의 형태상 1 단과 2 단으로 대별되어 뚜렷한 형태변화를 가진다 . 무기로서의 기능으로 보면 , 검 / 모

는 단병기로서 근거리 전투에 유리하며 , 촉은 원거리 전투에 필수적인 무기로 볼 수 있다 . 철검은 양

날을 가지고 있는 무기로서 양날에 의해 만들어진 검의 뾰족한 끝을 이용하여 주로 대상을 찌르는데 

용이한 것이다 . 검은 크게 신부・경부 두 부분으로 나눌 수 있다 . 일반적으로 검은 전장 , 신부의 길이 , 

폭 , 경부의 길이 , 폭 등으로 그 속성을 세분할 수 있다 . 목관묘 단계에서 출토되는 90% 이상의 철검

이 전장 30cm 전후의 단검에 속한다 . 

　대체로 목관묘 단계의 철기는 공반하는 토기에 비해 그 변화양상이 크게 민감하지 않은 것으로 보

인다 . 철제무기의 변화가 거의 없는 것으로 보아 집단 간의 존속과 관련한 전쟁의 증거는 확인하기 

힘들며 , 각 집단마다 공통된 형태의 무기를 소량 소유함으로써 , 상호 견제 - 방어적인 형태의 사회

체제를 형성한 것으로 생각된다 . 

　영남지역에서 목곽묘가 출현하면서 곽의 부피가 커짐에 따라 토기와 철기로 대표되는 부장유물이 

급증한다 . 목관묘 단계와 목곽묘 단계에서 확인되는 철기의 종류는 크게 무기류 , 농공구류 , 마구류 

등으로 구분될 수 있으며 유물의 부장조합에 있어서는 큰 차이 없이 부장된다 . 하지만 목관묘에서 목

곽묘로의 전환과 그 궤를 같이 하며 형태적인 차이와 수량증가에서 뚜렷한 특징이 나타난다 . 목곽묘 

단계에서는 장경식 철검이 나타나는데 , 그 분포범위가 포항 - 경주 - 울산을 중심으로 한정되게 나

타나는 특징을 보인다 . 또한 장경식 철검과 더불어 장신형의 철모가 다량 부장된다 . 목곽묘단계의 

검과 모는 형태의 변화를 통해 장병기의 기능을 하게 된다 . 장병기는 집단적 전투에서 활용도가 큰 

무기로서 군사력의 증대를 가져온다 . 철촉은 무경식에서 유경식으로의 큰 변화가 일어난다 . 또한 역

자형・유엽형・능형 등 단면형태가 다양해지고 부장량이 10 배 이상 늘어나게 된다 . 철촉 단면형태

의 변화는 살상력을 높이고 , 화살대와의 결합이 용이해짐에 따라 원거리 전투에서도 탁월한 효과를 

보인다 . 또한 , 착장용 무기에 있어서는 목관묘에 유행하던 철검 대신 환두대도가 출현하게 된다 . 환

두대도는 실용기로서의 역할도 비중있게 차지하지만 환두부라는 장식이 첨가된 무기이다 . 따라서 군

사 관계에서 높은 지위에 있는 사람이 착장한 것으로 보여지므로 지휘관의 무기 역할을 했을 것으로 

보인다 .

Ⅴ . 맺음말

　지금까지 부산지역의 발굴조사 성과를 중심으로 삼한시대 무덤에 부장된 철제 무기에 대해 살펴보

았다 . 부산지역은 삼한시대와 관련된 자료가 많지 않아 아쉬운 점이 많았다 . 하지만 삼한시대 특히 

변 ・ 진한을 중심으로 한 영남지역의 전반적인 상황과의 비교를 통해 철제무기의 변화양상에 대한 

대략적인 내용을 설명할 수 있었다 . 

　최근까지 영남지역의 삼한시대 관련 유적의 발굴조사와 보고서 등의 연구자료가 지속적으로 늘어

나고 있다 . 발표자도 최근 부산지역 삼한시대를 대표하는 노포동고분군의 발굴조사를 담당하여 신

자료를 확보하였다 . 이 발표를 계기로 삼한시대의 역사적 배경과 전개 과정에 대해 좀 더 체계적으로 

검토・분석할 수 있도록 연구에 더욱 매진하겠다 . 이 자리를 만들어 준 나가사키매장문화재센터 관

계자분께 깊이 감사드린다 .
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Ⅰ．はじめに  
　三韓時代は青銅器時代と三国時代を結ぶ過渡期的な性格を持つ時代として学界では「転換期の考古

学」という範疇でその重要性が認識されている。「三韓」という名称は馬韓、辰韓、弁韓をまとめた

もので、三国志魏書東夷伝に初めて登場する。記録によると三韓は韓半島南部を中心に「小国」とい

う形態で形成されていた勢力集団として描写されている。特に三韓の文化は百済、新羅、加耶の国家

形成過程において求心体的な役割をしており、三国時代を理解する上で、三韓の文化研究は必須であ

るといえる。このうち、辰・弁韓は現在の嶺南地域に該当し、嶺南地域にかけて確認された発掘成果

を土台に考古学的な研究が活発に進められてきた。多種多様な考古資料の中で特に三韓時代の墓及び

墓に埋納された副葬遺物が幾何級数的に増加したことに伴いこれについての研究が最も際立っている。

　本発表では現在までに蓄積された釜山地域の発掘調査成果を中心に三韓時代の墓に副葬された鉄製

武器について検討しようと思う。まず、三韓時代の学術的な意義について簡略に述べ、代表的な墓で

ある木棺墓と木槨墓について簡略に言及しようと思う。最後に時期によって鉄製武器の変化と特徴に

ついて検討しようと思う。

�

Ⅱ．三韓時代の時期区分と墓
　現在までの研究成果をみる

と、三韓時代は大きく前期と

後期に大別され、各時期の主

な墓制は木棺墓と木槨墓に区

分される。三韓前期は以前の

時期の支石墓から木棺墓へと

墓制の変化がみられる。また、

副葬遺物では既存の粘土帯土

器とともに新たに登場する古

式瓦質土器が副葬され、鉄器

遺物の副葬が一般化する傾向

が明らかである。三韓後期は

木槨墓の採用とともに土器類において古式から新式瓦質土器に変化し、鉄器遺物の副葬量が急増する

様相を示す。このような変化は当時の社会構造と生活、政治体などの発展による産物であると認識さ

れているのが一般的である。

釜山地域三韓時代の鉄
―墓出土鉄製武器副葬様相を中心に

釜山博物館　朴　　程郁　

表１．三韓時代の土器と弥生土器の併行関係についての研究成果（李昌煕、2009）
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　先に述べたとおり三韓時代の墓は大きく木棺墓（前期）と木槨墓（後期）に大別される。この２つ

の墓はさまざまな面で大きな差がみられるが、特に構造での差異は葬送文化（儀式）において全く異

なる観念でアプローチすることができる。木棺墓で使用される「棺」は遺体を安置する空間で埋葬主

体である木棺を意味する。一般的に木棺の規模は遺体のみを安置することができる空間的範囲を持つ。

したがって、木棺には被葬者の身の回りの物品、すなわち平常時に携帯された物品や死後の安寧のた

めの象徴的な意味をもつものなどが入れられる空間のみ残る。それは、金属類、頸飾類、土器類など

現在発掘調査で確認できる無機物であるが、繊維や木器のような有機物もある可能性がある。木棺は

時期が遅くなるにつれ、徐々に大きくなる傾向性を持っている。

　「槨」は遺体の安置施設である「棺」を含むと同時に身の回りの物品のみではなく副葬遺物もとも

に入れることができる埋葬主体施設である。棺の場合おおむねその大きさが決まっているが、槨の場

合は被葬者の身分によってその大きさが決定される。

　次は木棺と木槨の遺物副葬の位置に関することで、葬送儀礼と密接な関連がある。木棺は遺体安置

前後から遺物の副葬行為を経るとき、棺外の空間は木棺の固定とともに遺物の副葬という目的を遂行

するようになる。木棺墓の遺物副葬は大きく棺内と棺外に区分することができるが、棺外はさらに墓

壙と棺の間の床面、棺身充填土内部、棺身充填土上部、棺上上部土、封土内に細分される。

　木槨で墓壙と木槨の間の空間は木槨の補強のための空間となるのみで基本的に遺物は副葬されない。

槨外にも遺物が副葬される場合があるが、極めて一部分に過ぎず木棺墓のように葬送手順による儀礼

的なまたは象徴的な意味を置かなくてもよい。

　先行研究を基に三韓時代、特に弁・辰韓社会の文化相及び発展過程を整理したものが〈表２〉である。

Ⅲ . 事例検討
　本章では鉄器遺物が出土した釜山地域三韓時代遺跡を区分する基準となる墓制の変化によって木棺

墓段階―木槨墓段階に分けて検討しようと思う。

段階 年代 墓制 文化ㆍ社会変化 外部要素

胎動期
（邑落段階）

B.C
300~200

木
棺
墓

―�韓国式銅剣文化開始
―�円形粘土帯土器

―�中西部地域の円形粘土帯土器
及び韓国式銅剣文化の移入
―�中国系流移民移住

200~100 ―�円形粘土帯土器
―�韓国式銅剣文化

―�中国系及び古朝鮮流移民移住
―�中西部地域と関係

国の形成

100~50
―�三角形粘土帯土器発生
―�青銅器と鉄器の自体生産
―�木棺墓群造成

―�明沙里式土器の影響
―�西北韓及び中西部地域青銅器
文化混在
―�戦国　―秦漢初期鉄器文化

B.C�50
~A.D�50

―�楽浪及び漢式文化の移入
―�瓦質土器の出現
―�嶺南様式青銅器及び鉄器の
生産本格化

―�楽浪及び前漢様式の青銅器及
び鉄器の影響
―�前漢鏡の移入

50~150 ―�青銅儀器の衰退
―�無文土器消滅 ―�後漢鏡の移入

国の発展 150~300
木
槨
墓

―�木槨墓発生、発展
―�後期瓦質土器、軟質土器
―�弁辰韓 24 国形成
―�国の統合

―�楽浪及びその他
―�北方文化

表２．弁・辰韓社会の文化相及び社会相
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１．木棺墓段階
　代表的な遺跡として東莱区莱城遺跡、温泉洞遺跡、金井区老圃洞遺跡、機張郡芳谷里遺跡などがある。

　東莱区莱城遺跡は三韓時代住居址と堆積層で多量の弥生系土器が出土した。比率でみると、粘土帯

土器（無文土器）と弥生系土器の比率は６％：94％で弥生系土器が圧倒的に多い。型式段階は城ノ越

式～須玖Ⅰ式に該当する。弥生系土器の圧倒的比率に劣らず注目されることは１号住居址で出土した

小型鉄片である。これは鉄器を製作する鍛冶過程で生じた小型鉄片で住居址内部で鍛冶作業が行われ

たものとみられている。鉄器生産及び製作と関連し、嶺南地域で最も早い時期の鍛冶工房であると認

識されている。そのほかの遺跡は木棺墓が確認されたが、調査内容を簡略に整理したものが〈表３〉

である。�

遺跡 遺構数 鉄器遺物 共伴遺物 時期 特徴

芳谷里 27 鉄矛・鉄剣・板状鉄斧・鉄鎌 高坏ㆍ短頸壺ㆍ袋壺ㆍ
甕

Ｂ
Ｃ
１
世
紀
後
半

甕棺墓（三角形
粘土帯甕）�10 基
含む

老圃洞 1 鉄矛ㆍ板状鉄斧ㆍ鉄槍ㆍ小刀子 高坏ㆍ袋壺

Ｂ
Ｃ
１
世
紀
後
半

木棺内で鉄矛出
土

温泉洞 5
鉄矛・板状鉄斧・鍛造鉄斧・鋳
造鉄斧・鉄鑿・鉄鎌・タビ（踏
み鋤）・鉄ヤリガンナ・鉄針・鉄
鑷

高坏ㆍ袋壺ㆍ短頸壺ㆍ
碗ㆍ把手附甕

Ｂ
Ｃ
１
世
紀
後
半

隣近環濠内で弥
生系土器出土

表３．釜山地域木棺墓遺跡

図面１．釜山機張芳谷里遺跡木棺墓出土遺物
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　出土した武器類は剣・矛が確認され、工具類は斧・鑿・鎌・タビ（踏み鋤）・ヤリガンナ・刀子な

どが確認される。BC１世紀後半代に編年される木棺墓の中で、温泉洞遺跡でのみ武器類と工具類が

セットで副葬される（温泉洞３・４号木棺墓）。その他にも서・針・鑷など比較的多種の遺物が共伴し、

釜山地域での鉄器生産水準を予想することができる。同一の時期の資料ではないが隣近の二重環濠で

図面２．釜山東莱温泉洞遺跡木棺墓出土遺物（上：３号、下：４号）
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城ノ越式～須玖Ⅰ式の弥生系土器が出土し、日本の弥生人との交流関係も想定することができる。芳

谷里遺跡は温泉洞遺跡に比べ遺構数は多いが、出土遺物の量・質で顕著に落ちる。土器が多数共伴し

た１号・13 号木棺墓は工具類の鉄器のみ出土する特徴がある。特に１号木棺墓で出土した長さ 30cm

以上の大型板状鉄斧２点が注目される。実際に使用した工具としてみるのは難しく、鉄製品の加工前

の原料または交易のための貨幣の役割で使用したものとみられる。これと類似したものは墓から紐で

束ねて出土した２点１組の鋳造鉄斧がある。

２．木槨墓段階
　代表的な遺跡としては金井区老圃洞遺跡がある。遺構は青銅器時代住居址２棟と三韓時代木槨墓

45 基、甕棺墓６基などが調査され、甕棺墓は木槨墓の陪墓的な性格を帯びる。住居址は青銅器時代

前期、木槨墓などの三韓時代墓制は３世紀代と推定される。出土遺物は住居址で出土した口唇刻目土

器・孔列文土器と木槨墓で出土した爐形土器・短頸壺などの土器類 134 点、鉄鏃・鉄矛・鉄斧・環頭

大刀などの鉄器類 263 点、磨製石鏃・半月形石庖丁などの石器類４点、その他玉類 433 点など全てで

834 点が確認された。出土遺物の中で土器類は灰白色の瓦質土器が主流をなし、陶質土器が現れる現

象もみられ、釜山地域内の陶質土器の発生時期を示している。

　老圃洞古墳群は墳墓と出土遺物を通して前・後期に区分される。その基準は大型木槨墓の登場と環

頭大刀の出現、土器器種の多様化、陶質土器の出現などを挙げることができる。前期は３世紀中葉頃

で、後期は３世紀中葉から４世紀初葉に編年され、この時期の墓は支配者層の墳墓であると推定され

る。釜山地域における瓦質土器から陶質土器への変化過程により外部文化の受容を通した社会の成長

と変化を示しており、古代国家の発生と展開過程を明らかにする重要な遺跡である。老圃洞古墳群の

調査内容を簡略に整理したものが〈表４〉である。�

　出土した武器類は鉄矛・環頭大刀・鉄鏃等が確認された。鉄矛は長さ 40cmを境界に大型と小型に

大別される。最大長さ 75cmの長身形鉄矛も確認された。銎部の端部形態は大部分直線形で、燕尾形

もある。環頭大刀は３点確認された。長さは短いものは 55cmで長いものは 96cmである。環頭部は

何の装飾もなく、平面形態は抹角方形である。鉄鏃は大きく無茎式と有茎式に区分される。有茎式は

木槨墓段階から登場するもので、断面形態によって、その種類がとても多様である。特に 31 号墓で

112 点の鉄鏃が出土した。

遺跡 遺構数 鉄器遺物 共伴遺物 時期 特徴

老
圃
洞
古
墳
群

45

鉄矛 ･ 鉄剣・鉄刀・環頭大刀・
鉄鏃・鍛造鉄斧・鋳造鉄斧・鉄鑿・
鉄鎌・タビ（踏み鋤）・鉄ヤリ
ガンナ等

台附広口壺・台附直口
壺・爐形土器・短頸壺・
碗・甕・四耳附直口壺
ㆍ碗等

AD
３～４
世紀

後期瓦質土器編
年を提供

表４．釜山地域木槨墓遺跡
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図面３．釜山金井老圃洞遺跡木槨墓出土遺物（上：16号、下：31号）
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Ⅳ . 鉄器副葬様相の変化―武器変化を中心に

　釜山地域における三韓時代の墓の武器類出土事例は多くないが、嶺南地域三韓時代全般の武器類の

変化様相についてみてみようと思う。三韓時代嶺南地域の鉄器生産と関連した製作技術の起源と波及

についての研究については中国東北地域及び韓半島西北部・中西部地域との比較を中心に相当な研究

が導出されてきた。木棺墓段階の鉄器製作技術と特徴は戦国後期の技術的伝統が楽浪設置以前から伝

わっており、楽浪設置を基準に本格的に韓半島南部地域に根深く定着したということは韓国学界の通

説である。即ち、各種の鍛造鉄器は西北韓地域の土壙墓文化とほぼ同一な様相でこのような技術的伝

統が嶺南地域鉄器文化の根幹をなしたものと認識された。

　木棺墓段階で出土する鉄製武器類は鏃、矛、剣が代表的である。既存の青銅器を踏襲し、その材質

が鉄器に代替されたものと認識されている。木棺墓段階の鉄鏃はおおむね無茎式の三角形鉄鏃が副葬

されるが、遅い時期になるとおおむね鏃身が長くなる。鉄矛は三韓、三国時代の古墳遺跡を含めて、

その個体数が鉄鏃の次に多く出土しており、古代以降に近接戦の最も普遍的で代表的な武器であると

いうことができる。鉄矛は形態において、身部、関部、銎部にわけることができる。既存の研究によ

ると鉄矛の属性には身部の長さと幅、身部の比率、身部の断面形態、銎部下端の形態、関部の有無な

ど鉄剣に比べとても多様に細分されている。特徴的なことは木棺墓段階での鉄矛は関部の形態状１段

と２段に大別され、明らかな形態変化を示している。武器としての機能としてみると、剣／矛は短兵

器として近距離戦闘に有利で、鏃は遠距離戦闘に必須な武器であるとみることができる。鉄剣は両刃

を持つ武器で、両刃により作られた剣の尖った切先を利用して主に対象を刺すのに用いられる。剣は

大きく身部、茎部の２つの部分に分けることができる。一般的に剣は全長、身部の長さ、幅、茎部の

長さ、幅などで、その属性を細分することができる。木棺墓段階で出土する 90％以上の鉄剣は長さ

30cm前後の短剣に属する。

　おおむね木棺墓段階の鉄器は共伴する土器に比べ、その変化様相が大きく変化するものではないと

みられる。鉄製武器の変化がほとんどないことからみて集団間の存続と関連した戦争の証拠は確認が

難しく、各集団ごと共通した形態の武器を少量所有することで、相互の牽制―防御的な形態の社会体

制を形成したものと考えられる。

　嶺南地域で木槨墓が出現し、槨の容量が大きくなるにつれ土器と鉄器に代表される副葬遺物も急増

する。木棺墓段階と木槨墓段階で確認される鉄器の種類は大きく武器類、農耕具類、馬具類などに区

分されるが、遺物の副葬組み合わせにおいては大きな差異なく副葬される。しかし、木棺墓から木槨

墓への転換とその軌を一にするように形態的な差異と数量増加において明らかな特徴が現れる。木槨

墓段階では長茎式鉄剣が現れるが、その分布範囲は浦項 -慶州 -蔚山を中心とする地域に限定される

という特徴を示す。また長茎式鉄剣に加え長身形の鉄矛が多量に副葬される。木槨墓段階の剣と矛は

形態の変化を通して長兵器の機能をなすようになる。長兵器は集団的戦闘で活用度が高い武器で、軍

事力の増大をもたらした。鉄鏃は無茎式から有茎式への大きな変化が起きる。逆刺形、柳葉形、稜形

など断面形態が多様化し副葬量が 10 倍以上増加するようになる。鉄鏃の断面形態の変化は殺傷力を

高め、矢柄との結合が容易になり、遠距離戦闘でも卓越した効果をみせる。また、着装用武器におい

ては木棺墓で流行した鉄剣に代わり環頭大刀が出現する。環頭大刀は実用器としての役割もある程度
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図面４．木棺墓―木槨墓鉄器遺物変化様相（*は金海良洞里遺跡出土品）
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果たしているが、環頭部という装飾が添加された武器である。したがって軍事関係で高い地位にある

人物が着装したものとみられ、指揮官の武器としての役割をしたものとみられる。

Ⅴ . おわりに
　これまで釜山地域の発掘調査成果を中心に三韓時代の墓に副葬された鉄製武器についてみてみた。

釜山地域は三韓時代と関連した資料が多くなく、惜しまれる点が多かった。しかし、三韓時代、特に

弁・辰韓を中心とした嶺南地域の全般的な状況との比較を通して鉄製武器の変化様相について大略的

な内容を説明することができた。

　最近まで嶺南地域の三韓時代関連遺跡の発掘調査と報告書などの研究資料が持続的に増えている。

発表者も最近、釜山地域の三韓時代を代表する老圃洞古墳群の発掘調査を担当し、新資料を確保した。

この発表を契機に三韓時代の歴史的背景と展開過程についてさらに体系的に検討・分析することがで

きるように研究にさらに邁進したいと思う。このような場を設けてくださった長崎県埋蔵文化財セン

ター関係者に深く感謝申し上げる。

� （翻訳：長崎県埋蔵文化財センター　古澤　義久）
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はじめに
　弥生時代の鉄器文化が中国や朝鮮半島との交流なくして成立しなかったことは誰しも理解している。

その交流の様子は、戦前、戦後、東方考古学協会や東亜考古学会の調査研究により得られた中国遼寧

省の資料や北朝鮮平壌市の楽浪土城址などから出土した資料をもとに語りはじめられた。これらの資

料は戦国時代以降の中国東北部や韓半島北部で高度な技術で生産され、実用されていた鉄製品におの

ずと偏っていた。日本は高度成長期以降、発掘調査が増加し、それにともない弥生時代の鉄製品の出

土が蓄積されていくこととなるが、その比較資料は当初、北朝鮮以北に求めるしかなかった。1980

年代、韓国においても開発事業の推進にともない発掘調査が増えるようになり、韓国東南地域の嶺南

地方で弥生時代や古墳時代の鉄製品と比較しうる資料が次々と発見されるようになる。例えば、泗川

市勒島遺跡の板状鉄斧、慶州市朝陽洞墳墓、昌原市茶戸里墳墓群の鉄戈をはじめとする鉄器群などで

ある。鉄器の生産という点では、弥生時代や古墳時代との格差をまざまざと見せつけた慶州市隍城洞

遺跡などが挙げられる。1980 年代以降、鉄に関する日韓交流が隣国の韓国出土遺物に基づいて語ら

れるようになったのである。

　しかし、1950 年代、いまだ日韓ともに出土鉄製品の数に限りがあるなか、鉄を通じた日韓交流の

見通しが示されることとなった。岡崎敬氏は 1951 年より九学会連合・東亜考古学会が実施した長崎

県壱岐市原の辻遺跡、カラカミ遺跡より出土した鉄製品を検討した（岡崎　敬�1956「日本における

初期鉄製品の問題」『考古学雑誌』第 42 巻第１号、日本考古学会）。ここでは弥生時代の北部九州に

おける鉄器組成がすでに明示されており、昨今の両遺跡における調査はその成果を追認しつつ、その

評価をさらに進めているといっても過言ではない。さらに岡崎氏は板状の鉄製品を取りあげて鉄器製

作の際の地金と捉え、魏志東夷伝・弁辰條に登場する「弁辰の鉄」に比定し、鉄に関する日韓交流を

語った。こう考えると、原の辻遺跡、カラカミ遺跡を擁する長崎県で日韓の鉄をめぐる議論が行われ

ることはきわめて意義深いことといえる。まずはこの点を評価して、話を進めたい。

初期の交流
　弥生時代前期末～中期初頭以降、鉄製品に関する一定の現象として捉えられるのが鋳造鉄器の使用

である。現在のところ福岡、山口、愛媛で認められる。ただし鉄斧は完全な形での出土例はなく、す

べて破片の状態であり、しかもそれらは縁を研いで刃が設けられ、小型の片刃石斧や鑿形石器のよう

な形態を呈している。このような再加工品は、完形として舶載されて日本で破片になったものが素材

となったのか、あるいはすでに破片として舶載されたものが素材となったのか断定は困難であるが、

破片の多様性からみると後者の可能性が高い。

　一方、韓半島では鋳造鉄斧片の再加工は広域的な現象としては確認されていない。むしろ完形品と

して細形銅剣、多鈕細文鏡などの副葬青銅器群にともなって発見される例が多い（図１）。その発見

弥生時代の鉄をめぐる日韓交流
愛媛大学　村上　恭通　
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例は忠清北道、忠清南道、全羅北道のように韓国の西海岸に集中している（武末純一 2006「韓国の

鋳造梯形鉄斧−原三国時代以前を中心に−」『七隈史学』第７号）。弥生時代の初期にみられる鋳造鉄

斧片も西海岸を経て入手された公算が高い。しかしそれらが西海岸でみられるものと同様の鋳造鉄斧

片なのかというとその判断はそう容易ではない。鋳造鉄器はその性質から堅くて脆いために、中国に

はすでにあった特殊な炉を用いた脱炭という表面処理が必要であり、利器として使用される器種には

この技術が反映されている。戦国時代の燕国産鉄器として評価できる北朝鮮の平安北道龍淵洞遺跡出

土品は表面観察で脱炭が施されたものと判断される。この脱炭が施されていなければ、砥石で研いで

変形させることはまず不可能であり、弥生時代初期の再加工品が脱炭された鉄斧の破片であったこと

がわかる。

　しかし韓半島の西海岸で出土する副葬鋳造鉄斧は形態的には龍淵洞出土品の系譜を引きながらも、

復元される鋳型の形態が異なっており、また刃部の変形なども観察できない。このことは西海岸出土

の鋳造鉄斧が脱炭を受けていない可能性が考えられる。そうすると韓半島西海岸で出土する鋳造鉄斧

と弥生時代初期の再加工品を直結することはできず、しばし資料の増加と分析を待って断定せざるを

得ない。戦国時代の燕国に起原をもち、形態など類似しながらも製作技術が異なる鉄製品を筆者は燕

系鉄器と呼んでいるが、燕国産鉄器と燕系鉄器との判別は弥生時代初期における交流相手を判断する

うえで重要な課題となろう。

　弥生時代中期中葉を迎えると、完全な形で舶載された鋳造鉄斧が道具として使用された様子がうか

がえる。兵庫県玉津田中遺跡や石川県八日市地方遺跡から出土した木製の柄がそのことを物語ってい

図１　�全羅北道完州新豊カー54号土壙墓出土鉄
製品（１・３）と青銅器（２）

図２　石川県小松市八日市地方遺跡出土鉇
　　　（提供：石川県埋蔵文化財センター）
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る。同時に鋳造鉄器の再加工品も各地の遺跡で確認されている。木製品を検討すると斧以外の器種が

舶載されていたことも想定可能である。昨今、話題となった八日市地方遺跡の鉇
やりがんな

がまさにそれである

（図２）。鉇そのものは基部を失ってはいるものの、鋭い刃部を遺しながら、個性的な木製の柄に装着

されている。斧のように縦斧、横斧としての使い分けが前代より明確な器種とは異なり、鉇は青銅製

も含めて弥生時代に入ってはじめて現れる道具である。新しい金属製道具の着柄法を検討することに

よって、大陸における道具使用法に関する情報をどの程度受容していたかを明らかにすることができ

よう。

　一方、韓国では勒島遺跡などで鉄製品の出土例が認められるが、それを除くと生活址出土の鉄製品

は少なく、日韓の詳細に比較検討できるような状況ではない。弥生時代の鉄器生産が開始される直前

段階における鉄の日韓交流に関する検討については課題が多い。

日本列島における鉄器生産の開始以降
　弥生時代中期後葉～末期、鉄が弥生人の生活や社会の中にさらに深く浸透する。その最たる事象が

鉄器生産、つまり鍛冶の開始である。韓半島あるいは中国から舶載される鉄素材を受けて鉄器が生産

できるようになった。それらの中には、前述したような岡崎氏が先見した「弁辰の鉄」に相当する鉄

素材が含まれていたであろう。北部九州のみならず、西日本各地に鍛冶技術が広がり、勒島遺跡や茶

戸里墳墓群でみられるような韓半島産の板状鉄斧などを取り入れながら、地域の鍛冶技術を反映して

製作された鉄器が一緒になって各地への鉄の浸透が始まったといえる。

　北部九州において副葬品のなかに鉄製品が積極的に取り入れられるのもこの時期以降である。すで

に述べたように韓国西南地域では青銅器に鋳造鉄器群がともなう段階があり、青銅器が短剣に限られ、

複数器種の鍛造鉄器が占める次の段階へと移行し、東南地域では茶戸里墳墓群のような多種多量の鉄

製品を副葬する段階を迎える。北部九州では鏡と鉄刀など漢系・楽浪系の金属器とともに韓半島系の

鉄器群を融合して副葬品の組成を形成した。当該期以降、鉄製品を多数副葬する地域として京都の丹

後地域があり、その組成は日本列島産の鉄製品を交えながらも茶戸里墳墓群などと類似するという重

図３　鋳造鉄戈
　　　上：遼寧省龍頭山　　下：北朝鮮細竹里

図４　北部九州の鉄戈（１～３）と長剣（４～６）
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要な指摘がある（福島孝行 2016「洛東江流域の原三国時代墓制と丹後・但馬地域の弥生時代後期墓制」

『京都府埋蔵文化財論集』�第７集、京都府埋蔵文化財調査研究センター）。板状鉄斧大量副葬のような

行為までは受容していないが、鉄製品を副葬する際の情報・観念について、韓半島から受けた影響は

大きい。

　ところでこの時期の副葬鉄製品のなかで、韓半島東南地域と「微妙な」接点を有するのが鉄戈である。

鉄戈は中国遼寧省、韓半島西北地域で鋳造品として登場する（図３）。遼寧省龍頭山石蓋墓Ｍ２より

出土した鉄戈は片面にのみ脊をもち、単合笵という片方の型にのみ陰刻のある鋳型で鋳造されており、

現存長は 18cmであるが、厚みは８mmもある。実際手にして感じるずっしりとした重みは、長い柄

の先に装着して使用する武器には不釣り合いである。この次に鉄戈が現れるのが東南地域であり、そ

れはすべて鍛造品である。重要なところは日韓の鍛造鉄戈を大中小と分けると、韓国には小型品のみ、

そして中型・大型品は九州に存在するという点である（李南珪 1989「最近発見された韓国鉄戈の意義」

『たたら研究』30、たたら研究会）。韓国東南地域の特殊な鉄製品とその技術を北部九州のみが取り入れ、

発展させたということがわかる。とりわけ長大な身部、繊細なラインを作り出す鍛造技術は弥生鉄器

の範疇を超えており、韓半島の鍛冶技術者との深い関わりが読みとられる（図４）。その製作地の候

補として想定される福岡県春日市域には赤井手遺跡、仁王手遺跡などがあり、そこで発見された鍛冶

炉の機能性に対する高い評価と整合している（長家伸 2002「弥生時代の鍛冶技術について」『細形銅

剣文化の諸問題』九州考古学会・嶺南考古学会第５回合同考古学大会、九州考古学会・嶺南考古学会）。

鉄戈生産の技術をもってすれば、その後盛んとなる短剣、長剣などの武器類生産は容易であったと考

えられる（杉山和徳 2015「日本列島における鉄剣の出現とその系譜」『考古学研究』第 61 巻第４号、

考古学研究会）。

　弥生時代後期中葉以降となると鉄製品の各地への浸透はますます深みを増す。韓半島産の板状鉄斧、

中国により近い産地が想定される鋳造二条突帯斧などが鉄の日韓交流を物語っている。鍛冶工房の分

布範囲の拡張、分布の高密度化は韓半島産あるいは中国産の鉄素材が各地で受容されたことを示して

いる。同時に、日本列島内における鉄器の流通も活発化したとみられる。なぜならば、各地の出土鉄

図５　長崎県壱岐市原の辻遺跡出土の鉄鎌と摘鎌 図６　弥生時代における板状鉄素材の諸例
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製品、鍛冶炉を総合的に判断すると、地域によっては自給できた鉄製品が狩猟具・武器である鉄鏃や

鉇、鑿、針などの小型工具に限られるためである。伐採斧・加工斧のような大型・中型鉄器や鉄製農

具、そして袋部を有する精巧な鉄製品などは生産可能な地域との交易によって獲得され、各地の鉄製

品組成が満たされていったのである。

　さてこの時期にも韓半島との「微妙な」接点があり、それは農具である鉄鎌にみられる。鉄鎌には、

刃部を下にしておいた場合、着柄用の折り返しが右にあるものを甲技法、左にあるものを乙技法とい

う分け方がある（都出比呂志 1967「農具鉄器化の二つの画期」『考古学研究』第 13 巻�第３号、考古

学研究会）。この技法について、韓半島南部、韓国が乙技法なのに対し、中国、韓半島北部（楽浪地域）、

日本は甲技法なのである。つまり弥生時代の鉄鎌は近接する韓国よりはより遠い地域との接点が強い

ということとなる。鉄製品も器種によってはその故地が多様であることも想定しておく必要があろう。

この鉄鎌にみる「微妙な」接点が明確な接点として現れるのが長崎県壱岐市原の辻遺跡と福岡県糸島

市三雲遺跡である（図５）。これらの遺跡では甲技法と乙技法とが共存しており、日韓交流拠点とし

ての遺跡の性格を看取することができる。

　濃淡こそあれ、日韓の鉄の接点が議論できるのに対し、韓半島で生産され、多用された鋳造梯形斧

は日本列島でほとんどみられない。鋳造梯形斧とは戦国時代の燕国に起源をもち、韓半島で独自に発

展した鉄製品であり、鋳造技術のみならず、表面処理（脱炭）技術があってはじめて実用が可能な器

種である。日本列島でこれらを再熔融して、新たな鉄素材として再利用されたために残存していない

という論調もあるが、弥生文化にはそのような高度な技術はない。とすれば、なぜ韓半島で鋳造梯形

斧が弥生社会に受容されなかったのか、その背景をこれからも考える必要があろう。　

鉄素材と鍛冶技術について
　韓半島から受容した鉄素材については、冒頭でも述べたように岡崎敬氏が提起した「弁辰の鉄」に

関する議論がある。岡崎氏は不定形鉄板と方形鉄板を図示し、素材の多様性を暗示したが、現在、日

本列島各地で出土する素材候補も大小・厚薄こそあるもののその大別は有効である（図６）。問題は

その「質」である。高温で生成され、炭素分が高く、そのままでは鍛造素材とならない銑鉄なのか、

炭素分が低く、不純物さえ除去すれば鍛造に供することのできる錬鉄・鋼なのかという点である。大

澤正己氏らによる鉄製品の分析によれば、弥生時代の鉄製品には、技術の起源を中国にもつ鋳鉄脱炭

鋼や炒鋼と呼ばれる鉄素材が採用されている例がある。前者は素材に適した板状・棒状の鋳造品を特

殊な炉で芯まで脱炭したものであり、後者は液状の銑鉄に添加剤を混ぜて攪拌し、鋼化させたもので

ある。いずれも銑鉄由来の素材であるが、直接、錬鉄・鋼として生産された素材の方が分析例からす

れば圧倒的に多い。そもそも中国の製鉄炉では操業の前半段階には銑鉄が生産されるが、時間を追っ

て炉内壁が浸食されると、炉内容積が拡大するために炉内温度が下降し、錬鉄や鋼が生成しやすい環

境となる。つまり一つの炉で銑鉄も錬鉄も鋼も生産できるのである。

　中国戦国時代の系譜を引く韓半島の製鉄炉も、炉内容積の拡大が観察されることから同様の生成過

程があったのは間違いなく、また慶州市隍城洞遺跡で原三国時代の鍛冶工房から出土した錬鉄塊もこ

のことを示している。弥生人が入手した鉄素材は質的には銑鉄起源もあり、錬鉄・鋼起源もあり、形

態のうえでは整形された素材もあれば、鉄塊状の素材もあり、多様であったといえる。また近年の韓
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国西海岸における鉄製品や鉄器生産関連資

料を鑑みるならば、馬韓地域を起源とする、

あるいは経由する鉄素材の存在は想定して

おくべきであろう。

　以上のような多様な鉄素材を受けて鉄器

生産を行った痕跡は、近年、日本列島各地

で発見されるようになった。鍛冶工房の中

核的な施設である鍛冶炉も、地域で出土す

る鉄製品と対比しながら、どのような器種

が生産可能であったかが議論されようとし

ている。

　そのようななか、宮本一夫氏は長崎県壱岐市カラカミ遺跡で発見された鍛冶炉（図７）を壁立ちの

地上式鍛冶炉と評価したうえで、韓半島南部や楽浪郡から鋳鉄のくず鉄を輸入し、そのくず鉄を「卸

し鉄」という技術で脱炭して北部九州に供給する鉄素材を生産したと論じた（宮本一夫 2016「弥生

時代北部九州の鍛冶と交易−カラカミ遺跡の事例を中心に−」『広島大学大学院文学研究科考古学研

究室 50 周年記念論文集・文集』広島大学大学院文学研究科考古学研究室）。鍛冶炉にともなう鉄器生

産関連遺物には鋳鉄（銑鉄）を脱炭したことを示す遺物は全く発見されていない。したがって問題の

核心は地上式鍛冶炉であるが、炉が弥生時代に一般的な竪穴遺構内に設置されたものではないという

点は韓半島との関係も想定され興味深い。また掘り込みをともなわず、炉床が地表レベルであるとい

う点も新しい様相である。しかしながら卸し鉄法を可能とするために想定された炉壁は遺跡で確認し

た限り認められない。あえて言うならば「周堤」程度であり、それが上から、外から、そして内から

すべて焼けているのである。周堤には、銑鉄の脱炭を行い得た古墳時代後期の鍛冶炉にみられるよう

な温度の高低を示す色調変化も認められない。壁立ちの鍛冶炉であることを証明するためには、慶州

市隍城洞遺跡で検出された掘立柱建物内に設置された地上式炉や古墳時代後期の大阪府大県遺跡の地

上式炉のような被熱状況を示す必要がある。詳細な議論は今後展開するとして、宮本氏のいう地上式

炉が壁立ちの脱炭炉、ましてや銑
ずく

卸し炉ではなく、周堤を含む炉全体を木炭が覆い尽くすような形で

使用された一般的な鍛冶炉であるということを述べておきたい。と同時に、鉄素材や鉄製品に日韓交

流を読みとることができても、鉄を加工する技術に関しては日韓の間で大きな隔たりがあったことを

確認しておきたい。

図７　カラカミ遺跡の鍛冶炉（提供：壱岐市教育委員会）
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■カラカミ遺跡とはどんな遺跡？
所在地：長崎県壱岐市勝本町立石東触字カラカミ・川久保・国柳

時　代：弥生時代全般～古墳時代初頭〔今から約 2200 年前から 1600 年前〕

　カラカミ遺跡は、標高 80 メートルの小高い丘陵上

に集落があり、山を越えた約２キロメートル西側には、

集落の船を停泊させるための港・片苗湾（かたなえわ

ん）があります。

　遺跡からは中国大陸や朝鮮半島からもたらされた搬

入土器、日常生活で使われた弥生土器、貝や動物の骨

など、当時の生活の痕跡を知る手がかりが多数発見さ

れています。石錘、ヤス、銛、アワビおこしといった

漁撈具類が充実しているのが集落の特徴です。

　発見された資料から、集落を構成する弥生

人は漁撈を中心に対外交流を通じて生活をし

ていた可能性が考えられてきましたが、近年

の発掘調査で日本最古の事例となる地上式の

周堤付炉跡が確認され、また、炉跡周辺から

鉄製品の加工を行う時に使用する石製工具類

や鉄素材が発見されたことから、集落内で鍛

冶作業を行っていたことがわかり、新たな集

落の様相が見えてきました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■日本最古のイエネコの骨の発見！
　文献史料からイエネコの伝来は、８世紀代に経典などの紙物を

ネズミの害から防ぐために遣唐使が中国大陸から国内に持ち込ん

だのが始まりと考えられてきました。

　カラカミ遺跡の発掘調査で大溝内に廃棄された動物の骨の中に

イエネコの骨が含まれていたことから、イエネコの起源が弥生時

代まで遡（さかのぼ）ることが判明し、渡来人が国内にイエネコ

を持ち込んだことを証明する貴重な発見となりました。

カラカミ遺跡の鉄ものがたり
壱岐市教育委員会文化財課　松見　裕二　

▲カラカミ遺跡遠景（南東から）

▲出土品一括 ▲出土漁撈具一括

▲出土したイエネコの骨
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■カラカミ遺跡概略図

■日本初の検出例・周堤付地上式炉跡の存在
　カラカミ遺跡の発掘調査において、周堤を持つ地上式炉跡が検出さ

れました。炉跡が検出された場所の近くからは鍛冶作業に用いる砥石、

敲石、クド石〔石製支脚〕など石製の工具類、棒状の鉄素材を敲いて

先端部を薄くのばした鉄鏃の未完成品、棒状や板状の鉄素材が発見さ

れたことから、カラカミ遺跡では中国大陸や朝鮮半島の最先端の技術

や鍛冶設備を整え、積極的に鉄製品を加工していたことが判明しまし

た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■周堤付地上式炉跡の可能性
　現段階の調査成果から推考するとカラカミ集落は、中国大陸や朝鮮半島から鉄素材を積極的に入手

し、周堤付地上式炉を用いて再加工〔２次加工〕をしていた可能性が考えられます。

　鉄製品の再加工〔２次加工〕以外にも、鉄素材の脱炭を行うことで質の高い棒状や板状の鉄素材を

作り出していた可能性が考えられます。当時の弥生社会において貴重品だった“鉄”の存在を考える

と、鉄素材であっても立派な交易品の１つとして取引が成立していたものと思われます。カラカミ集

落内で加工した鉄製品や鉄素材を活かして、国内各地と交易ネットワークを構築し、“最先端の鉄製

品入手先”として国内各地から注目される存在だったと云えるでしょう。

大溝跡 落込み状遺構

周堤付
地上式炉跡

カラカミ神社

Ｖ字大溝跡

▲出土した石製工具類と鉄素材
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　三国志魏書東夷伝弁辰条には、「国出鉄韓濊倭皆従取之諸市買皆用鉄如中国用銭又以供給二郡（［弁

辰の］国々では鉄を産出する。韓・濊・倭がみな鉄を取っている。どの市場の売買でもみな鉄を用い

ていて、中国で銭を用いているのと同じである。そしてまた［鉄を楽浪・帯方］二郡にも供給してい

る。）」という記述がみられる。弁辰韓で流通していた鉄の形状の一つとして、板状鉄斧が想定されて

いる（東 1999）。

　板状鉄斧の中には棒状鉄斧と呼ばれる細長い形状の鉄斧がみられ、韓半島南部の木槨墓で発見され

ている。型式は大きく３型式にわかれ、Ⅰ式は刃部が大きく外反して開く型式で２世紀中葉の金海市

良洞里 162 号墓で認められる（図２―１～７）。Ⅱ式は刃部が直線的に開き、厚さがⅠ式と比較して

薄い（図１）。２世紀後葉の蔚山市下垈 44 号墓、３世紀前葉の良洞里 200 号墓、金海市大成洞 45 号

墓、大成洞（慶南文化財研究院調査）１号墓、浦項市玉城里나―108 号墓など多くの墓地で認められ

る（図２―８～ 31、33 ～ 43）。Ⅲ式は全長が小さな型式で、２世紀後葉の蔚山市中山里Ⅶ―８号墓で

認められる（図２―32）。このように棒状鉄斧は２世紀中葉～３世紀前葉に限定される遺物で、特にⅡ

式の場合は２世紀後葉～３世紀前葉という更に絞り込まれた年代に認められるのが特徴である（安海

成 2009）。

　韓半島南部では、一部の例外を除外して 10 の倍数で副葬された事例が多く、10 点ずつ束ねて副葬

されたようである。10 点ずつ束ねて副葬することは、数学的概念を示しているが、当時の取引単位

が 10 進法で日常化されていたものと思われる。棒状鉄斧を墓の中に副葬するときには、被葬者を中

心に４方向の隅に埋納する事例が多い。従って被葬者が安置されるときには全てで 40 点の棒状鉄斧

が副葬される。このような隅への埋納習俗は当時の人々が方位についての概念を持っており、土地の

気運を押さえる地鎮具としても棒状鉄斧を使用したものと判断される。また、棒状鉄斧の上面には大

型鉄矛や装飾用鉄器など威信財が載せられた場合が多い。被葬者が安置された後、続く祭儀行為の痕

跡であると判断される。このような古代人の葬送観念には民間巫俗信仰に加えて中国の道教的な要因

海峡を越えた棒状鉄斧
長崎県埋蔵文化財センター　古澤　義久　
釜山博物館　　　　　　　　安　　海成　

図１　棒状鉄斧の寸法

共同コラム
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図２　韓半島と日本列島の棒状鉄斧
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がみられる点が注目される。40 点に達する棒状鉄斧が埋納された墓ではおおむね多量の鉄器がとも

に埋納される点も特徴的である。被葬者の鉄器保有量は同一古墳内でも圧倒的で、弁韓の最上位層の

墓であると認められる。従って、被葬者は鉄を掌握した支配者で、棒状鉄斧は支配者のみが保有する

ことができる非常に貴重な財貨であったと考えられる。棒状鉄斧の長さ、幅、厚さといった寸法は規

格性が高いこと（図１）、10 点ずつ束ねて使用されたこと、時期が一致することからみて、三国志東

夷伝にみられる取引に用いられた鉄の一部は、まさに棒状鉄斧を指していたものと考えられる。

　この韓半島南部で出土する棒状鉄斧は、原の辻遺跡 1999 年度調査八反地区２号旧河道Ⅱ層でも１

点が出土した（図２―44）。細長方形を呈し、刃部は一部が欠損しているが、やや撥形に広がる。中央

よりやや基部よりの部分が最も厚く、刃部に行くに従い薄くなるが、明瞭な刃の研ぎ出しは確認でき

ない。原の辻遺跡出土品は長さ 28.5cm、刃部幅 4.0cm、基部幅 2.4cm、厚さ 1.6cm、重さ 579.9g と

いう値を示すが、近似した値の棒状鉄斧は大成洞 45 号墓（図２―12）や下垈 44 号墓（図２―28）でも

確認される。河川堆積土という出土状況からは詳細な年代の絞込みは困難だが、棒状鉄斧の型式は、

Ⅱ式であることから、２世紀後葉から３世紀前葉、即ち弥生時代後期後葉～終末頃という年代が与え

られる。Ⅱ式の分布は金海―蔚山―浦項といった韓半島東南海岸部であることから、これらの地域か

ら搬入されたものであると考えられる。なお、棒状鉄斧が出土した２号旧河道Ⅱ層では鉄槌や鋳造鉄

斧再加工品なども出土しており、工具と原料が揃っていることから附近における鍛冶工房の存在も想

定されている（宮﨑・杉原 2000）。

　九州島では福岡県春日市赤井出遺跡（須玖遺跡赤井出地区）６号土坑および周辺で７点のⅡ式の棒

状鉄斧が出土している（図２―45 ～ 50）。６号土坑は弥生時代終末期の住居跡を切っているため、棒

状鉄斧は弥生時代終末期以降の所産で、韓半島側の年代とおおむね整合性がある。赤井出の出土状況

は鉄素材の蓄積であったとみられている（武末 2008）。本州島では広島県広島市梨ヶ谷２号墓ａ埋葬

主体で棒状鉄斧１点が出土しているが、Ⅱ式としては短い特徴がある（図２―51）。近年、神奈川県海

老名市河原口坊中遺跡で棒状鉄斧が１点出土し、注目を集めた（図２―52）。刃部は研ぎ出されている

特徴がある。棒状鉄斧が出土したのは弥生時代後期の２号旧河道下層１であるが、型式はⅡ式である

ので、弥生時代後期後葉～終末期という年代に絞り込める。Ⅱ式の中でも刃部があまり広がらない形

態を示すが、同様の資料は大成洞（慶文研）１号墓（図２―18、21）や玉城里 108 号墓（図２―40）で

出土している。棒状鉄斧は韓半島では墓地で出土することが大部分であるが、原の辻や河原口坊中で

は河川跡から出土しており、倭における独自の使用法があったのかもしれない。

　三国志東夷伝にみられる倭人が弁辰韓に鉄を取っているという記述は、これらの日本列島出土事例

によって裏付けられる。棒状鉄斧が出土した良洞里 200 号墓では北部九州製広形銅矛が２つに折られ

て副葬されていた。棒状鉄斧などの鉄を掌握している三韓上位層とも北部九州の勢力は交流を持ち、

交流の拠点であった壱岐島を経由して北部九州に鉄がもたらされ、一部は最終的に関東地方にまで至

ったものとみられる。棒状鉄斧の分布はまさに「鉄の道」を示しているものといえよう。
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「鉄錆に残る痕跡を探る」
　原の辻遺跡高元地区から出土した袋状鉄斧の袋部には、細い糸状の繊維を巻きつけた痕跡が残って

いました。錆びにより剥落していた破片を走査型電子顕微鏡で観察したところ、単繊維断面形状が隅

丸の不等辺三角形であることが分かりました。これは絹の単繊維断面と同じ形状であり、絹糸を用い

て柄を縛り付けていたと考えられます。繊維や織物は、土中に長い間埋まっているとほとんど残るこ

とはありませんが、鉄器や銅製品の錆がしみ込んだモノは辛うじて形状を残すことがあり、この鉄斧

のように非常に重要な情報が得られることがあります。

科学分析トピック

原の辻遺跡出土の袋状鉄斧

鉄斧残存繊維痕断面の電子顕微鏡写真（約500倍）

鉄斧残存繊維痕の顕微鏡写真（約10倍）

現生絹糸繊維断面の電子顕微鏡写真（約500倍）


