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　長崎県埋蔵文化財センターは、長崎県の北部、玄界灘に浮かぶ壱岐島にあ
り、国の特別史跡である原の辻遺跡が見渡せる丘の上に、壱岐市立一支国博
物館に併置して設置されています。
　当センターは、長崎県全体の埋蔵文化財調査研究の拠点施設であるととも
に、本県の特色である東アジア地域との交流の歴史を研究し、その成果を優
れた展示機能を持つ一支国博物館と一体となって広く情報発信を行い、埋蔵
文化財保護への理解と地域振興を図っていくという役割も担っております。
　本研究紀要は、職員が日常行っている調査・研究の内容を公開することを
目的としておりますが、今回、刊行する第３号は、縄文時代から中世といっ
た幅広い時代を対象とする考古学研究のほかに写真技術や保存処理技術につ
いての内容となっています。
　今後とも、「職員が研究し、発表する」ということを通して、専門的知識・
技術の向上を図りながら、埋蔵文化財センターとしての調査研究機能の充実
に取組んでいきたいと考えています。
　皆様のご指導、ご叱正をいただければ幸いです。

平成 25 年 3 月

	 	 	 	 	 	 長崎県埋蔵文化財センター

	 	 	 	 	 	 所		長　　木　村　　忠　男
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例　　言

　本書は、長崎県埋蔵文化財センター職員および本県埋蔵文化財関係者の研究活動の一端を

示すことを目的として発刊されたものである。

　掲載されている論文等の内容や意見は、執筆者個人に属し、長崎県教育委員会あるいは長

崎県埋蔵文化財センターの公式見解を示すものではない。
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　海洋県長崎の海浜部に位置する縄文時代の遺跡からは漁撈活動に伴うと思われる石器が特徴的にか

なりの頻度で出土する。なかでも「石銛」は、その形態や出土分布の偏在などから古くから漁撈活動

の刺突漁に用いられた石器として周知されている（橘 1979、山崎 1986、福田 1999 など）。ところが

この石器ほど石器認定の振幅の大きい石器は見当たらない。こうした現状を指摘して故福田一志氏は

「石器そのものの捉え方が個々人によって相違するという部分があることや、研究者間の石器認識の

差が大きいため、遺跡間の石器組成を同じレベルで比較することが困難」だとし、その解決のために

は「石器形式の共通理解」が必要だという（福田 1999）。本稿では、石銛と鋸歯尖頭器に焦点を絞っ

て「石器形式の共通理解」について検討する。

　さて「石銛」という用語は、橘の業績によって巷間流布されるようになったこと（橘 1979）は学

史の示すところである。橘は、その論考のなかで、石銛をサヌカイト製石銛註1 と鋸歯尖頭器註2 や大

形石鏃等を併せたものとして用いている。それらが機能として対象物に「刺突」する道具であるとい

う理由からであるが、「石銛」という機能を優先させた名称で混乱を招くおそれがあり、本稿では、

両者を区分する立場に立ち、尖頭器に類似する形態のものを石銛とし、石鏃状を呈し側辺に鋸歯状加

工を施したものを鋸歯尖頭器と表記する。なお「石銛」は両者を合わせたものとして用いる。

　この種の石器に最初に注目したのは橘昌信である。長崎市深堀遺跡Ａ地区Ⅴ層（後期：西平式段階）

出土の鋸歯尖頭器についてサヌカイト製の大形のもので石鋸を背中合わせに 2個並べたものとし、用

途としては銛を考えることが適当（橘 1967）とした。ここにこの種の石器を「銛」と理解する方向

性を示したものといえよう。

　「石銛」という用語の初現は管見する限り、1972 年発行の『新版考古学講座』3縄文時代の記載で

あろう（乙益・前川 1972）。本文中の文章は、前出の深堀遺跡の鋸歯尖頭器の説明であるが、挿図に

鐘崎遺跡から出土した石銛が取り上げられている。1971 年に調査された田平町つぐめのはな遺跡で

は大量の石銛が出土したが、74 年の概要報告段階では石銛のことを巨大な「刺突」用具と表現（正林・

馬場 1974）しており、石銛という用語が一般化するのは 1970 年代後半と思われる。

　「石銛」についての論考は橘昌信を嚆矢とする（橘 1979）。この論文は、九州地方の石器研究の第

一人者であった橘が 1970 年代から 80 年代にかけて別府大学の『史学論叢』を舞台に展開した「西北

九州における縄文時代の石器研究」シリーズの第 2作である。80 ページ以上になる労作で、綿密な

資料収集には定評があり、考察では石銛の分類、対象物、着装と使用方法など多岐にわたって分析し、

「対馬暖流型漁撈文化」を提唱する石銛研究の原典として今日的な意義を失っていない。
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石銛と鋸歯尖頭器の二者
～縄文時代石製漁撈具の諸相～

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．つぐめのはな遺跡の石銛
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　橘が、「石銛」の分析に当たって採用した資料は田平町（現平戸市）つぐめのはな遺跡で採集され

た資料である。長崎県による遺跡の調査は行われていたが未報告であったために資料の制約を受けた

ものと思われる。採集資料という制約から時間軸について焦点がぼけるのは致し方ないところであっ

た。

　橘の分類をみてみよう。

　a1 類	　いわゆる「蝮頭状」の先端部と舌状の茎部をもつもの。

　a2 類	　a1 類を小形化したもの。

　b類	 　極端に大形なもの。あまり明瞭でない大きな舌状の基部をもつもの。

　c類	 　尖頭器として最も普遍的なもの。柳葉形を基本とするもの。

　d1 類	　ほぼ二等辺三角形をした扁平で、基部に抉りのない石鏃を大形化したもの。

　d2 類	　三角形の尖頭部と側辺に大きな抉入をもつ極めて特殊な形態のもの。

　d3 類	　小形の尖頭状を呈するもの。

　e類	 　基部に抉入加工のある鏃形の石器。

このように橘は、5類に大別し、さらに a類、d類を細分した。続いて橘は、こうしたつぐめのはな

遺跡の分類を九州全体に普遍化し、a1 類→ A一類、a2 類→ A二類、b類→ B類、c 類→ C類、d1

類→ D一類、d2 類→ D二類、d3 類→ D三類、e類→ E類とし、つぐめのはな遺跡には見られない

ものとして新たにF類を追加した。F類は、いわゆる鋸歯尖頭器の一群であり、

　F一類　「石鋸」と類似する鋸歯状の側辺を有するもの。

　F二類　越高遺跡例を代表とするもの。

に分類した。さらにそれらの「石銛」の固定方法にも触れ、柄に固定して用いる固定銛（大形で茎部

を有する石銛）と中柄を用いる離頭銛（小形のもの）に区分した。遺跡の時期については、当時の編

年観から、前期前半を主体とし、中期を含むと考えた。　

　つぐめのはな遺跡の石銛の報告を担当した村川逸朗は、石銛の形態差を時期的な変化ではなく機能

的な違いを示すものとし、石銛を 4類に区分する。Ⅰ類：有茎石銛、Ⅱ類：尖頭器形石銛、Ⅲ類：石

銛状石器、Ⅳ類：鏃形石銛の 4タイプに分けた。さらに各類を、形態と先端角によって、Ⅰ類～Ⅳ類

を 20 タイプに細分した。Ⅰ類～Ⅳ類の属性に分類したことは基本的に正しいが、細分に当たって用

いた先端角の計測基準が曖昧なため有意差を認めることができない。あわせてⅠ類とⅡ類の認定に当

たっても混同している感は否めない。特に問題となるのはⅡ a類およびⅢ類であろう。Ⅱ類は尖頭器

形石銛とされているが、提示されているⅡ a類は 4点あるがいずれも未製品か製作途上での破損品の

可能性が高い。Ⅲ類は、石銛状石器としているが、石銛に必要な鋭利な先端部を持たないことから、

近世捕鯨資料に類例を求め、この種の石器を積極的に評価し石銛と認定する。Ⅲ類とされたのは、Ⅲ

a類 3点・Ⅲ b類 3点の計 6点である。それらを仔細に検討する限り、いずれも製作途上の破損品と

しか思えない。つぐめのはな遺跡からは大量の剥片類が出土しており、遺跡内で石銛の製作を行った

ことは疑う余地がない。

　橘の石銛分類を評価引用しつつ山崎純男は、つぐめのはな遺跡出土の石銛分類を再構築する。その

視点は、石銛の大きさおよび素材に着目しての分類であり説得力がある（山崎 1988）。大形でサヌカ

イト製石銛はクジラ・イルカなどの海棲哺乳類を対象とし、小形の黒曜石製石銛の機能はサメ・大形
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魚類を対象とする。

　賀川光夫は、つぐめのはな遺跡の報告書を詳細に分析し、先端部が「蝮頭状」を呈する石銛を「つ

ぐめのはな式石銛」と型式認定した（賀川 1998）。しかし何点かの誤認がある。文中に記載した図版

（賀川 1998　p248　第 22 図　つぐめのはな遺跡出土石銛）の 5層として 5点が掲示されているが、5

層出土のものは上段の 3点で、下段の 2点は 6層出土である。遺跡の時期をⅥ・Ⅶ層を早期（塞ノ神

式）としながら、遺跡の主体を前期と考えた。

　このようにつぐめのはな遺跡の「石銛」は、縄文海進後の前期以降の所産であるという認識が一般

化することとなった。

　ここでつぐめのはな遺跡についてみてみよう。遺跡は、九州島最西端の平戸市田平町に所在する。

急潮で知られる平戸瀬戸に面しており、瀬戸に突き出た「つぐめのはな」という岩礁およびその基部

の海岸から大量の石銛と剥片類が採集されている。

　1971 年に長崎県教育委員会・田平町教育委員会による 8㎡の小規模な調査が実施された。発掘地点

は、つぐめのはな岩礁の基部にあたり、標高 7ｍ、背後は急傾斜の崖となっている。土層図は示され

ていないため巻末の写真でしか判断できないがほぼフラットな堆積と思われるが各層に玄武岩角礫を

大量に含んでいる。報告者も指摘するように層位的な遺物の混在もあるようで地形的な影響も考えら

れる。

　筆者は層位的事実に注目して改めてつぐめのはな遺跡の石銛とその評価について検討した（川道

2007）ことがある。つぐめのはな遺跡から出土した石銛を、

　A型：明瞭な逆刺を有するもので尖頭部が直線的になるもの。

　B型：明瞭な尖頭部や逆刺の部分をもたない細長のもの。

　C型：尖頭部が膨らみ、明瞭な逆刺を有し、弧状の膨らみをもつ「蝮頭状」になるもの。

の 3形態に分類した。特に C型の法量は、長さ 10cm前後、重さ 13—30g の範囲に集中し、ほぼ中央

部から蝮頭状に広がり、おおよそ並行する基部をもち、一般的には左右対称な形態をとり、先端部は

鋭く尖っており、基本的には両面加工品であり、先端部の断面は肉厚な凸レンズ状を呈する。平坦剥

離による刃部調整および着柄を意図して茎部は薄く、細くなるように調整される、きわめて斉一性の

高い石器である。またこれらのA～ C型は、Ⅶ層段階には既に装備されており、Ⅵ層に至って量的

にも保障される形で増加し、以後急激にその量を減じていく。その素材は、主として遺跡の周辺に露

出する北松玄武岩であり、つぐめのはな遺跡は原産地遺跡の性格をあわせもっている。事実、つぐめ

のはな岩礁では干潮時に大量の遺物が採集されている。

層位 時期 土器 つぐめのはな式石銛 小形石銛 大形石鏃
0 層 表土（耕作土） 3 3
Ⅰ層 茶褐色混角礫土層 1
Ⅱ層 赤褐色弱粘質混角礫土層 中期末〜後期初頭 阿高式系 5
Ⅲ層 黒褐色弱粘質混角礫土層

前期前葉 轟 B
3 1

Ⅳ層 黒褐色弱粘質土層 1
Ⅴ層 黒褐色混角礫土層 3 1
Ⅵ層 黒色混角礫土層

早期末 塞ノ神系
11 1

Ⅶ層 黒色混角礫砂層 8

第 1 表　つぐめのはな遺跡の時期と石銛組成
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　このようなつぐめのはな遺跡のⅥ層・Ⅶ層から出土する斉一性の高い石銛の一群を「つぐめのはな

式石銛」と呼ぶこととする。両層からはわずか 8㎡という狭小な調査面積にもかかわらず 20 点近く

のつぐめのはな式石銛が出土しており異常に高い出現頻度を示している。

　そうしたことを考慮して筆者は、つぐめのはな遺跡では、縄文時代早期末に自然環境の変化つまり

縄文海進による平戸瀬戸の開通を利用した特殊なクジラ漁を想定した（川道 2007）。つぐめのはな式

石銛はそのために開発されたものであろう。

　管見する限り、これと同じ形態をもつ石銛は、つぐめのはな遺跡の近傍に所在する前目遺跡・鴫山

遺跡（平戸市田平町）、船瀬遺跡（小値賀町）、東名遺跡（佐賀市）などがある。前目遺跡・東名遺跡

からはつぐめのはな遺跡と同じ塞ノ神系の土器が出土しておりほぼ同時期の所産と考えられる。しか

しそれらの遺跡でつぐめのはな遺跡と同じような漁撈活動が行われたわけではない。

　つぐめのはな遺跡の石銛が早期末の所産であることが明らかになったところで、前期以降の石銛と

されている石器について検討する。

　これらの石銛について述べる前に橘分類を検討する。ここで問題にするのはB類（図 2-1 ～ 6）で

ある。仔細にみてみると、橘自身も将来的に細分したいというほど形態の変異の幅が大きい。それら

は先端部から刃部にかけての丁寧な加工はみられず、整形時の大剥離がほとんどでしかも主要剥離面

を除去するに至っていない。着柄のための茎部の調整もみられない。図２－６のように先端が丸みを

帯びるものもある。実測図が片面および断面しかないので詳しいことはわからないが、これらのほと

んどは製作途上の未製品とみるのが妥当であろう。

　県内の遺跡で前期以降の土器と伴いその帰属時期の明確な石銛が出土したとされる遺跡を時期別に

みると、前期を主体とする遺跡としては、供養川遺跡（平戸市）、下本山岩陰・門前遺跡（佐世保市）、

築崎遺跡（諫早市）などがある。前期から中期にかけては頭ヶ島白浜遺跡・西ノ股遺跡（新上五島町）、

中期後半から後期前葉にかけての遺跡には名切遺跡（壱岐市）、殿崎遺跡（小値賀町）、下谷遺跡（松

浦市）などがあげられる。

　前期の石銛としてもっとも形態の整ったものは下本山岩陰出土品である（図 1-12）。曽畑式土器に

共伴して石銛が出土している。全長 17cmを超える優品で、先端部は左右のくびれに差があるものの

明確でいわゆる「蝮頭状」を呈する。つぐめのはな式石銛と相違する点は茎部である。長めで両側縁

が並行するが、断面が薄い凸レンズ状ではなく菱形に近い。両面加工品で先端から基部まで丁寧な調

整が施されている。石銛と称される石器の中で際立った存在で類例がない。これを実用品とみるかは

意見の分かれるところであろう。

　図 1-7 は供養川遺跡の西唐津～曽畑式の包含層から出土したもので、両面加工の木葉形を呈してい

る。同図８は江湖貝塚の曽畑式に伴うもので、報告では石槍と表記されている。両者ともに先端部は

丸みを帯びており、最大幅を基部側にもち、着柄部分が分厚くなる。門前遺跡から出土したとされる

石銛（同図 9）は、報文では有茎石銛であるが小形品であり両面加工ではない。10・11 は築崎遺跡か

ら出土したものである。10 は大形石銛とされるものであるが裏面には大きく主要剥離面を残す。11

は中形石銛とされるものである。楕円形をした両面加工品で他にも数点ありまとまっている。その形

Ⅲ．前期以降の石銛
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状から装着を考えた場合石銛と評価することはできないが、あまり類例を聞かず築崎遺跡の特徴とい

えよう。

　前期後半～中期の例としては、13・14 が頭ヶ島白浜遺跡、15・16 が西ノ股遺跡からの出土品がある。

13・14 はともに玄武岩製で、大形剥片を素材とし粗い両面加工を施し、全体を銛先状に整形したもの。

先端部はやや鈍く、茎部の作出が不明瞭な点を特徴とする。橘分類のB類にあたると明記されている。

15 も同様で、先端部はより丸みを帯びる。16 は鋭い先端部を持つが周辺調整が大振りで断面が凸レ

ンズ状ではない。

　後期前葉の名切遺跡では並木式～阿高式系に伴って石銛が数十点出土したとされ、Ⅰ～Ⅳ類に分類

しているが、Ⅰ類は報告者も鎌崎型スクレイパーに類似すると指摘するように鎌崎型スクレイパーで

あろう。17 は報告されている中でもっとも形態的に整ったものでⅢ類とされるものである。名切遺

跡から出土したものは定型化されたものがみられず、石器 1点ごとの調整加工にはバラつきが大きく、

ほとんどが製作途上の未製品と思われる。18 は下谷遺跡の出土。玄武岩製で横長剥片を素材とする。

報告者は「蝮頭状石器」とするが、明瞭な先端部を持たず、箆状石器の可能性が高い。19・20 は殿

崎遺跡から出土したもので中期後葉～後期初頭（並木・阿高式土器～南福寺・出水式土器）の時期で

ある。19 は先端部が幅広で、明瞭な括れ部と左右非対称の茎部を有する他に類例を見ない特異な形

態である。形態的には先端部が肥大する蝮頭状であるが、早期末に見られるものとは似て非なるもの

である。主要剥離面を残すことや刃部の調整がなされないなど前者と共通する点もあるが、天地を逆

にすると箆状石器にみえないこともない。20 は細身の長大なもので、裏面には主要剥離面を大きく

残している。周辺調整は茎部に集中し、ほぼ並行する茎部を作出しているが、先端部はほとんど無調

整で刃部は素刃である。また自然面を残しており、断面は三角形状を呈する。　

　以上各時期の石銛とされる石器を見てきた。一見してわかることはつぐめのはな式石銛は下本山岩

陰の特殊な例を除けば出土していないことは明らかである。まとめるといずれも玄武岩ないし安山岩

を素材とする。両面加工ではあるが、整形時の大剥離がほとんどで、刃部の調整はほとんど見られな

い。定型化しておらず、遺跡間格差が大きい。刺突具とした場合木製の柄に装着すると考えられるが

茎部を持たないことから装着部分が相当大きくなり対象に刺さるかどうか疑問が残る。また 1遺跡か

らの出土量の僅少性も指摘される。これらの石器認定にあたって報告者が橘分類の B類を意識して

いることは疑う余地がない。つまりごろっとした大形の両面加工品で鈍い先端をもつものを拡大解釈

する傾向が認められる。

　石銛が大型の海棲哺乳類（クジラ・イルカ）を対象とする刺突具であるためには薄くて鋭利な先端

部を有すること、直線的で鋭利な刃部（側辺部）をもつこと、そのための丁寧な周辺調整が施される

こと、着柄のために基部側を薄くする調整加工が施されることなどが基本的な要素として求められよ

う。

　筆者は前期以降に石製刺突具による海棲哺乳類を対象とした漁法を否定するつもりはない。イルカ

漁で著名な真脇遺跡（石川県）では小形石槍（橘分類の C類）がイルカの肩甲骨に刺さった状態で

出土しており、石器の使用法として興味深い。西北九州では依然としてそうした資料の報告は見られ

ないが、沖ノ島社務所前遺跡（前期）やつぐめのはな遺跡（中期末）などに見られる小形の「石銛」

や大形の石鏃などはその候補になると思われる。
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　頭ヶ島白浜遺跡の石器群を分析した渡邊康行は、座礁したイルカ類の木製品による打撃漁を想定し

ている。縄文海進が終了し、現在とほぼ同じ環境となった前期以降には、早期末につぐめのはな遺跡

でみられたような特殊なクジラ漁は成り立たず、基本的には「寄りクジラ」といわれる座礁クジラが

捕獲対象であったと想定される。

第 1 図　長崎県出土の前期以降の石銛とされる石器



−	7	−

　石鋸は西北九州を主たる分布範囲とする特徴的な石器でその形態的特徴から戦前から注目されてい

た（横山1931、杉山1931）。その機能をめぐっては戦前から石鎌（シクルブレイド）と考えられていた（横

山 1931）が、芹澤長介は、慎重な言い回しながら、朝鮮半島北部の油坂貝塚の例を引きながら、九

州の縄文後・晩期に麦作も考えられるとし、石鋸を農耕用収穫具として位置づけできる（芹澤 1965）

とした。これに対し佐原眞は、分布が海岸沿いの遺跡に集中していることや銛先状石器（鋸歯尖頭器）

との関連が密接なことから漁具としての可能性を指摘した（佐原 1968）。1974 年に調査された天神山

貝塚（糸島市志摩町）では、後期前葉の土器と共伴して出土しており、前川威洋は石製鋸歯銛先と称

しており、使用方法にこれにつづけて木の軸に石鋸をはめこんで「石銛」にした（前川 1975）とする。

萩原・久原は、石鋸・サイドブレイドの機能を鋸歯尖頭器、石銛あるいは大形有歯鏃と組み合わせて

銛を形成し大形魚類を捕獲するための漁具（萩原・久原 1975）と考えた。渡辺誠は骨角の柄に装着

した出土例がないことから木製の柄への装着を想定（渡辺 1985）し、その模式図を示した。山崎純

男は、鋸歯尖頭器と石鋸が組み合わせるものとし「組み合わせ銛」と呼び、その分布地域ではサメ類・

サメ歯の製品が多く出土する傾向があることから、サメ類・大形魚類を対象とした（山崎 1988）石

器であることを明らかにした。

　このように今日では、鋸歯尖頭器と石鋸は組み合わせて木ないし骨角の柄に装着し、サメ類・大形

魚類を対象とする漁撈具という評価が共通認識となっており、「西北九州型漁撈文化」の重要な要素

の一つとされている。

　九州地方で鋸歯尖頭器を出土する遺跡は、九州縄文研究会の集成によれば福岡県１遺跡、佐賀県２

遺跡、長崎県 10 遺跡、熊本県７遺跡であり、長崎県・熊本県天草地方を中心に分布する。これに対

し石鋸は、福岡県５遺跡、佐賀県３遺跡、長崎県 34 遺跡、熊本県８遺跡であり、鋸歯尖頭器の出土

例が少ない。

鋸歯尖頭器・石鋸にみられる二つのあり方
　鋸歯尖頭器と石鋸についてはこれまでにも１遺跡からの出土量が組み合わせ道具にしては少ないこ

とが指摘されてきた。そうしたことから田島龍太は、石鋸や鋸歯状尖頭器（大形の石鏃形石鋸）はま

とまって出土した例が少なく、その加工の精巧さ及び少なさからも直接使用したものではなく、儀器

的要素の強い石器とみる考え方もあるとしながら、徳蔵谷遺跡で両者がまとまって出土し、石器組成

の上で高い比重を示す（田島 1996）とした。文脈を追うと田島も漁撈具として認識しているようで

あるが、儀器的要素に言及したことは高く評価できる。福田一志は、石鋸のあり方が後期前葉段階の

Ⅰ期（南福寺・坂の下）と中葉段階のⅡ期（鐘崎・北久根山）では大きく変わることを指摘（福田

1999）した。それによるとⅠ期では数量的に充実した遺跡を散見するがⅡ期においては石鋸の出土範

囲は拡がるものの１遺跡における出土点数は１点ないし２点と極端に減少するという。そのことを同

時期の同じような現象として阿高式系土器の鯨の脊椎骨の圧痕の土器（鯨底土器）を例に引きながら

狩猟活動と同様に漁撈活動についても儀礼的な部分があったであろうことは想像できるとし、このよ

うな現象については石鋸本来の機能が島嶼部以外では変容した可能性を持つことを指摘した。道具の

変化にともない、実用性を失いシンボリックなものとして受け継がれたのではないかと考えた。

　鋸歯尖頭器・石鋸を仔細に検討すると、奇妙なことに気づく。それは非常に精巧に製作されたもの

Ⅳ．鋸歯状尖頭器と石鋸
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とそうでないものとに大別できるのである。

○雑な作りの鋸歯尖頭器
　雑な作りの鋸歯尖頭器は、中期末から晩期まで継続する。里田原遺跡の出土例を弥生とすればその

時期まで存続することになる。形態的には縦長の二等辺三角形になるものが多く、時代が下がるにし

たがってその傾向は強くなる。雑な作りと表現したように、平面形が左右対称とならず櫛歯状の抉入

加工も粗雑なものがみられる。押圧剥離による調整加工も器面中央まで届かず、主要剥離面を残す例

が多い。大きさは精製品に比べると概して小形である。素材は黒曜石を多用するが、安山岩も用いら

れる。先端部を欠損もしくは刃こぼれなど消耗の程度が高い傾向が窺える。

○精製なつくりの鋸歯尖頭器
　正三角形から二等辺三角形の平面形をなし、櫛歯状の加工が左右対称に施される。非常に丁寧な調

整加工が表裏両面に施され、主要剥離面が残ることはない。素材は黒曜石に限定される。天神山貝

塚から出土した鋸歯尖頭器は厚さ 3mmと異常に薄く作られており、対象物に貫入した場合には容易

に折れると思われる。長崎県では近年、鋸歯尖頭器と石鋸が量的に保障されて出土する事例が報告

されている。野首遺跡（小値賀町）では、54 点の「石銛」が図示されている（小値賀町教育委員会

2003）。それらは石銛と石鋸形銛先に分類されているがその認定には少なからず疑問がある。まず石

銛とされている一群は大部分が石鏃のやや大形のものであり、中には大形剥片鏃も２点含まれる。い

ずれも石銛と認定できないと思われる。そうした中にあって 3-13 は異質である。明確な櫛歯状の抉

りは見られないが同遺跡の他の鋸歯尖頭器に比べてその加工の精緻さは際立っている。門前遺跡では

坂ノ下式系土器の包含層から鋸歯尖頭器１点と石鋸７点が近接した状態で出土している。ということ

はこれらは組み合わせられていた理解するのが妥当であろう。鋸歯尖頭器は、櫛歯状の大きな抉りを

左右に１対もち、両側縁は小さい鋸歯状の加工が先端部まで施される。基部は緩やかな弧を描く凹基

となる。石鋸は、いずれも黒曜石製の縦長剥片を素材としたもので、もっとも幅広のものでも13mmで、

他は10mm程度と幅の狭いものである。しかもいずれの場合も片側が尖るように細くなる傾向がある。

主要剥離面を残すものが多いが、鋸歯状の加工は片側の集中し、幅が広くなる側の調整は粗になる傾

向が認められる。これらの点を踏まえて、組み合わせた姿を復元してみよう。石鋸を鋸歯尖頭器の下

に並行に装着した場合を想定すると装着する柄は 5cm近くになり現実的ではない。木村幾多郎によ

れば石鋸は柄の溝に 1cm近く埋め込む必要がある（木村 1987）とされていることを念頭に置き、石

鋸の加工の仕方から考えて斜めに装着したとするのが妥当であろう（図 2）。

　沖ノ原遺跡（熊本県）から出土（2-16）したものは櫛歯状の加工が一辺のみ施される特異な形態を

したものである。また出津遺跡からは結晶片岩製の石鏃模造品が出土している（2-17）。こうしたこ

とをあわせ考えると精製の鋸歯尖頭器には刺突具という実用的な機能を越えた田島が言うような儀器

なもの、福田の指摘したシンボリックなものというような位置づけもできるのではないだろうか。

　こうした傾向は石鋸にも見られ、特に徳蔵谷遺跡では櫛歯状に加工した上に鋸歯状の加工を施すも

のや櫛歯状の加工が器体の過半まで入る例などもあり、対象物を切り裂く機能からするとおよそ実用

の域を脱したまるで石器製作技術の粋を競うかのような姿が見て取れる。

　石鋸とサイドブレイドの関係も興味深い。サイドブレイドは萩原・久原によって石鋸と形態・製

作技術が同質のものと評価（萩原・久原 1975）されており、組み合わせ道具として理解されている。
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しかも分布範囲が海岸部に集中しており、石製刺突具の漁撈具とされている。石鋸が後期後半には姿

を消すのに対し石鋸は晩期まで継続する傾向にある。松浦今福遺跡、ケイマンゴー遺跡がその代表的

な遺跡であるが両者とも海岸線に程近い距離にありながら石器組成として石錘など漁撈活動に伴うも

のを装備していない。ケイマンゴー遺跡では同時期の扁平打製石斧が大量に共伴している。また島原

半島の礫石原遺跡は標高の高い場所に位置するなど、サイドブレイドが漁撈活動にのみ使用されたの

ではない可能性を指摘しておきたい。そのため石器の使用痕分析が早急になされなくてはならない。

　前期以降の石銛については報告者による石器認定に大きな差があり、石銛として定型的なものがな

いことが明らかになった。それらの多くは未製品であったり、刺突具として機能しないものであった

りすることからこの時期に想定されてきた大形海棲哺乳類を対象とする刺突漁に一考を促すものと思

われる。鋸歯尖頭器・石鋸については「儀器」もしくは威信財的な側面も想定できる可能性を示すこ

とができた。

　「石銛」と鋸歯尖頭器について日ごろ考えてきたことを述べてきた。従来言われてきたことからす

ればいささか突飛なことであり、福田の言う「石器の共通理解」にどれだけ迫れたか心許ないが上記

のような評価もなされるものと思われる。本稿の構想は、1990 年代に長崎県文化課立山分室で毎週

のように行われた「縄文研究会」での参加者との議論をベースにしている。文章化が遅れたのは偏に

筆者の怠慢によるものでありお詫びしたい。

　本稿を草するにあたって、九州歴史資料館の杉原敏之氏には文献の収集に尽力いただいた。また久

村貞男氏、安楽勉氏、古澤義久氏、田中聡一氏からは有益なご教示を得た。記して謝意を表します。

Ⅴ．まとめ

第 2 図　鋸歯尖頭器の二つのあり方
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註
１　いわゆる尖頭器形の石銛で、安山岩・玄武岩を主な石材とする。

２　鋸歯尖頭器については名称が定まっていない。機能としては「銛先」に用いる刺突具との想定が一般的である。その特異

な形態から古くから注目されてきた。石鋸と共通する鋸歯状の抉りを有しているところから、石鋸と組み合わせる銛先の尖頭

部と解されている。徳蔵谷遺跡（唐津市）や門前遺跡（佐世保市）で大量の石鋸との共伴例が認められたことからこうした考

えが評価されることになった。
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　佐賀貝塚は長崎県対馬市峰町大字佐賀に所在する縄文時代中期から後期の貝塚である。1953 年に

竜造寺辰馬により発見され、1954 年に曾野寿彦、増田精一、永留久恵、阿比留嘉博らによって発掘

調査が行われた結果、縄文時代中期の阿高式土器が発見されている（増田 1963,永留 1964,1975,2009,

阿比留・永留 1986）。その後、1985 年 3 月に当該遺跡で遊技場建設が計画され、同年 4月 8日から 5

月 10 日まで緊急発掘調査が実施された。この緊急調査の結果、縄文時代中期の貝層、縄文時代後期

の貝層、住居址 3基、埋葬遺構が発見された。遺物としては縄文土器、石銛、石鏃等の剝片石器（図

1-10,11）、312 点に及ぶ石斧（図 1-9）、叩石、石錘、石皿等の石器、刺突具等の骨角器、キバノロ上

顎犬歯で製作された垂飾等の装飾品（図 1-16）、ベンケイガイ、サルアワビ、ユキノカサ、タマキガ

イ等で製作された貝輪（図 1-12 ～ 15）、マガキ製の貝面（図 1-17）等多種多彩な遺物が多数出土し

た。縄文土器には並木式（図 1-2）、阿高式（図 1-3）、鐘崎式（図 1-4）、北久根山式（図 1-5）、宮下

式（註 1）（図 1-6）等の型式が認められる。これらの成果は諸論文（正林 1985,1986b,1987）、略報（正

林 1986a）、本報告（正林 1989a）等で公表されている。このほかに 1985 年の発掘調査終了に際して、

隣接家屋のブロック塀附近の掘り残し部分から韓半島南部地域の水佳里Ⅰ式に属する赤彩された短斜

線文土器の口縁部 1点（図 1-1）が出土している（正林 1989b）。

　さて、佐賀貝塚の本報告の中に丸底の底部が 1点報告されている。本報告第 30図 108である（註 2）。

筆者は、以前からこの土器に注目していた。上述のとおり佐賀貝塚では水佳里Ⅰ式土器、キバノロ上

顎犬歯製垂飾等の韓半島との関連が想定される遺物が出土しており、なによりも対馬島という地理的

条件から、当該丸底土器についても韓半島と関係する可能性を検討する必要があると考えていたので

ある。

　2012 年に対馬市教育委員会では佐賀貝塚出土遺物の再整理が実施され、長崎県埋蔵文化財セン

ター宛てに職員派遣依頼がなされた。そこで、安楽勉、川道寛、筆者が対応することとなり、筆者は

2012 年 2 月 28 日から 29 日に佐賀貝塚出土資料について未報告資料も含めて詳細に観察する機会を

得た。その際、年来の懸案であった佐賀貝塚出土丸底土器を観察することができたので、本稿では観

察結果を基に当該土器に関する所見を述べると同時に当該時期の日韓土器文化交流について考えてみ

たいと思う。

　佐賀貝塚で出土した丸底土器は、底部のみの破片である。内面が貝殻条痕によって調整されている

のが特徴である。出土区はF2 区で、鐘崎式、北久根山式、宮下式といった縄文時代後期中葉の土器

が出土している。縄文時代後期中葉はこれまでの研究成果によれば、韓半島新石器時代晩期と併行し、

長崎県埋蔵文化財センター
研究紀要　第 3号
2013 年 3 月

対馬市佐賀貝塚出土丸底土器について
―縄文時代後期日韓土器文化交流に関する予察―

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．韓半島系土器の可能性
1．対比すべき韓半島新石器時代土器

古澤　義久
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釜山・金海地域では水佳里Ⅲ期に該当する（宮本 1990,2004, 田中 2003,2009、岡田・河仁秀 2009）。新

石器時代晩期の土器には、二重口縁土器や単口縁の土器があり、器種としては深鉢、壺、碗、把手附鉢、

高杯形土器等がある（古澤 2006）。文様としては深鉢に短斜沈線文等が施文されるが、無文のものも

多い。胎土は石英や長石が多く混入した砂質胎土が特徴的であるが、粘土質のものもみられる。器面

調整はナデ調整が主体的である。佐賀貝塚の丸底土器は内面に貝殻条痕がみられるが、水ノ江が指摘

するように韓半島では縄文土器に一般的な貝殻条痕はあまりみられない（水ノ江 2003）。このことは、

佐賀貝塚の丸底土器を韓半島系であると想定した見解がこれまで示されたことがない理由であるかも

しれない。しかし、少数ながら新石器時代晩期の韓半島南部地域でも貝殻条痕で調整された土器は存

在する。以下ではその具体例についてみてみたい。

2．韓半島南部地域における貝殻条痕土器
　釜山広域市影島区所在の東三洞貝塚では新石器時代早期から晩期の土器が混在して出土している

が、水佳里Ⅲ期に編年される二重口縁土器の内面に貝殻条痕が施される例がみられる。国立博物館第

1次調査（尹武炳・任鶴鐘・呉世筵 2005）における 3層と 4層から出土した二重口縁土器の内面に

は、口縁部附近に横位の貝殻条痕が施される（図 2-2,3）。また、国立博物館第 3次調査（尹武炳・任

図 1　佐賀貝塚出土遺物



−	13	−

鶴鐘・呉世筵 2004b）における 2層出土二重口縁土器には胴下部を中心に斜位の貝殻条痕が施される

（図 2-1）。

　釜山広域市江西区所在の凡方遺蹟（河仁秀 2009）B地区攪乱層からは新石器時代早期、中期、晩

期の土器が出土しているが、かすかな二重口縁を持つ土器の胴部内面に横位・斜位の貝殻条痕が施さ

れる例がみられる（図 2-7）。

　釜山広域市北区所在の栗里貝塚（金廷鶴・鄭澄元 1980）では水佳里Ⅲ期を主体とする土器が出土

している。大部分ナデ調整であるが、一部に内面に貝殻条痕が施される土器がみられる。内面に貝殻

条痕が施される土器には二重口縁土器と単口縁土器があり、器種は深鉢や鉢である。内面に縦位の貝

殻条痕がみられる二重口縁深鉢（図 2-4）、内面に横位および斜位の貝殻条痕がみられる二重口縁深鉢・

鉢（図 2-8 ～ 10）、内面に横位の貝殻条痕がみられる単口縁鉢（図 2-5,6）が出土している。

　このほか済州島地域では新石器時代晩期の二重口縁土器や列点文施文の単口縁土器の外面と内面に

貝殻条痕が施される例が、北村里（李清圭 1988）、下摹里（김종찬・양나래 2006）等で確認されるが、

釜山・金海地域の内面貝殻条痕土器との直接の関連は薄いとみられるので、ここでは詳しく触れない。

　このように、内面に貝殻条痕がみられる土器が新石器時代晩期の韓半島南部地域にみられるとする

と、佐賀貝塚の丸底土器の内面に貝殻条痕がみられるため、韓半島系土器ではないとすることができ

ないということになる。対馬島ではこれまで、韓半島新石器時代晩期の土器が峰町吉田遺跡（宮本編

2004）や豊玉町ヌカシ遺跡（坂田 1978）で確認されている。従って、韓半島新石器時代晩期の土器

が佐賀貝塚に流入しても不自然ではないため、当該丸底土器が韓半島系である可能性も視野に入れて、

詳細な観察を行うこととした。

図 2　韓半島南部地域新石器時代晩期貝殻条痕土器

2,3,7,9,10 1,4〜6,8
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　佐賀貝塚 F2 区で出土した丸底土器である。残存器高は 3.6cm である。胎土は 2mm程度の長石、

石英などの砂粒混じりで微量の白雲母及び貝殻を含む。焼成はやや甘く、色調は外面が暗褐色～黒褐

色、内面は黒褐色である。外面は磨耗がみられ詳細な調整方法はわからないが、ナデによるものと思

われる。内面には二枚貝による貝殻条痕が斜位に施される。土器に残された貝殻条痕は 15mmに肋

の痕跡が 3条入る間隔である。破断面から 8mm程度は外面表面が剥離しているようにみられるが、

破断面附近で厚さが 3mm程度となり、収束していくようにみられる。従って、器種としては深鉢で

はなく、碗・浅鉢類であるものと考えられる。さらに、胎土、色調、貝殻条痕調整等の特徴は佐賀貝

塚で出土している鐘崎式・北久根山式・宮下式に伴う粗い貝殻条痕で調整された粗製土器（図 1-7,8）

と一致している。

2．所見
　観察の結果、深鉢ではなく碗・浅鉢の底部とみられる点および佐賀貝塚で出土した縄文時代後期中

葉の粗製土器と特徴が類似する点から、韓半島新石器時代晩期の貝殻条痕が施される土器ではなく、

縄文時代後期中葉の粗製土器の一器種としての碗・浅鉢であるという可能性が浮上した。北部九州地

域における縄文時代後期の丸底土器の類例を以下に挙げる。

　北九州市小倉南区所在の下吉田遺跡（藤丸ほか 1985）B区包含層では、西和田式、出水式、中津式、

Ⅲ．佐賀貝塚出土丸底土器の観察と所見
1．観察

図 3　佐賀貝塚出土丸底土器
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図 4　佐賀貝塚出土丸底土器外面

図 5　佐賀貝塚出土丸底土器内面

図 6　佐賀貝塚出土丸底土器側視
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福田 KⅡ式、平城式、小池原上層式、彦崎KⅠ式、鐘崎式、北久根山式、辛川式等の縄文時代後期

初頭から中葉にかけての土器が出土しており、鐘崎式や北久根山式が多い。ここでは浅鉢Aとされ

ているタイプが出土しており、佐賀貝塚例と対比できる。具体的にはC-7 で表採された黒褐色を呈し、

内面条痕→ナデ調整の丸底浅鉢（図 7-1）や、明灰黄色を呈しナデ調整の浅鉢（図 7-2）が出土している。

報告者はこの浅鉢A類を鐘崎式から北久根山式のものとみている（柴尾 1985）。このほか底部D類

とされている丸底土器（図 7-3）も認められるが、報告者は全縄文系の精製鉢につくとみている（佐

藤 1985）。

　北九州市小倉南区所在の菊水町遺跡（山口 1988）でも北久根山式に伴う無文丸底の碗（図 7-4）や

丸底底部（図 7-5）が出土している。

　以上の類例からみて、佐賀貝塚出土丸底土器も縄文時代後期中葉の縄文土器であり、器種としては

粗製土器碗であると判断される。

　佐賀貝塚出土丸底土器は韓半島系土器ではなかった。このことを踏まえて、縄文時代後期―韓半島

新石器時代晩期の対馬島を中心とした日韓の土器文化交流について考えてみたい。

　まず、縄文時代後期に併行する韓半島新石器時代晩期における韓半島南部地域出土の縄文系土器に

ついて概観する。縄文時代後期初頭・前葉に該当する土器の事例については次のとおりである。蔚山

広域市蔚州郡に所在する新岩里遺蹟（鄭澄元	外 1989）では新石器時代中期～晩期の土器が出土した

第 2地区Aトレンチ包含層から滑石が混入した坂の下式土器 1点が出土している（図 8-3）。

　東三洞貝塚では、L.L. サンプル・A. モア調査地点（Sample1974）、国立博物館第 1次調査（尹武炳・

任鶴鐘・呉世筵 2005）5 層、国立博物館第 2次調査（尹武炳・任鶴鐘・呉世筵 2004a）2 層、国立博

物館第 3次調査（尹武炳・任鶴鐘・呉世筵 2004b）2 層・3 層、釜山博物館調査（河仁秀 2007）2 層

などで 30 点以上の坂の下式土器が出土している（図 8-4 ～ 32）。東三洞貝塚ではさまざまな縄文系土

器が出土しているが、坂の下式土器はその中でも最も量的に多く出土する型式である（田中 2009b）。

　上老大島上里延世大学校調査地区（孫寳基 1982）では、Ⅳ層で中津式系土器 1点（図 8-1）、Ⅲ層

で坂の下式土器 1点（図 8-2）が出土している。

　このように韓半島南部地域で発見される縄文系土器の中では縄文時代後期初頭・前葉に編年される

土器、とりわけ坂の下式土器が多く出土している。対馬海峡を挟む地域における土器文化交流につい

図 7　縄文時代後期中葉丸底土器

Ⅳ．対馬島における縄文時代後期の日韓土器文化交流について
の予察
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図 8　韓半島南部地域出土縄文系土器
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て量的な側面からみると新石器時代晩期―縄文時代後期初頭・前葉が最も活発な時期の一つとみるこ

とができる。

　これに比して、縄文時代後期中葉に編年される縄文土器の韓半島南部地域における発見例は少ない。

東三洞貝塚では、釜山博物館調査 4層で北久根山式の口縁部 1点（図 8-33）、国立博物館第 1次調査

3層で北久根山式または太郎迫式とみられる壺の胴部片 1点（図 8-34）、釜山博物館調査 2層で三万

田式ともみられる土器片 1点（図 8-35）（岡田・河仁秀 2009）が発見されているが、縄文時代後期初頭・

前葉の土器と比較すると量としては少ない（註 3）。

　一方、対馬島における縄文時代後期における韓半島新石器時代晩期土器の状況は次のとおりである。

峰町所在の吉田遺跡 1975 年調査（坂田 1975b）では、5層で阿高式系土器に伴い、沈線文土器を含

む砂質の韓半島系土器が確認されている。2000 年調査（宮本編 2004）では、5層で坂の下式土器や

中津式土器に伴って（註 4）、韓半島新石器時代晩期の二重口縁土器 4点（図 9-1 ～ 4）、把手附鉢 1

点（図 9-5）、壺肩部 1点（図 9-8）、沈線文施文土器（図 9-6,7）、砂質胎土の無文胴部片が出土してい

る（古澤 2004）。二重口縁土器の形態は口唇部が面取りされ、粘土のたまりが最上部にみられる筆者

分類（古澤 2006）形態変異③（図 9-1）や形態変異④（図 9-2,3）といった釜山・金海地域に多い型式

が 3点、口唇部が平坦に大きく面取りされ逆三角形を呈する巨済島以西南海岸に多い形態変異⑤（図

9-4）が 1点である（註 5）。把手附鉢（図 9-5）は韓半島でも発見例が少ない器種で、慶尚南道金海市

所在の農所里貝塚（金龍基 1965,1966）等で類例が発見されている（古澤 2010,2011）。

　豊玉町所在のヌカシ遺跡（坂田1974,1978）では、2層で坂の下式土器が主体的に出土している。また、

2層上部では北久根山式土器の一群が発見されている。報告者によればヌカシ遺跡 2層で出土した韓

半島系土器は坂の下式に伴うものである。Ⅱ層で出土した韓半島新石器時代晩期の土器としては、把

手附壺 1点（図 9-11）、二重口縁土器 1点（図 9-10）などが出土している。二重口縁土器の口縁形態

変異は筆者分類の③に該当し、釜山・金海地域に多いものである。この二重口縁土器を観察すると、

口縁が水平ではなく、弧を描き、また口縁部断面も箇所によって一定ではない特徴があるが、このよ

うな特徴をもつ二重口縁土器は東三洞貝塚第 2次調査 2層（尹武炳・任鶴鐘・呉世筵 2004a）で出土

図 9　対馬島出土韓半島新石器時代晩期土器
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した二重口縁土器（報告書番号 529）などに類例が求められる。このほかに沈線文土器（図 9-9）が

表面採集されているが、韓半島新石器時代晩期に特有の長石や石英が多量に含まれる砂質胎土で、こ

の時期の所産であると考えられる。

　韓半島新石器時代晩期の土器が対馬島以外の日本列島で出土した事例としては小川島貝塚例（木村

1982,1992）がある。F区 4 号人骨墓壙内の河原石の下から出土した把手附壺であるが、墓壙に伴う

ものではない。小川島では各種の縄文土器が出土しており、特に後期に関しては坂の下式、磨消縄文

土器、三万田式土器等がみられ（河児 1976a,b,1977a,b,1978, 山上ほか 1977）、把手附壺が縄文時代後

期土器のうちどの型式に伴うものかはわからない。

　対馬島における縄文時代後期初頭・前葉の遺跡としては他に豊玉町所在の西加藤遺跡（西 1974）

が知られ、坂の下式が出土しているが、資料が微細で遺跡の全容はわからない。これまでのところ韓

半島系土器は確認されていない。また、近年発見された豊玉町所在の多田越遺跡（東 2005）では表

面採集により坂の下式、出水式などの縄文時代後期初頭の土器が発見されているが、遺跡の全体像は

不明で、韓半島系土器の出土については不明瞭である。

　一方、対馬島における縄文時代後期中葉の遺跡としては志多留貝塚、佐賀貝塚、夫婦石遺跡などが

知られる。上県町所在の志多留貝塚（岡崎 1953, 駒井ほか 1954, 坂田 1976）では少量の鐘崎式土器と

判断される有文土器と圧倒的な量の貝殻条痕土器が出土しているが、韓半島系土器の出土はない。佐

賀貝塚でも鐘崎式・北久根山式・宮下式土器とそれに伴う貝殻条痕土器が出土しているが、本稿でみ

たように丸底土器は韓半島系ではないと判断されたため、韓半島系土器の可能性がある土器は確認で

きない。

　上県町所在の夫婦石遺跡は、瀛仙洞式土器、水佳里Ⅰ式土器、水佳里Ⅱ式土器が出土した遺跡とし

て知られているが（副島 1992）、1993 年にも調査が行われており（副島 1994）、出土資料は現在整理

中である。その過程でTP2 の 7 層、TP4 の 5 層で鐘崎式土器が出土しているのを確認したが、これ

らの層では韓半島系土器はまだ確認できていない。

　このほか対馬島の縄文時代後期の遺跡としては、永留久恵によると峰町三根高松壇（註 6）や美津

島町洲藻が指摘されているが（永留 2009）、資料内容は詳らかでない。

　このように対馬島では縄文時代後期初頭から後期中葉にかけての遺跡が存在するが、韓半島系土器

は吉田遺跡やヌカシ遺跡のように縄文時代後期初頭・前葉の遺跡に集中して出土する。吉田遺跡やヌ

カシ遺跡では調査面積も狭小で、出土土器も細片が多く遺存状況がよいわけではない。それにもかか

わらず、一定量の韓半島系が群をなして検出されている。一方で佐賀貝塚や志多留貝塚では調査面積

としてはそれほど広くないものの、土器の出土量は、吉田遺跡やヌカシ遺跡と比較すると圧倒的に多

く、土器の遺存状況も比較的良好である。しかしながら、この時期としては唯一の韓半島系土器候補

であった佐賀貝塚丸底土器が否定された現在、韓半島系土器の出土は未確認で、存在しても群をなす

ほどではないものと思われる。このことから、これまで出土した韓半島系土器の量的多寡はある程度

実態を反映しているものと把握される。日韓の土器文化交流を検討する上で、両岸地域で出土する異

系統土器自体の詳細な分析や絶対数の確定も重要であるが、遺跡や調査区で出土した土器の中で異系

統土器がどのような比率を占有するのかという点についても考察する必要があるのではないかと考え

る。
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　対馬海峡を挟む韓半島南部地域と対馬島のこのような状況を整理したものが表 1である。坂の下式

期には韓半島南部地域で縄文土器が相対的に多く確認され、対馬島でも韓半島系土器が一定量認めら

れる。続く縄文時代後期中葉には韓半島南部地域で縄文系土器が前段階に比べると少なくなり、対馬

島では志多留貝塚や佐賀貝塚のようにある程度の規模の遺跡が確実に存在しているにもかかわらず、

韓半島系土器の流入はほとんどみられなくなる。縄文時代後期中葉の佐賀貝塚でキバノロ上顎犬歯で

製作された垂飾が発見されている点、東三洞で少数ながら北久根山式土器片が発見されている点から

交流が絶無になったわけではないとみられるが、相互の異系統土器の量的多寡からは、前段階の坂の

下式期と比較すると日韓土器文化交流は縄文時代後期中葉の段階は低調であったと判断される（註

7）。そして、縄文時代後期後葉の段階については対馬島では遺跡が発見されなくなる（福田 1999）（註

8）。この指摘を受けて田中聡一は日韓交流も低調になったという見解を示している（田中 2009a）。

また筆者はこの時期の韓半島は土器型式がいまだ発見されていない段階であると考えている（古澤

2012）。

　このように韓半島南部地域と対馬島における異系統土器の量的な多寡及び占有比率から判断する

と、韓半島南部地域で異系統土器が多く出土する時期には対馬島でも異系統土器が多く出土し、韓半

島南部地域で異系統土器が少なく出土する時期には対馬島でもやはり少なく出土するということを知

ることができる。このことは、縄文時代後期・新石器時代晩期における土器文化交流は相互に対応し

ており、とりわけ一方の影響力が強かったわけではないということを示す。従って対馬海峡間の交流

は一方的な交流ではなく、双方向的な交流形態であったことが改めて確認される。

　これまで、縄文時代後期初頭の日韓土器文化交流についてはさまざまな見解が提示されてきた。

宮本一夫はこの時期には日本列島における韓半島系土器よりも韓半島南海岸で縄文系土器が目立つ

として、縄文系統の土器が半島へ向かおうとするベクトルが強い時期であると評価している（宮本

2004）。また、林尚澤は時期によって対馬海峡間の土器文化が接触する地帯が変遷すると指摘しており、

新石器時代中期には対馬、新石器時代後期は対馬または韓半島南海岸、新石器時代晩期は韓半島南海

時期（対馬島） 対馬島 韓半島南部
※縄文土器未確認遺跡は省略 時期（釜山・金海）

縄文時代
後期初頭・前葉

吉田【二重口縁土器 , 把手附土器等】
ヌカシⅡ層【二重口縁土器、把手附土器等】
西加藤【×】
多田越【？】

新岩里【坂の下式】
東三洞【坂の下式】
上老大島上里【坂の下式、中津式】

水佳里Ⅲ期

縄文時代
後期中葉

ヌカシⅡ層上部【×】
佐賀貝塚【×】
志多留貝塚【×】
夫婦石 TP2 の 7 層【－】、TP4 の 5 層【×】

東三洞【北久根山式、太郎迫式等】

縄文時代
後期後葉 遺跡未確認 遺跡未確認 土器型式未確認期

表 1　縄文時代後期—新石器時代晩期における対馬島と韓半島南部

…… 比較的多量の異系統土器を確認。

…… 比較的少量の異系統土器を確認。

【　　】内は確認された異系統土器。×は未確認。－は検討中。
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岸が接触地帯となったとする（林尚澤 2008）。韓半島南部地域で出土する縄文系土器の中では坂の下

式系が数量的に非常に多く、田中聡一が指摘するようにこの時期に交流が相対的に活発化したという

こと（田中 2009b）は充分に考えられるが、水ノ江が指摘するように圧倒的多数の韓半島土器の中に

あって、縄文系土器は極僅かな比率を占めるに過ぎない（水ノ江 2003,2007）。一方で、対馬島の縄文

時代後期初頭・前葉の遺跡からは、出土土器資料が僅少であるにもかかわらず、一定の比率で韓半島

新石器時代土器が出土している。このことから、縄文時代後期初頭・前葉においてとりわけ縄文系土

器が半島側に向かおうとするベクトルが強いということはできず、また両土器文化の接触地帯が新石

器時代晩期に韓半島南海岸に変遷したとすることもできないものと思われる。

　本稿では、佐賀貝塚出土丸底土器の性格に関して考察し、当該土器が韓半島系ではなく、縄文時代

後期中葉の粗製碗であると判断した。これにより、対馬島における縄文時代後期中葉に該当する韓半

島系土器はこれまでのところ発見されていないこととなった。このことを基にあらためて縄文時代後

期における韓半島南部地域及び対馬島間の交流について、より子細に検討した結果、日韓間の土器文

化における交流の低調化については、対馬島で縄文時代遺跡自体が希薄になる縄文時代後期後葉の

三万田式期に先行する時期である縄文時代後期中葉の鐘崎式期に既に始まっているということが明ら

かにした。また、両岸地域における交流の活発度合いは対応しており、交流が双方向的であったこと

も併せて指摘した。

　対馬島は先史時代の日韓交流を考究する上で欠くことのできない重要な地域である。この特性を念

頭に置き、さらなる調査・研究が進展することを期待したい。

　図 3～ 6、図 9-9,10 は筆者再実測図面・撮影写真である。資料調査に際してご協力いただいた対馬

市教育委員会文化財課、長崎県立対馬歴史民俗資料館に感謝申し上げます。なお、本研究の一部は財

団法人韓哲文化財団助成基金（学術研究「東北アジア的視点から見た韓半島新石器時代土器の研究」）

による助成を受けたものである。

　2012 年 8 月 25 日、元長崎県考古学会会長の正林護氏がご逝去された。正林さんが生前に残された

文章をみると、ご自身の発掘調査体験の中で最も強烈なインパクトを与えた遺跡として里田原遺跡と

佐賀貝塚が挙げられている（正林 2010）。正林さんの一連の鹿笛研究も佐賀貝塚に端を発していた。

本稿では佐賀貝塚の資料を取扱い、日韓交流の実態について再考してみたが、まだまだ正林さんに教

えを乞いたいことがあった。拙いものであるが、本稿を誰よりも深く佐賀貝塚に関わった泉下の正林

護氏に謹んで捧げたい。

Ⅴ．結語
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　본고에서는 사카（佐賀）	패총 출토 환저 토기의 성격을 고찰하여 , 이 토기가 한반도계 토기가 아

니라 , 죠몽（繩文）시대 후기 중엽의 조제완（粗製碗）이라고 판단했다 . 이것으로	對馬島의 죠몽

시대 후기 중엽에 해당하는 한반도계 토기는 지금까지는 발견되지 않은 것이 되었다 . 이것을 바탕

으로 죠몽시대 후기의 한반도 남부지역과	對馬島간의 교류에 대해서 다시 자세하게 검토를 한 결

과 , 한일간의 토기문화 교류의 저조화（低調化）는	對馬島에서 유적 자체가 없어지는 죠몽시대 후

기 후엽의 미만다（三万田）식 시기에 앞서는 죠몽시대 후기 중엽의 가네자키（鐘崎）식 시기에서 

이미 시작되었다고 밝혔다 . 또 , 죠몽시대 후기 초두 · 전엽에 한반도 남부 지역에서 죠몽토기가 

많이 출토되는 시기와	對馬島에서 한반도계 토기가 많이 출토되는 시기가 일치하고 있어 , 교류가 

쌍방향적이었던 것도 더불어 지적했다 . 

對馬市佐賀貝塚出土丸底土器에 대하여
―繩文時代後期韓日土器文化交流에 관한 예찰―
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　今年度、原の辻遺跡から出土した遺物のうち特に残存状況のよいものを 1,670 点、遺物写真として

個別に撮影した。これは壱岐市教育委員会から長崎県教育委員会（長崎県埋蔵文化財センター、以

下、埋文センター）への協力依頼をもとに行われた業務である。撮影は埋文センターの撮影室で行い、

光源環境はストロボ（ジェネレーター：COMET		CL-1250 および CB-2400 ／ヘッド：CLX-25miniG）

を使用し、撮影機材はデジタル一眼レフカメラ（カメラ：Nikon	D200 ／レンズ：AF-S	NIKKOR18-

70mm）を使用した。一点ずつ撮影を行うので、遺物の形状や表面の色調（濃淡）を考慮して光量や

露出の調整を行う必要があり、また私が慣れないこともあって、撮影日数 21 日を要した。また個

別撮影に並行して、同種類の遺物による集合（または比較）写真撮影も大伴カメラ（TOYO	VIEW	

45G）で行った。

　この業務を通して、遺物写真にかかわる多くの技術や知識を得ることができたが、一方で多くの疑

問も生じることとなった。その中で、弥生時代における磨製石器、特に刃部の明瞭な石包丁や扁平片

刃石斧をどのように撮影するか（すべきか）について、特に構図（俯瞰または鳥瞰）【註 1】とライティ

ング（刃部の明暗）【註 2】について、以下に検討を行いたいと思う。

　まずは遺物写真の構図、すなわち俯瞰と鳥瞰の選択について検討する。表１は、過去に長崎県教育

委員会および長崎県内の市町村教育委員会によって刊行された埋蔵文化財調査報告書に掲載される石

包丁と片刃石斧の個別遺物写真について、その構図とライティングを調べて一覧にしたものである。

いずれも報告書の巻末に遺物写真の図版として組まれている。この集計から「石器は俯瞰構図で撮影

するもの」という慣例（あるいは意識）を伺うことができる。一方、ライティングについては構図の

ような慣例（あるいは意識）は感じられない。おそらく、他の遺物と同じライティングおよび撮影環

境で撮影する場合が多いため、個々にライティングを変更しないことが背景にあるのではないかと推

測される。あくまで長崎県内という限られた対象をもとにした考察ではあるが、石器は俯瞰構図で撮

影し、ライティングは特に意識しない、という傾向が読み取れるのではないか。

　次に、構図とライティングを変えて撮影した図 1（サンプル写真）のうち、どれを遺物写真として

報告書に掲載するか、その選択順位について長崎県内の埋蔵文化財担当職員にアンケート調査を行っ

た。Aが俯瞰・刃部明、Bが俯瞰・刃部暗、Cが鳥瞰・刃部明、Dが鳥瞰・刃部暗で撮影したもので

ある。その集約結果が表２である【註 3】。これまで長崎県内の報告書に掲載された遺物写真（石包丁

と扁平片刃石斧）の傾向から意外だったのは、扁平片刃石斧の場合に鳥瞰構図を選択する割合が高い

ことである。一方、石包丁に関しては俯瞰構図がより多く選択されている。この背景には、厚みのあ

る遺物は鳥瞰構図、比較的薄い（厚みのない）遺物は俯瞰構図という判断基準があるのかもしれない。

次にライティングについては、刃部を明るくする写真がより選択されている。

　また、集約に反映できなかった回答のうち興味深いものとしては、「巻頭写真なら鳥瞰、巻末写真

なら俯瞰」および「実測図との整合性（を優先する）」という趣旨の見解があったことである。そこ

長崎県埋蔵文化財センター
研究紀要　第 3号
2013 年 3 月

『弥生時代における磨製石器の撮影について』
～特に刃部の明瞭な石包丁・扁平片刃石斧の場合～

林　　隆広
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で、まずは巻頭写真と巻末写真について考えてみたい。一般的に巻頭写真には、その遺跡の発掘調査

全景（航空写真など）および検出された代表的な遺構の写真、あるいは同じく代表的、象徴的な出土

遺物の写真を多色刷り（カラー）で掲載することが多い。そのため遺物の場合、いくつかの遺物を集

合させた写真を鳥瞰構図で撮影することが多いのではないか。一方、巻末写真は遺物を個別に白黒（モ

ノクロ）で掲載することが一般的である。そのような慣例から、巻頭写真は多色刷り（カラー）で広

告（コマーシャル）写真的な構図が受け入れられ、一方の巻末写真は実測図と同じ構図（結果的に俯

瞰構図となり、場合によっては各立面を展開した構図）が定着していると思われる。このことは上記

「実測図との整合性（を優先する）」という見解とも関係するが、遺物写真を実測図の補足（あるいは

補助）として認識していることの表れと思われる。実測図は掲載するが遺物写真は掲載しない報告書

が圧倒的に多い状況の背景でもある。

　個人的には、写真と実測図はまったく別の表現方法と認識した上で、ともに効果的な活用を進める

べきだと考えている。実測図とは、ある約束事をもとに、物の大きさや形、加工の痕跡などを二次元

上で表現することを目的としている。そのため、物の質感や色調、立体感は表現できない。写真は、

この実測図が表現できない情報を把握することができる（この特性が、結果的に写真を実測図の補足・

補助という立場にされる要因でもあるが）。また写真には、写真そのものが文化財になるという側面

をもつことも十分に理解するべきである【文化庁 2010】。

　写真を実測図の補足・補助という立場から解放し、その表現方法にとって最も効果的な構図および

ライティングで撮影することが、文化財保護を担う者に求められている。そのきっかけとして、「石

器だから俯瞰で撮る」という慣例にあえて疑問を持ち、検討を試みた。結果、比較的若い世代の文化

財保護担当者を中心に、物の材質感や立体感に視点を置いた（必ずしも実測図と同じでない）写真を

志向する傾向が伺えたことは、今後の長崎県における文化財写真の技術力向上によい影響を与えるの

ではないかと思われる。

　埋蔵文化財における写真の位置付けとは何であるか、を自問しながら遺物の写真撮影を行っている。

発掘調査報告書における遺物の報告は実測図と説明文が中心であり、この序列は今後も変わらないだ

ろう。形や大きさの表現を写真は得意としない。また形式名や器種名も遺物には明記されていない。

撮影にはさらなる費用と労力が必要となることもまた事実である。しかし文様や調整痕、質感などの

表面的な表現は圧倒的に優れている。なによりも遺物そのものを目の前にしているという臨場感や説

得力は実測図や説明文にはない大きな利点である。そしてそれは、遺跡や遺物に知識のない一般市民

にも強い印象を与える。文化財保護行政における文化財の保存活用が、これまで以上に求められる今

日、写真撮影の技術は決して後退させてはならないと思う。

　最後に、ご協力いただいた関係者の皆様に深く感謝する次第である【註 4】。

【　註　】
（１）		写真構図としては立面構図もあるが、今回は選択肢から外した。理由は、遺物の置き方によって俯瞰構図と立面構図は

同じになる場合があるからである。そのため、遺物を斜め上から見る鳥瞰構図との比較で検討することとした。

（２）		今回取り上げた石器が「ものを切る」道具であり、その目的を達するために人為的に加工されたのが刃部である。そのため、

その石器をその石器たらしめている部分をどのような陰影で表現するかという選択になるのではないかと考え、あえて

単純に刃部の明暗で分類することとした。
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書　名 遺　跡 発行年 発行機関 vol. 遺　物 構　図 刃　部
（明暗）

『里田原遺跡』 里田原遺跡 1972 長崎県教育委員会 14 扁平片刃石斧 俯瞰 明
『里田原遺跡』 里田原遺跡 1974 長崎県教育委員会 18 扁平片刃石斧 俯瞰 暗
『里田原遺跡』 里田原遺跡 1976 長崎県教育委員会 25 扁平片刃石斧 俯瞰 暗
『原の辻遺跡』 原の辻遺跡 1977 長崎県教育委員会 31 扁平片刃石斧 俯瞰 ？
『宮の本遺跡』 宮の本遺跡 1981 佐世保市教育委員会 － 扁平片刃石斧 俯瞰 ？
『今福遺跡』 今福遺跡 1984 長崎県教育委員会 68 石包丁 俯瞰 ？
『集報Ⅷ』 小栗B遺跡 1985 長崎県教育委員会 75 石包丁 俯瞰 ？
『集報Ⅷ』 小栗B遺跡 1985 長崎県教育委員会 75 扁平片刃石斧 俯瞰 ？
『西ノ角遺跡』 西ノ角遺跡 1985 長崎県教育委員会 73 石包丁 俯瞰 ？
『今福遺跡Ⅱ』 今福遺跡 1985 長崎県教育委員会 77 扁平片刃石斧 俯瞰 暗
『今福遺跡Ⅱ』 今福遺跡 1985 長崎県教育委員会 77 石包丁 俯瞰 暗
『富の原遺跡』 富の原遺跡 1987 大村市教育委員会 12 石包丁 俯瞰 ？
『里田原』 里田原遺跡 1988 田平町教育委員会 3 扁平片刃石斧 俯瞰 暗
『里田原遺跡』 里田原遺跡 1992 田平町教育委員会 5 扁平片刃石斧 俯瞰 暗
『四反田遺跡範囲確認調査報告書（第 2次）』四反田遺跡 1994 佐世保市教育委員会 － 扁平片刃石斧 俯瞰 暗
『原の辻遺跡』 原の辻遺跡 1995 長崎県教育委員会 124 石包丁 俯瞰 ？
『小野扇町遺跡』 小野扇町遺跡 1996 諫早市埋蔵文化財調査協議会 － 石包丁 俯瞰 暗
『原の辻遺跡』 原の辻遺跡 1998 長崎県教育委員会　※ 5 石包丁 俯瞰 暗
『富の原遺跡』 富の原遺跡 1998 大村市教育委員会 23 石包丁 俯瞰 暗
『松浦・今福遺跡』 今福遺跡 1998 松浦市教育委員会 14 石包丁 俯瞰 ？
『原の辻遺跡』 原の辻遺跡 2000 原の辻遺跡保存等協議会 1 石包丁 俯瞰 明
『原の辻遺跡』 原の辻遺跡 2001 原の辻遺跡保存等協議会 2 石包丁 俯瞰 明
『原の辻遺跡』 原の辻遺跡 2001 原の辻遺跡保存等協議会 2 扁平片刃石斧 俯瞰 明
『里田原遺跡』 里田原遺跡 2001 田平町教育委員会 8 扁平片刃石斧 俯瞰 暗
『里田原遺跡』 里田原遺跡 2003 田平町教育委員会 9 扁平片刃石斧 俯瞰 ？
『松浦市内遺跡確認調査（５）』 栢ノ木遺跡 2004 松浦市教育委員会 20 扁平片刃石斧 俯瞰 ？
『深堀遺跡』 深堀遺跡 2004 長崎市教育委員会 － 石包丁 俯瞰 暗
『十園遺跡Ⅱ』 十園遺跡 2005 国見町教育委員会 5 扁平片刃石斧 俯瞰 暗
『門前遺跡』 門前遺跡 2006 長崎県教育委員会 190 石包丁 俯瞰 横
『松浦市内遺跡確認調査（６）』 栢ノ木遺跡 2006 松浦市教育委員会 21 石包丁 俯瞰 ？
『黒丸遺跡』 黒丸遺跡 2010 長崎県教育委員会 204 扁平片刃石斧 俯瞰 暗
『黒丸遺跡』 黒丸遺跡 2010 長崎県教育委員会 204 石包丁 俯瞰 ？
『松浦市内遺跡確認調査（３）』 栢ノ木遺跡 2012 松浦市教育委員会 5 石包丁 俯瞰 ？

※原の辻遺跡調査事務所

表１　長崎県市町発行埋蔵文化財報告書掲載　石包丁・扁平片刃石斧　遺物写真　構図一覧表

扁平片刃石斧 石包丁
構図・ライティング 1 位 2 位 3 位 4 位 1 位 2 位 3 位 4 位

A（俯瞰・明） 2（15.4%） 3（23.1%） 4（30.8%） 4（30.8%） 9（69.2%） 0 （0.0%） 4（30.8%） 0 （0.0%）

B（俯瞰・暗） 1 （7.7%） 1 （7.7%） 4（30.8%） 7（53.8%） 0 （0.0%） 4（30.8%） 1 （7.7%） 8（61.5%）

C（鳥瞰・明） 9（69.2%） 2（15.4%） 1 （7.7%） 1 （7.7%） 3（23.1%） 6（46.2%） 1 （7.7%） 3（23.1%）

D（鳥瞰・暗） 1 （7.7%） 7（53.8%） 4（30.8%） 1 （7.7%） 1 （7.7%） 3（23.1%） 7（53.8%） 2（15.4%）

表 2　アンケート集約
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扁平片刃石斧 A（俯瞰・明）

石包丁 A（俯瞰・明）

扁平片刃石斧 C（鳥瞰・明）

石包丁 C（鳥瞰・明） 石包丁 D（鳥瞰・暗）

扁平片刃石斧 B（俯瞰・暗）

石包丁 B（俯瞰・暗）

扁平片刃石斧 D（鳥瞰・暗）
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　原始・古代からの精神生活をしめす勾玉は縄文時代から連綿とつづく歴史をもっているが、古墳時

代以降はその数はさらに多くなる。しかし、その中において子持勾玉は出土地点や製作目的など謎を

秘めている部分もあるが、近年では各地で出土例の報告が増え供伴遺物などから時期的な検討も加え

られ、子持勾玉の編年が試みられている（註１）。

　ここに紹介する壱岐市に古くから所蔵されている子持勾玉は、通常の形態ではなくどちらかといえ

ば個性的な形をしているので他の資料と比較しながら述べてみたい。

長崎県埋蔵文化財センター
研究紀要　第 3号
2013 年 3 月

壱岐出土の子持勾玉
安楽　　勉

はじめに

　この子持勾玉は、旧郷ノ浦町郷土館に所蔵されていたもので、郷ノ浦町新田触の大浦恵美子氏出品

とあって昭和51年 9月 30日に受け付けられ、台帳番号465である。詳細に調べていくと、出土地は「長

崎県遺跡地図」−壱岐地区−（註 2）には唐船遺跡（郷ノ浦町新田触字橋ノ本）となっている。昭和

60 年実際に現地踏査した福田・川畑の報告によると、「包蔵地・遺物は海岸で表採、ローリングを受

けている。浜の上が一段高くなっており、この場所からこぼれてきたようだ。かつてこの地で子持勾

玉を表採したという（郷土館に展示）」と注記されており、現地の写真と地図が添付されこのとき須

恵器 2点が表採されている（註 3）。

　地形的には壱岐の北西部湯ノ本湾と母ケ浦に挟まれた、黒崎半島の先端部東側に突き出した岬の部

Ⅰ．唐船遺跡採集の子持勾玉
1．採集された地形

第 1 図　遺跡位置図（1/50,000）

1

1. 子持勾玉出土地　　2. 双六古墳

2
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分にあたる。北側は外海の荒波をまともに受けるが、南側は波静かな唐船湾に接している。岬の上は

松林で平坦面もあるので対馬の岬突端の遺跡状況と考え合わせれば、墓地や埋納遺跡があってもおか

しくはない。近くには第2次世界大戦時における黒崎砲台が設置された半島部は要塞地帯でも知られ、

その後は柱状節理の岩が作り出した猿岩で親しまれる観光地でもある。ただこのあたりには古墳の所

在は確認されておらず、わずかな平坦地はあるものの、ほとんど岩盤がむき出しになり冬になると季

節風がまともにあたる地形である。

　子持勾玉の石質は蛇紋岩で全体的に磨かれているが、自然の磨耗も受け下端部片面を欠損している。

色調は黒や黄緑色で斑模様を呈し光沢がある。親勾玉の部分は楕円形で背はやや尖り、頭端部は丸く

おさめられている。背には磨耗した子勾玉が 3個、腹部にはやや大きめの突起が 1個付き、その両側

面に同心円の刻みが1個ずつ見える。この部分は磨耗をうけているが、おそらくリボン状の突起であっ

たと思われ、2個の同心円が描かれた形跡がある。またこの突起の中央にも同心円が残る。両側面に

はほぼ対照的に 3個の小勾玉が配されるが、片面は 1個欠失している。さらに側面には 11 個両側面

には計 22 個の同心円刻みが施され、円の中心孔は深く抉られている。紐を通す孔は片面から穿たれ

た状況が観察される。

　同様の形状を持つ子持勾玉の類例のなかで、三輪山祭祀に関わると見られる奈良県桜井市芝遺跡（註

4）のものは両側面に同心円（竹管文）が 61 個刻まれている。そのほか愛知県渥美町美穂貝塚、富山

県高田遺跡などからの報告例がある。ところが、宗像『沖ノ島Ⅰ』本文（註 5）には本例と全く同じ

子持勾玉が片面だけ図示されている。出土地は「壱岐郡那賀村住吉住吉神社境内」とあるが、これは

1枚の便箋に子持勾玉についての特徴が数行書かれ、最後に「子持勾玉の出土例は県下にあまりなく

壱岐島においては住吉神社境内より 1個出土」のメモ書きが見られる。住吉神社といえば壱岐では旧

式内社で壱岐国一の宮として格式高い神社である。しかし、残念なことに地名だけの情報であり、今

回報告例のものが別物であるか詳細は不明である。

2．子持勾玉の形状

4.6cm

第 2 図　唐船遺跡出土子持勾玉実測図（2/3） 写真 1　唐船遺跡出土子持勾玉写真
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　国内で発見されている子持勾玉の石質はほとんどが滑石で占められている。しかし、この資料は蛇

紋岩製であるので島外から持ち込まれたものと考えられる。また、同じところから 2点の須恵器が採

集されているが、現在は不明であり、時期は判然としない。壱岐島の高塚古墳は現在確認されている

だけで約 280 基に達しているが、そのなかで最も古いのは大塚山古墳 1基だけで、5世紀の後半に比

定されている。そのほかの大半は 6世紀後半から 7世紀前半に構築された古墳である。

　子持勾玉の年代については、多くの研究者の形式分類と編年の研究が積み重ねられてきているが、

ここでは大平茂の編年に従えば、背部の突起が独立している「突起独立式」で勾玉本体の断面系が円

形から楕円形、扁平へと変化し、背部の突起も鰭を思わせる発達したものから徐々に退化し、頭尾両

端が尖っていることからすれば、A型子持勾玉 2類となり、5世紀後半の時期と考えられる。

3．時期

　子持勾玉の存在は 5世紀初めには存在していたことが知られているが、4世紀後葉に祖源を求める

考えもあり、滑石製模造品と同様に碧玉製品からの流れや影響と理解されている（註 6）。これらは

特別な石であり、古代人の精神生

活に深く根をおろしている。宝器

的、祭祀的なものから呪術的なも

のまで多岐にわたるが、本例の場

合は生活面から全く離れたところ

にあり、海に面した岬の先端部と

いうことを考慮すれば、航海の安

全や、豊漁を祈願して埋められた

という推論も出来るのではないだ

ろうか。

4．出土の背景

　双六古墳は壱岐島のほぼ中央部の勝本町立石東触

に位置し、周辺には国指定の鬼の窟古墳・兵瀬古墳・

笹塚古墳・掛木古墳・対馬塚古墳があり、そのほか

にも大小の古墳が集中する地域である。そのなかで

も双六古墳は全長 91m、後円部径 10m、高さ 10m、

石室は後円部西側に南西方向に開口する玄室・前室・

羨道からなる副室構造の横穴式石室で全長 11.04m、

主軸方向はN–124°Ｗで県内最大の国指定前方後円

墳である。

　すでに江戸時代には開口しており盗掘を受けてい

Ⅱ．双六古墳出土の子持勾玉
1．古墳の形状

写真 2　唐船遺跡遠景

第 3 図　双六古墳実測図（註 7 より）
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　子持勾玉は石室内からの出土でガラス製や滑石製・琥珀製などの玉類と一緒に出土している。

　扁平な滑石を加工したもので一部剥落した部分もあるが、尾部が若干欠失しているのみでほぼ完形

とみてよい。最大長 8.6cm、最大幅 3.6cm、厚さ 0.7cm、孔径 0.1cm、重さ 37.6g である。胴部の湾曲

は弱く、腹部にはリボン状の突起を中央に配し、背部は 5つの突起が弱く連続した「突起連接式」で

大平分類のB型子持勾玉2類にあたる。なお、表裏は丁寧に磨かれており、研磨痕が明瞭に残る（註7）。

　壱岐では、6世紀後半（第 3四半期）に入ると前室・玄室からなる 2室構造の横穴式石室が出現し、

対馬塚や双六古墳に代表される大型の前方後円墳が築造されるが、その後は笹塚古墳などの大型円墳

が 6世紀末（第 4四半期）に築かれる。しかし、大方の古墳は 7世紀後半まで追葬、墓前祭祀が継続

され双六古墳も例外ではない。子持勾玉の変遷の特徴が 6世紀代から板状の断面長方形から扁平な形

へと移行することと、背部の突起が長い波長から短い山形になり、その配置も限られた範囲になって

くることなどを勘案すると、6世紀後半から 7世紀後半まで類例が認められるので、本例もその間に

当てはまると考えられる。

　双六古噴出土の子持勾玉は、被葬者を追悼する副葬品としての性格を有していたものと思われる。

2．子持勾玉の形状

3．子持勾玉の時期

るが、発掘調査は旧勝本町時代の平成８年保存整備目的のための調査を皮切りに数回の調査が実施さ

れ、朝鮮半島系の統一新羅土器や中国隋代の二彩陶器、馬具類、刀類、装身具類や国内の須恵器など

貴重な出土品があり、4町合併後の壱岐市となった平成 20 年、本資料も含めて国の重要文化財の指

定を受けている。

第 4 図　双六古墳出土子持勾玉実測図（2/3）（註 7 より） 写真 3　双六古墳勾玉
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　子持勾玉は全国的な出土例から古墳時代の中でも 5世紀から 7世紀頃までに限られるようであり、

しかも祭祀的な要素をもっている。特定の地域に偏っているということでもないが、出土地点からは

山の祭祀と海の祭祀のすみわけも考えられる。沖ノ島出土の子持勾玉はその最たるもので、そのこと

からすると壱岐出土のものは海の祭祀に関わると考えてよい。対馬には出土例は報告されていないが、

朝鮮半島では母子曲玉と称され韓国嶺南や湖南など南部地域からの類例がある。そう多くは無いが古

くから知られているものに忠清南道扶餘郡守里出土や全羅南道順天市松光面月山里の滑石製母子曲玉

があり、出土地不詳の同心円を刻んだものも含めて 7例の出土がある（註 8）。時期的には 5世紀代

にあたり、伽倻や百済との対外交渉の盛んな時期でもあり、倭人によって運ばれた可能性が高い。（註

9）

　壱岐における子持勾玉の存在も、九州本土部との交流の結果もたらされたものであるといえよう。

それから出土地が沖ノ島報告書には住吉神社と記載されている点については、報告書の刊行が昭和

54 年であり、旧郷土館の受け入れ日は昭和 51 年であることから、唐船遺跡で発見されたほうが早く、

信憑性が高いと思われる。

おわりに

【　註　】
註 1　			代表的なものを挙げれば佐田茂 1975「九州の祭祀遺跡」『九州考古学の諸問題』福岡考古学研究会編・大平茂 1989「子

持勾玉年代考」『古文化談叢第 21 集』九州古文化研究会などがある。

註 2　			長崎県教育委員会 1994『長崎県遺跡地図』−壱岐地区−長崎県文化財報告書第 112 集

註 3　			註 2 の遺跡地図作成のための遺跡台帳に基づく。

註 4　			桜井市教育委員会 1987『桜井市芝	芝遺跡大三輪中学校改築にともなう発掘調査報告書』

註 5　			佐田茂 1979「滑石祭祀品」『宗像	沖ノ島』第 3次沖ノ島学術調査隊　代表岡崎敬

註 6　			大平茂 1989「子持勾玉年代考」『古文化談叢第 21 集』九州古文化研究会

註 7　			田中聡一 2006『双六古墳』壱岐市文化財調査報告書第７集

註 8　			韓国民俗文化大百科事典

註 9　			柳田康雄 1988 韓国帰国報告「朝鮮半島における日本系遺物」『国際シンポジウム九州における古墳文化と朝鮮半島』

九州歴史資料館
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　壱岐には多くの城跡があり、また良好な遺構の残る城跡も少なくない。個人的な興味で山城の縄張

り調査を行っているが、今回は中世の壱岐を支配した松浦党（松浦五氏）【註 1】のうち志佐氏の城跡

をとりあげ、検討してみたい【註 2】【註 3】。なお、今回取り上げる城跡は壱岐島内のみならず、佐世

保市や松浦市に所在する城跡も含まれることを予め断っておく。

　また将来的には、松浦党の各氏族が居城とした城郭遺構から、中世の松浦党の性格を検証できない

かと考えている。

　志佐氏は他の松浦党と同じく、その祖を嵯峨天皇の後裔という嵯峨源氏としている。すなわち『松

浦家世伝』では平安末の 1069（延久元）年に渡辺綱の嫡子である源久が、宇野御厨検校として肥前

国松浦郡今福に下向、土着し、松浦氏の祖となったというものである。一方『小右記』では、1019（寛

仁 3）年の「刀伊の入寇」に際して前肥前介源知が奮闘したとされる。この源氏姓で、かつ松浦党に

よく見られる一字名のりである知が松浦氏の祖ともいわれるが、松浦氏の出自については判然としな

いのが実情である。

　以下、志佐氏の盛衰を簡略に記す。志佐氏の興りは源久の孫にあたる清の二男、貞とされ、貞は清

から「志佐、五島之東及び西島、並壱岐他」を相続している。貞の子である糺（継とも）、孫の祝は

ともに元寇に際しては出陣して活躍している。祝の子である有は鎌倉時代末から南北朝期に活躍した

が、有の子である定とともに 1359（延文 4）年の筑後川の戦いで少弐頼尚の軍勢として菊池武光と戦

い、討ち死にしたとされる。定の子である調は松浦党の一揆契諾に参加したことで知られる。定の子

である重は朝鮮との通交を行った人物で「一岐州志佐源朝臣重」と称しており、志佐氏による壱岐の

知行が認められる。重の子である義は、「一岐州太守源義」と称して朝鮮との通交を都合 90 回も行い、

壱岐には代官の真弓氏を「唯多只郷」に置いて知行した。その後、戦国時代に入り、純勝は平戸松浦

氏の内紛に介入するが、逆に大内氏（直接には大村・龍造寺氏）の介入を招き、五島に逃れたのちに

家臣に背かれ自害している。ここに貞の血統は途絶え、替わりに田平城主であった峯昌が名を純本（ま

たは純元）と改めて志佐に入っている。純元の二男である純次が志佐氏を継承したが、長男の松浦興

信（平戸松浦氏の婿）と三男の深江純忠（江迎領主）に志佐を追われ、家督を嫡男の純正に譲ってい

る。純元の嫡男である純量は、叔父（純正の弟）の純元（純意とも）と抗争したが敗れ、逃れた高来

郡で討ち取られている。その後、純元（純意とも）から純高、純昌と家督が移るが、純高は豊臣秀吉

の命による朝鮮出兵で討ち死にしている。純高の子に重忠（信昌とも）がいるが、彼は松浦氏の国家

老となっている。

　このように志佐氏は、中世を松浦党として活動し、壱岐の「松浦五氏」で最も勢力があったものの、

やがては激動の戦国時代の中で淘汰され、平戸松浦氏に吸収されていく。【外山 1990、吉井町 1991】

長崎県埋蔵文化財センター
研究紀要　第 3号
2013 年 3 月

松浦党城郭雑感～志佐氏の城跡～

1．はじめに

2．志佐氏について

林　　隆広
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　佐世保市吉井町の内裏山に位置する城跡で、志佐氏の居城として知られ、県史跡に指定されてい

る。県内の中世山城では珍しく、発掘調査が行われている城跡でもある。自然地形を利用した縄張り

で、不定形の曲輪〔Ⅰ〕の中央に櫓台〔YG-1〕があり、また東側にも櫓台らしき高まり〔YG-2〕が

ある。櫓台〔YG-1〕の西側にも曲輪〔Ⅱ〕があり、曲輪〔Ⅰ〕より一段低い。曲輪〔Ⅰ〕と曲輪〔Ⅱ〕

は空間的、機能的に差別化（機能分化）されている印象を受ける。曲輪南側の谷部に動線があり、こ

れが大手口と思われる。この大手口は四重の土塁〔DR1 ～ 4〕（結果、三重の空堀が形成される）と、

石積を伴い直角に折れる平入小口〔DI-1〕で遮断される。西側が搦手口となり、曲輪〔Ⅱ〕へ細い尾

根上を経由して入る。途中、露頭岩の断崖を削った通路を通り、遮断のために設けられたとされる削

平面が見られる。内裏山の西側に続く山稜との間に明瞭な堀切は確認されないが、あるいは内裏山の

西側を福井洞穴から善潤寺へ抜ける市道はその名残かもしれない。

　曲輪〔Ⅰ〕の東側縁辺は露頭岩の断崖であり、四重の土塁で遮断する大手口、さらにその大手口の

動線へ曲輪〔Ⅰ〕および大手口を挟んで南側尾根上につくられた曲輪〔Ⅲ〕より強力な側面攻撃（側

射）が可能な構造は、天然の要害と評価できる。しかし曲輪の差別化（機能分化）があまり明瞭でな

く（ただし標高差および動線上の位置関係から、曲輪〔Ⅰ〕が曲輪〔Ⅱ〕よりもより上位に位置する

と思われるが）、出入口【註 4】も単純な構造である点は、松浦地方の有力国人であった志佐氏におけ

る領主権力の未熟さを、他の松浦党同様に伺わせる。

　発掘調査が 1989（平成元）年から 1990（平成 2）年に吉井町教育委員会により実施され、多くの

遺物が曲輪〔Ⅰ〕および曲輪〔Ⅱ〕の、いわゆる主郭と判断される区域から出土している。しかも曲

輪〔Ⅰ〕よりも曲輪〔Ⅱ〕に青花（中国製染付）が多く出土するという現象から、報告書では曲輪〔Ⅱ〕

に上流武士が、曲輪〔Ⅰ〕に身分の低い武士が集結していたのではないかと推測している。また最も

古い出土資料は 11 世紀中頃から 12 世紀初頭（白磁碗Ⅰ類）の年代観が与えられている。これが直谷

城の築城時期とすれば、源久が宇野御厨検校として肥前国松浦郡今福に下向した時期と符合するが、

遺物の出土量は極めて僅かであり、慎重な検討が求められる。出土量が増加するのは 15 世紀後半か

ら 16 世紀前半、および 16 世紀後半の年代観が与えられる時期で、明応年間（1492 ～ 1501）の大村・

龍造寺家攻撃による落城や 1513（永正 10）年の平戸松浦家（松浦興信）との戦い、また 1581（天正 9）

年の平戸松浦家（松浦隆信）による攻撃と符合する。また 17 世紀以降の年代観が与えられる資料が

出土しないため、志佐重忠の時代に亀岡城（平戸城とも）下へ移住したと推定される【吉井町 1991】。

3．志佐氏の城跡
（1）直谷城【図 1】

　松浦市志佐町に位置する城跡で、現在は寿昌寺境内となっている。志佐川が形成した河岸段丘を利

用して曲輪〔Ⅰ〕がつくられ、その北側には土塁〔DR〕が残る。曲輪の西側から北東側は急峻な切

岸だが、南東から南側にかけては緩やかな傾斜となる。空堀〔HR〕は一部に痕跡を残すのみであるが、

堀切状に東西を貫通していたと思われる。曲輪の南側は現在、宅地や田畑となっている。かつては城

域であった可能性があるが、現況では判断が難しい。

（2）陣ノ内城【図 2】
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　壱岐市芦辺町に位置する城跡で、現在は市史跡に指定されている。直谷城跡同様、発掘調査が行わ

れており、貴重な成果が得られている。『壱岐名勝図誌』（以下、『図誌』）には、平治から寿永年間に

長田壱岐守平忠政・忠到親子が居城し、その後は志佐氏が壱岐を知行するために置いた代官である真

弓氏の拠った城館であると推定している。志佐氏については、特に『海東諸国記』に記された「一岐

守護代官真弓兵部少輔源武」を引用しており、この「源武」は「唯多只郷（湯岳郷）」を主り、1468（応

仁 2）年に図書を受けて歳遣一、二船を約されたとある。さらにはこの城を舞台に 1472（文明 4）年

におこった肥前州上松浦（岸岳城主）の波多下野守泰と松浦五氏による合戦を記している。

　幡鉾川が形成する深江田原平野の奥（西側）に位置する楕円形の丘陵を利用して曲輪〔Ⅰ〕がつく

られ、縁辺の切岸は急峻である。東側および西側に土塁状の高まりが見られるが、これは曲輪が畑地

として利用されていた近年の耕作土の土留めであることが発掘調査成果から推測される。曲輪の北側

に櫓台状の高まり〔YG〕があるが、平坦ではない。曲輪南側に出入口〔DI〕があるが、これがかつ

ての出入口なのか、曲輪が畑地として利用された近年につくられたかは不明である。曲輪〔Ⅰ〕の周

囲に堀が巡ることが発掘調査で判明している。1996（平成 8）年の長崎県教育委員会による発掘では

曲輪〔Ⅰ〕の周囲を巡ると想定される〔HR-1〕が確認され、さらには曲輪〔Ⅰ〕の東側に曲輪〔Ⅱ〕

を形成するような堀〔HR-2〕が確認されている【長崎県 1997】。2005（平成 17）年の壱岐市教育委員

会による発掘調査では曲輪東で〔HR-3〕および北側で〔HR-4〕が確認されている。〔HR-4〕は北側

の立ち上がりが確認されていないので、かなり幅のある堀が想像される【壱岐市 2006】。自然地形を

利用した円形（または楕円形）の単郭で周囲に空堀を有するあり方は、壱岐の松浦党城郭に特徴的な

構造であるが、曲輪〔Ⅱ〕がどのような機能をもつのか興味深いところである。

　この他、1996（平成 8）年の発掘調査では堀〔HR-2〕など主に低地部で確認された遺構から遺物が

出土しており、報告書では貿易陶磁器を中心に遺構の年代観が示されている。最も古い年代観を与え

られる出土資料として 11 世紀後半から 12 世紀前半の白磁が出土しているが、これは平治・寿永年間

の長田忠政・忠到親子が居城としたとする『図誌』の記述に符合する。しかし直谷城跡同様に出土量

が少なく、慎重な検討が必要であると思われる。遺物の出土量が増えるのは 14 世紀から 15 世紀中頃

にかけてであり、また焼土も確認されている。これは前述の波多泰による壱岐侵攻および松浦五氏の

籠城と敗北に符合する。

（3）覩城【図 3】

　『図誌』「真弓山」の項に、応永年間（1394 ～ 1427）に志佐壱岐守源義の代官であった兵部少輔源

武の城と推測されている。しかし源武（『李朝実録』では一岐州守護代官真弓兵部少輔源武）が朝鮮

と通交したのは 1470（文明 2）年から 1494（明応 3）年の計 23 回であり、時期が合わない。

　壱岐市石田町、畑鉾川の支流である池田川の上流に位置する標高約 74mの丘陵が真弓氏館の比定

地とされ、現在は日子神社が山頂に鎮座する。急峻な丘陵ではあるが、城郭に関係する明確な遺構を

確認することができない。日子神社から北東へ 350mほど離れた民家に古井戸があり、その周辺に宝

篋印塔が見受けられる。あるいはこの周辺が真弓氏館の跡地かとも想像できるが、民家背後の丘陵は

段々畑で、特に遺構は見受けられない。そのため、現在は真弓氏館の比定地は判然としない。

（4）真弓氏館
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　『図誌』には「東西二百三十間余（414m）、南北三百八十四間（691m）�頂上子隍あり。文明（1469

～ 1486）年間中落城して、波多家に帰すといへとも、誰人の居城といふ事詳ならす」とあり、『壹岐

國續風土記』には「誰人の居城たる事を知らず。但志佐氏ならん」とある。

　畑鉾川の上流に位置する標高 57mほどの丘陵で、丘陵の北側は貯水池造成の際に削り取られてい

る。丘陵の頂上に曲輪〔Ⅰ〕と曲輪〔Ⅱ〕が見られる。曲輪〔Ⅰ〕は北東側を貯水池造成で削り取ら

れている。北側塁線は弧を描き、空堀〔HR-1〕と推測される凹みが見られるが、南西側の延長部が

不明瞭となる。また一部に土塁らしき高まり〔DR-1〕が見られる。曲輪の南側は平坦化が甘く、植

林時の造成なのか、２面の段差が見られる。曲輪〔Ⅰ〕の東側は緩やかな傾斜が続くが、特に遮断す

るものはなく、自然地形のままである。曲輪〔Ⅱ〕は楕円形を呈し、曲輪の西側へ緩やかに傾斜する。

北面に土塁（一部に礫を積み上げている）〔DR-2〕が見られるが、開墾時に自然礫を傍へ積み上げた

ようにも見える。曲輪〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕ともに曲輪の平坦化が甘く、また空堀や土塁など遮断する遺構も

明瞭でないため、これが本当に城跡なのか判然としない印象を受ける。

　以上、志佐氏の城跡を縄張り構造から概観した。曲輪の形状などから、陣ノ内城、覩城はいわゆる

「松浦型プラン」【木島 1992】と呼ばれる城郭のあり方であることが分かる。直谷城は曲輪構成が他の

城郭と異なるものの、主郭と副郭の区別は曖昧であり、やはり「松浦型プラン」の範疇に捉えられる

といえる。浅井城は城郭か否かの検討が必要と思われる。

（5）浅井城【図 4】

【　註　】

【　参考文献　】※五十音順、なお行政機関が発行した埋蔵文化財発掘調査報告書は発行機関で明示している

１）			中世の壱岐における松浦五氏とは志佐、佐志、鴨打、塩津留、呼子の五氏族をいう。

２）			遺構略号として曲輪をローマ数字で（曲輪群の場合はさらに丸数字で平坦面を細分化する）、石垣を IG、石塁を SR、石

積 ID、土塁を DR、切岸を KG、堀・濠を HR、横矢枡形（横矢掛り）・櫓台（櫓台状の高まりを含む）・塁線の折れを

YG、出入口をDI と表記し、複数ある場合は任意で番号を付与する。

３）			使用する縄張り図は執筆者が測量および製図したものである。

４）			千田（2000）に従い、小口（虎口）を「枡形小口」など伝統的な用語になっている場合を除いて「出入口」と呼ぶことにする。

木島孝之 1992「九州における織豊期城郭—縄張り構造にみる豊臣氏九州経営—」『中世城郭研究』中世城郭研究会

瀬野精一郎 1996『松浦党関係史料　第一』続群書類従完成会

瀬野精一郎 2010『松浦党研究とその軌跡』青史出版

千田嘉博 2000『織豊系城郭の形成』東京大学出版会

外山幹夫 1980『日本城郭体系　第 17 巻　佐賀・長崎』新人物往来社

外山幹夫 1990『松浦党のすがた』松浦市

壱岐市教育委員会 2006『覩城跡・車出遺跡』（壱岐市文化財調査報告書 8）

吉井町教育委員会 1991『直谷城跡』（吉井町文化財調査報告書 1）

長崎県教育委員会 1997『覩城跡』（原の辻遺跡調査事務所調査報告書 3）
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　長崎県内には約 500 か所の城跡（館跡、伝承地や推定地も含む）があるが、これらは平成 17 年か

ら 22 年にかけて長崎県教育委員会によって分布調査が実施されている【長崎県 2010・2011】。この分

布調査では、城郭遺構の残存が良好な城郭を中心に詳細な縄張り図が測量され、今後の城郭研究にお

ける基礎資料となった。今回、この分布調査によって得られた成果をもとに、長崎県内城郭における

横矢（横矢掛りとも、以下「横矢」）について概観し、特に古田城（諫早市高来町）、生池城（壱岐市

勝本町）について検討を深めたい。この両城はともに横矢の特徴的な城であるが、その形成される背

景が後述の通り判然としない城郭である。

　横矢とは、籠城兵が攻城兵を正面のみならず側面からも攻撃（射撃）することである。また、その

ために必要な縄張り上の構造を意味し、堀（濠）や土塁、石垣や切岸など城郭の塁線を曲げることで

側射面（あるいは点）を作り出すことである。江戸時代の軍学（山鹿流）では、この横矢を塁線の折

れ方や張り出し（突出部）の形状から「出隅」「入隅」「雁行」「合横矢」「横矢枡形」「横矢隅落」「屏

風折」「横矢邪」などに分類している。このうち「横矢枡形」は、城郭の出入口【註 1】と連携して機

能することが多い。出入口は土塁や石垣が途切れ、また堀がある場合は渡行のための木橋や土橋が架

かるため、必然的に攻城兵の攻撃目標となりやすい。逆に籠城兵にとっては防御上、弱点になる地点

である。そこで出入口に「横矢枡形」を備えることで、弱点となる出入口の防御を高めることができ

る。近世城郭では、この出入口に「横矢枡形」を備える（多くの場合、「内枡形小口」と連携し、城

内から見て左側に備える「左袖」と呼ばれる形態）場合が多く見られる。

　この横矢が、単なる城郭の塁線に見られる “折れ ” を指すのか、上記「左袖」のように出入口と連

携する場合を特に横矢とするのか、その定義は定まっていない。しかし、横矢が側射面（点）である

以上、単に城郭の塁線が折れるだけでは意味をなさない。横矢から効果的な側射面（点）が得られる

か、それが籠城戦術上、意味があるのかを検討する必要がある【髙田 2010】。また、横矢の形成が自

然地形に影響されたものなのか、あるいは普請（土木工事）によって人為的に形成されたものである

かも注視しなければならない。このように横矢は、単に縄張り測量図上で、城郭の塁線に認められる

折れや張り出し（突出）を平面的（二次元的）に判断するのではなく、立体的（三次元的）に評価し

て認定する必要がある。

　さらには、ある城郭に認められる横矢が、どのような背景をもとに生み出されたのかという視点に

ついて言及したい。横矢という側射効果を狙った構造自体は、弥生時代の遺跡である吉野ヶ里遺跡の

環濠に半円形の突出部があることから、古来よりその効果を利用していたこと伺える【佐賀県 1992】。

一方で、籠城戦術上極めて有効な防御施設である横矢が、全国の中世城郭調査報告を概観するに、必
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ずしも利用されていない印象を受ける。関東および甲信越では中世の古い段階から利用されるとの指

摘もあるが、その他の地域では類例が少ない【髙田・松岡・石川・中西裕・中西義 2010】。これが 16 世

紀後半に入ると、織豊系城郭における出入口や石垣の発達とともに横矢の事例も増え、城郭の塁線上

に防御技術（パーツ）として一般化していく傾向にある【千田 2000】。そのため、ある城郭に認めら

れる横矢が、たまたま自然地形の影響を背景に単発的に生み出されたものか、はたまた織豊系城郭の

影響を受けて生み出されたのかは、その城郭の築城から改修、および破城（廃城）に至る経緯に新し

い解釈をもたらし、さらにはその城郭を含む地域史（往時の在地権力および経済構造）を分析する史

料とすることができる【村田 1979】。特に九州が「地域内抗争から発達した在地系の縄張り技術を駆

使した戦国大名・有力国衆と、全国政権に台頭する過程で急速に発達した織豊系縄張り技術を駆使し

た織豊政権の違いが明確に現れた地域」【中西義 2010】であれば、横矢という視点から改めて城郭の

検討を行うことは有意義な方法と思われる。

　表 1は、長崎県内（肥前国西部および壱岐国、対馬国）で横矢および枡形小口、石垣という織豊系

城郭の防御技術（パーツ）を有する城郭を抽出したものである。当然のことではあるが、近世大名に

成長した松浦氏（日之嶽城→亀岡城）、大村氏（玖島城）、有馬氏（原城・日野江城）、宗氏（金石城）、

五島氏（石田城）、松倉氏（森岳城）の居城はことごとく近世以降の改修を受けており、横矢や枡形

小口、高石垣の防御技術を駆使した縄張りとなっている。そのため現在、地表面観察で確認できる城

郭遺構は、最終段階の縄張りを示していることを認識する必要がある。以下、各城郭を概観する。な

お本論では、遺構略号として曲輪をローマ数字で（曲輪群の場合はさらに丸数字で平坦面を細分化す

る）、石垣を IG、石塁を SR、石積 ID、土塁をDR、切岸をKG、堀・濠をHR、横矢枡形（横矢掛り）・

櫓台（櫓台状の高まりを含む）・塁線の折れをYG、出入口をDI と表記し、複数ある場合は任意で番

号を付与する。また用いる縄張図は【長崎県 2011】から引用している。

3．長崎県内における横矢について

①亀岡城（松浦氏：本城）【図 1】

　1613（慶長 18）年の火災で焼失した日之嶽城の跡地に築城され、1707（宝永 4）年に完成した。日

之嶽城の遺構を現況から判断することは困難であるが、基本的には日之嶽城の縄張りを継承している

と思われる。亀岡城の中心は本丸である曲輪〔Ⅰ〕および二ノ丸である曲輪〔Ⅱ〕から構成されてお

り、石垣を使用した塁線の遮断が南側から東側を中心に構築されている。出入口は曲輪〔Ⅰ〕に１か所、

曲輪〔Ⅱ〕に４か所（大手門：DI-1、方啓門：DI-2、安寿門：DI-3、北虎口門：DI-4）設けられ、い

ずれも枡形小口である。曲輪〔Ⅰ〕および曲輪〔Ⅱ〕の塁線には横矢（横矢枡形および櫓台）が多用

されている。城の位置する亀岡山は南西へ尾根が延びるが、ここには堀切〔HR-1〕が設けられ、か

つ石垣の枡形小口（一の大手門）〔DI-5〕が備えられる。織豊系城郭の防御技術が随所に用いられて

いる城郭である一方、広い曲輪〔Ⅱ〕をさらに機能分化することなく単郭として使用しており、曲輪

の構成としては「松浦型プラン」【註 2】といえ、松浦氏が独自の縄張りに織豊系城郭の防御技術を部

分的に導入したものと評価できる【木島 2001】。
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②玖島城（大村氏：本城）【図 5】

　1598（慶長 3）年に大村湾に突き出た岬（玖島）に築城された。それまでの大村氏の居城は内陸の

三城城であった。1614（慶長 19）年に大改修されており、現在の縄張りはその際に定められたもの

と思われる。曲輪〔Ⅰ〕が主郭となり塁線は高石垣で遮断している。出入口が３か所あり、北側が平

入小口の裏門〔DI-1〕、西側が内枡形小口の虎口門〔DI-2〕、南が外枡形小口の台所口門〔DI-3〕である。

塁線の随所に横矢が掛けられ、横矢枡形（櫓）〔YG-1、2〕も備える。曲輪〔Ⅱ〕は南側の枡形門〔DI-4〕

および大手口門〔DI-5〕から台所口門に到る動線上に位置し、かつては仕切り塀があったことが『城

郭全図（大村縣）（幕末）』、および『肥前国大村玖島城図（年代不明）』から見て取れる。曲輪〔Ⅲ〕

は曲輪〔Ⅱ〕よりもやや標高が低く、塁線に土塁を用いている。曲輪〔Ⅳ〕は曲輪〔Ⅱ〕とほぼ同

じ標高で、現在は両曲輪に機能差を見出せないが、前述の『城郭全図（大村縣）』では異なる空間と

して認識されていることが分かる。堀〔HR-1〕は曲輪〔Ⅴ〕から曲輪〔Ⅳ〕へ渡る土橋からの動線

を制約する働きをもっており、勝龍寺城（大阪府）本丸内の堀によく似ている。堀〔HR-2〕は巨大

な空堀で途中に折れがあり、曲輪〔Ⅳ〕には横矢を効かせるように櫓台らしき地形の高まり〔YG-3〕

が削り出されている。また堀の周囲には土塁が巡らされる。この堀〔HR-2〕は、曲輪〔Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ〕

の曲輪群と、曲輪〔Ⅴ〕とを大きく隔絶するもので、あたかも両者を並立させるように存在する。ま

た堀〔HR-2〕を境に、曲輪〔Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ〕と曲輪〔Ⅴ〕とでは防御技術に大きな違いが見られる。

すなわち、曲輪〔Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ〕には随所に織豊系城郭の防御技術が用いられているのに対して、

曲輪〔Ⅴ〕は中世然とした技巧性に乏しい縄張りと評価でき、前述の松浦氏と同様、独自の縄張りに

織豊系城郭の防御技術を移植したことが伺える。

③原城（有馬氏：本城）【図 7】

　有馬貴純の時代、1492（明応元）年に築城されたといわれるが、有馬氏の居城は日野江城であった

ので、おそらくは交易に適した入り江である口之津を押さえる支城として築城されたと推測される。

1599（慶長 4）年から有馬晴信によって居城の移転が進められ、改修を受けている。1614（慶長 19）

年に有馬氏が延岡（日向国）へ転封されると替わりに松倉重政が入封するが、松倉氏は居城を森岳城

に定めたため、その後の改修については不明な点が多い。1637（寛永 14）年におこった島原の乱では、

農民一揆勢力によって籠城の拠点となるが、翌 1638（寛永 15）年 2月 28 日に幕府勢力の攻撃で落城

し、徹底的な破却を受けている。曲輪〔Ⅰ〕が主郭となり、塁線は高石垣で遮断され、出入口が現状

では２か所確認される【註 3】。出入口〔DI-1〕は枡形小口を四重に重ねて六折れを生み出す極めて技

巧的な構造である。出入口〔DI-2〕は平入小口であるが、出入口〔DI-2〕に到るまでの動線（武者走り）

は屈曲するため曲輪〔Ⅰ〕内より横矢〔YG-1〕が掛かる。また西側塁線には横矢枡形（櫓台）〔YG-2〕

が大きく張り出す。このように織豊系城郭の防御技術を随所に用いた技巧的な縄張りは、有馬晴信に

よる改修期に生み出されたものと推定される。一方、曲輪〔Ⅱ〕から曲輪〔Ⅵ〕には石垣による塁線

の遮断はなく、曲輪〔Ⅵ〕の一部に土塁が確認されるのみである【註 4】。また、それぞれの曲輪が独

立して機能する群郭の様相を示し、「南九州型プラン」【村田 1987】に類似する。堀〔HR-1〕は曲輪〔Ⅰ、

Ⅱ〕と曲輪〔Ⅲ〕を隔絶し、主郭部以外の曲輪群の独立性を象徴するかのようである。
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④日野江城（有馬氏：本城）【図 12】

　有馬氏の居城として早くから機能していたが、築城時期は定かではない。1599（慶長 4）年から始

まった原城の大改修以降は、居城としての機能を減じていたと思われる【註 5】。有馬氏の延岡（日向国）

転封の後、替わりに入封した松倉氏は当初は日野江城に居城を構えたが、後に島原の浜の城、さらに

は森岳城に居城を移した。曲輪群〔Ⅰ〕は三段の平坦面で構成される。①はもっとも標高が高く、物

見台のような地形の高まりを伴う。②と①はスロープ状の動線で連絡するが平入小口である。②、③

ともに明確な出入口は確認できない。曲輪の塁線は自然地形のままで、石垣や土塁は確認できない。②、

③には石積みが見られるが、これは農地開墾に伴う近年のものと判断される。曲輪群〔Ⅱ〕は曲輪群

〔Ⅰ〕の西側へ延びる傾斜地に形成される。ここは 2005（平成 17）年から発掘調査が実施され、排水

溝をもつ幅 4～ 7mの石段が約 38mの長さに渡って築かれていることが確認されている。また、内

枡形小口の痕跡と推測される石列や、切り石のような平滑な石材を用いた石垣も確認されている。【南

島原市 2011】これらは在地系の技術ではなく、織豊系城郭の影響を受けたものと推測されるが、城全

体から受ける印象は、自然地形をさほど改変せずに削平面と切岸とで城郭を構成する中世然としたも

ので、慎重な判断が求められるのではないかと思われる。しかしながら豊臣政権下で大名と承認され

た者に許可されたという金箔瓦（鳥衾）が出土していることから、やはり織豊系城郭の防御技術が使

用されていることを想定すべきかもしれない。

⑤金石城（宗氏：本城）【図 5】

　宗氏の居城として宗義智によって改修されたとされる。それまでは金石屋形と呼ばれていたようで

ある。1678（延宝 6）年に桟原城（桟原屋形とも）が完成するまで宗氏の居城として機能した。金石

川を外濠とし、北側の清水山を背後にした縄張りである。基本的には館であるが、塁線には石垣を

使用し、出入口も内枡形小口と左袖横矢の櫓門〔DI-1〕、内枡形小口の搦手門〔DI-2〕を備えるなど、

織豊系城郭の技術を駆使している。

⑥石田城（五島氏：本城）【図 10】

　1849（嘉永 2）年に築城の許可が幕府より下り、1863（文久 3）年に完成した日本で最も新しく築

城された近世城郭である。曲輪〔Ⅰ〕は方形を呈した高石垣と堀〔HR-1〕で曲輪〔Ⅱ〕、曲輪〔Ⅲ〕

とを遮断している。隅に櫓台（石火矢台場）が設けられ、南東に内枡形小口の大手門〔DI-1〕が確認

される。曲輪〔Ⅱ〕は本来２つの曲輪に分かれていたことが『肥前國松浦郡五島福江城絵図画』から

読み取れる。また現在は平入小口に見える裏門〔DI-2〕も内枡形小口であることが分かる。曲輪〔Ⅱ〕

の南東には隅櫓〔YG-1〕および折屏風〔YG-2〕を設けて東側から南東側にかけての塁線に横矢を効

かせている。曲輪〔Ⅲ〕には出入口が２か所確認され、表門〔DI-3〕は内枡形小口、池田町門〔DI-4〕

は平入小口である。北西側に櫓台〔YG-3〕、西北側の塁線に折屏風〔YG-4〕を入れている。曲輪〔Ⅳ〕

の出入口は平入小口〔DI-5〕で、北側塁線は出隅〔YG-5〕となる。曲輪〔Ⅴ〕は渡門〔DI-6〕が内枡

形小口である。このように随所に枡形小口や横矢を備える構造である。
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⑦森岳城（松倉氏：本城）【図 3】

　有馬氏の転封に伴い、1616（元和 2）年に大和国五条より入封した松倉重政によって築城された。

松倉氏による過酷な農民支配の結果、島原の乱が起こるが、その際に農民一揆勢力による攻撃を受け

ている。乱後に松倉氏が改易されると、高力氏、戸田氏を経て松平氏へ城主が移り変わる。

　縄張りは近世徳川期を代表する並郭式城郭で、本丸である曲輪〔Ⅰ〕と二ノ丸である曲輪〔Ⅱ〕が

並立し、その周囲には濠が巡る。曲輪〔Ⅱ〕の北側には三ノ丸（御殿）が構える。曲輪〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕

および三ノ丸の周囲には武家屋敷が区画され、さらにその周囲は石塁による外郭線が形成された。『島

原藩士屋敷図』によれば、横矢枡形や折れなど随所に横矢が掛けられている。曲輪〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕はと

もに塁線を高石垣で遮断し、随所に横矢を掛ける。曲輪〔Ⅰ〕の南側および東側には帯曲輪が２段設

けられ、都合３段の射撃面を設定できる。鉄砲狭間から濠の対岸まで 50m程度の距離に収まり、特

に鉄砲射撃を意識した構造である。曲輪〔Ⅰ〕と曲輪〔Ⅱ〕とは土橋で連絡され、曲輪〔Ⅰ〕の土橋

を受ける出入口〔DI-1〕は内枡形小口である。

　また豊臣秀吉による朝鮮出兵の際に兵站中継基地として整備された清水山城や勝本城も、明らかに

織豊系城郭との関係が濃密な城郭と判断することができる。

⑧清水山城（豊臣氏：朝鮮出兵）【図 11】

　1591（天正 19）年、豊臣秀吉が朝鮮出兵に際して毛利高政に命じて築かせた山城である。清水山

の山頂から南側の尾根筋に曲輪が形成され、随所に石垣および石塁で塁線を遮断している。曲輪〔Ⅰ〕

は楕円形で、曲輪〔Ⅰ〕は岩盤が露頭している。出入口は曲輪〔Ⅱ〕からの動線上に平入小口〔DI-1、

2〕が２つ開く。ただし直線上に配置されず、食い違いに置かれるため変則的な内枡形小口の効果を

生み出す。曲輪〔Ⅱ〕は長方形で、出入口は曲輪〔Ⅰ〕と連絡する平入小口〔DI-3〕、および曲輪〔Ⅲ〕

と連絡する内枡形小口〔DI-4〕である。曲輪〔Ⅱ〕から曲輪〔Ⅲ〕までは緩やかな傾斜の続く尾根の

鞍部で、石塁や石垣で塁線を遮断している。また曲輪〔Ⅲ〕を含めて数か所の塁線の折れや、横矢枡

形状に突出する石垣も見られる。曲輪〔Ⅲ〕の南斜面に竪堀〔HR-1〕が１条掘られる。現在は宅地

造成で途切れているが、近世の絵図では「登十九間（約 71m）」と記され、金石城の外郭につながっ

ていたとされる。

⑨勝本城（豊臣氏：朝鮮出兵）【図 4】

　清水山城と同様、朝鮮出兵の際に築城された。1591（天正 19）年に豊臣秀吉の命を受けた松浦鎮

信が中心となり、これに有馬晴信、大村喜前、五島純玄が協力している。その後、豊臣秀長（秀吉の

弟）の家臣である本多因幡守正武が城代となり、1598（慶長 3）年まで在城したとされる。江戸期に

は破城となった。曲輪〔Ⅰ〕は楕円形を呈する。現在、曲輪〔Ⅰ〕の周囲には車道が舗装されているが、

かつては帯曲輪だったことが『武末城図（松浦家文庫）』、『壱岐名勝図誌』などから読み取れる。同

様に絵図では曲輪〔Ⅰ〕の周囲に段々畑状の帯曲輪を確認することができるが、曲輪〔Ⅱ〕や曲輪〔Ⅲ〕は、

それら帯曲輪の名残と思われる。北側の塁線には高石垣〔IG-1〕および鉢巻石垣〔IG-2〕が残る。こ

こは勝本浦に面した塁線であり、港からの視点を意識したものと思われる。北西および南東に出入口
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が設けられる。北東が大手門〔DI-1〕となり、内枡形小口となる。大手門〔DI-1〕の前面には突出部

が設けられ、これが外枡形小口状となって城内までの動線に四折れを生み出している。南東の出入口

〔DI-2〕は折れのある出入口（搦め手か？）〔DI-3〕につながる。曲輪〔Ⅰ〕の西側塁線は直線的に整

えられ、大手門〔DI-1〕の西側突出部〔YG-1〕から横矢が掛かる。また西側の塁線上にも折れ〔YG-2〕

が見られる。大手門〔DI-1〕や高石垣〔IG-1〕などに織豊系城郭の防御技術を認めることができるも

のの、曲輪〔Ⅰ〕の形状や曲輪機能の未分化などは「松浦型プラン」と判断され、築城した松浦氏や

その他の肥前大名の独自性、地域性が色濃く反映された城郭であるといえる。

　近世大名の居城ではないものの、織豊系城郭の防御技術が駆使されている城に、慶長期まで改修が

行われたと推測される支城をあげることができる【註 6】。

⑩梶谷城（松浦氏：支城）【図 6】

　本城（日之嶽城→亀岡城）の位置する平戸と伊万里（佐賀鍋島領）を結ぶ御厨筋街道を押さえる要

所に位置するとともに、長年敵対関係にあった龍造寺氏（後の鍋島氏）との境目に位置する。そのた

め龍造寺（鍋島）氏に対する抑えの城として整備されたと考えられる。曲輪〔Ⅰ〕および曲輪〔Ⅱ〕

の全体的な形状は「松浦型プラン」と呼ばれるものだが、石垣で塁線を遮断し、西側には外枡形小口

と内枡形小口が重複する構造の出入口〔DI-1〕およびそれに連携する左袖の横矢枡形（櫓台）〔YG-

1〕を備えている。また東側塁線にも横矢枡形（櫓台）〔YG-2〕を突出させ、これを境に南北に約 50m

延びる塁線に横矢を効かせている【木島 2001】。これら織豊系城郭の特徴的な防御技術を駆使した城

郭は、龍造寺（鍋島）氏に対する強い警戒心が慶長期に到っても根強く残されていたことを示唆して

いる。

⑪広田城（松浦氏：支城）【図 9】

　松浦氏領国の南端に位置し、大村氏を抑える城である。1574（天正 2）年に松浦氏と大村氏を中心

とする有馬・波多・有田氏諸勢力との間に籠城線が展開されて、松浦氏が防衛に成功している（『三

光譜禄』『印山記』）。曲輪〔Ⅰ〕の東側に櫓台状の高まり〔YG-1〕が見られる。北側の塁線には折れ

〔YG-2〕があり、土塁で遮断される。曲輪〔Ⅰ〕の周囲には帯曲輪が回り、南側の斜面は急峻かつ、

畝状空堀群（10 条）が掘られる。南側斜面に比べ、北側斜面は傾斜も緩やかで竪堀もないため、比

較的防御が薄いといえる。折れ〔YG-2〕は、そのような弱点への梃入れとして改修されたのではないか。

また折れ〔YG-2〕から櫓台状の高まり〔YG-1〕にかけての塁線には石積も見られる。そのため上記

の籠城戦後に、梶谷城と同様に支城整備の一環として改修されたことが想定され、織豊系城郭の防御

技術が僅かではあるが導入されている可能性を示唆している。しかし、梶谷城と比較すると、出入口

も明瞭でなく、また石垣も積極的に使用されていないなど、織豊系城郭の防御技術の導入という点で

は見劣りする。これは松浦氏の龍造寺（鍋島）氏と大村氏に対する警戒心の度合いに影響されている

のかもしれない【註 7】。
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⑫鶴亀城（鍋島氏：支城　神代鍋島氏：居城）【図 2】

　鍋島氏の支城であり、神代鍋島氏の居城でもあった城である。曲輪〔Ⅰ〕は高い土塁で遮断されて

いるが、おそらくは低い丘陵の内側を掘り窪めて形成していると推測される。島原半島では雲仙岳か

ら延びる尾根筋先端部に中世の山城が築かれることが多いが、そのほとんどが堀切による遮断と平坦

面削平による曲輪形成で、鶴亀城のように高く厚い土塁で曲輪を形成するものは他に例をみない。東

側に位置する出入口〔DI-1〕は内枡形小口と外枡形小口が重複するつくりとなり、かつ外枡形小口の

左側（城内から見て）に小規模ながら櫓台状の突出部〔YG-1〕が形成されて横矢の効果を発揮する。

これらは織豊系城郭の防御技術と断定できるため、この縄張りは 1608（慶長 13）年に鍋島豊前守信

房（直茂の兄）が藤津郡鹿島から当地、神代へ転封した際に改修したことが想定される。

　このように概観すると、近世大名の居城および支城は織豊系城郭の防御技術を備える、またはその

技術を部分的に導入した可能性が高い縄張りであることが改めて確認される。

　しかしながら、近世大名の本城でも支城でもない城郭に明瞭な横矢が存在することが、前述の長崎

県教育委員会による分布調査で判明した。それは生池城と古田城である。以下に両城の概観を述べ、

横矢が構築された背景について検討する。

　壱岐市勝本町に所在する。曲輪〔Ⅰ〕は南北に楕円形を呈し、中心部に僅かな高まりがある。現在、

出入口は４か所確認されるが、北側の出入口は近年に造成された車両運搬用の道路である。その他の

出入口〔DI-1 ～ 3〕はいずれも平入小口である。曲輪〔Ⅰ〕の塁線は土塁で遮断され、周囲には二重

の堀と土塁が巡らされる。曲輪〔Ⅰ〕と堀の標高差は 6メートルを測り、切岸も急峻である。曲輪〔Ⅰ〕

には横矢枡形〔YG-1〕および２か所の折れ〔YG-2、3〕が見られる。曲輪の形状や周囲の空堀から「松

浦型プラン」と判断され、同じく壱岐市に所在する高津城（勝本町）【図 14】や帯田城（郷ノ浦町）【図

15】とよく似るのだが、曲輪や堀の規模がかなり大きい。そして何よりも横矢の存在である。壱岐で

は前述の勝本城でしか確認されない横矢が３か所も確認される。このうち横矢枡形〔YG-1〕と折れ

〔YG-3〕については、対面する土塁の馬踏（褶）が他の場所に比べて細くなっている。これはもとも

と楕円形だった曲輪〔Ⅰ〕に横矢枡形〔YG-1〕や折れ〔YG-3〕を増築した結果、距離が接近した土

塁を部分的に削り取った結果であろうか。ただし、曲輪〔Ⅰ〕の平面形からは、むしろずんぐりした

楕円形の東西辺を削り凹ませたように見える。

　『壱岐名勝図誌』には「続風土記云、此城、何れの代、誰人の築けるといふ事詳ならす」とあり、

近世末にはすでに城の来歴が分からない状態だったことが伺える。報恩寺にある十一面観音菩薩像の

像底に墨書が記されているが、それには「天文十（1541）年丑十一月吉日書之仍寄進井手忠兵衛尉ナ

マ池九丈一所右當檀那本命元辰源壹（判）為現世安隠後世善処」とある。この十一面観音菩薩像は慈

眼院に奉納されたものとされ、井手忠兵衛尉が慈眼院の檀那である源壹のために生池の土地を奉納し

たことを伝えている。そのため、この源壹が生池城主と推定されている訳であるが、この源壱は『印

寇之跡付』に “壱岐州居住源壹 ”と記される松浦党の一人であり、姓は本城氏であった。また壱岐の

安国寺大般若経に「一岐州老松山安国海印禅寺方丈置焉也、大檀那源朝臣本命元辰」と記されてい

4．生池城【図13】
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る人物でもあり、これは 1539（天文 8）年の大般若経の修復時に記されたと推測されている【勝本町

1987】。

　縄張りから推測される生池城は、横矢の存在から織豊系城郭の影響を受けて改修が行われた可能性

を指摘することができ、その画期として豊臣秀吉による朝鮮出兵を想定することができる。この朝鮮

出兵の際、豊臣秀吉軍は名護屋城（佐賀県）を拠点に勝本城（壱岐市）、清水山・撃方山城（対馬市）

を経由して釜山へ渡航したと先に述べた。渡航した軍勢は約 16 万、壱岐・対馬に約 2万が予備兵と

して駐屯したとされるため【笠谷・黒田 2000】、当時の勝本浦は風待ちの多くの軍船で溢れ、また狭

い海岸沿いには上陸した軍勢が駐屯していたと思われる。16 万もの大軍が一度に渡航した訳ではな

いが、それでも勝本浦のみで収容できたとは到底思えない。そのため、壱岐島内の浦々、場合によっ

ては内陸部にまで軍勢が上陸していたはずである。そのため軍夫や兵士が島内に徘徊して民家を掠奪

するなどの乱暴が激しく、さらには湯岳印鑰大明神の神輿を焼いて暖をとり、住吉大明神神田の酒瓶

を割って飲み、苅田院覚音寺の仏像（中国からの渡来仏とされるが）を焼くなどしたため、勝本城代

の本多因幡守正武が狼藉兵を追捕しようと試みたことが『壱岐郷土史』に記されている。同じく『壱

岐郷土史』には、亀丘（亀尾）城内の若宮宮で勝利の祈念を執り行ったと記している。亀丘（亀尾）

城は郷ノ浦に位置する松浦氏による壱岐国支配の拠点【註 8】で、『天祥院様御代分限帳』（４代藩主

松浦鎮信の代）に「壱岐国御城代」が置かれていたことが分かる。朝鮮出兵時の城代は不明であるが、

おそらくは松浦一門または大身家臣が勤めていたと推測される。上記の勝利祈願も、亀丘（亀尾）城

代によって執り行われた可能性が高い。また、亀丘（亀尾）城の北側塁線には石垣が構築されているが、

これは天正末期から慶長期以降の織豊系城郭の石垣技術であることが指摘されている【木島 2001】。

そのため、朝鮮出兵時の壱岐国では、松浦氏の亀丘（亀尾）城が管理する郷ノ浦と、豊臣氏の勝本城

が管理する勝本浦が海上輸送の要所として連携していたことが伺える。また上記のように壱岐国の内

陸部にも軍勢が駐屯していたため、海路のみならず陸路での連絡も必要であったのではないか。この

ように想像すると生池城は郷ノ浦と勝本浦の中間かつ壱岐国のほぼ中央に位置し、それはその他の主

要な浦である芦辺浦や湯本湾への接続にもっとも有利な場所に位置していることが分かる。そのため

生池城は勝本城と同様に、朝鮮出兵時に壱岐国内の陸路の要所を押さえる城として改修（または築城）

されたのではないだろうか。

　曲輪郡〔Ⅰ〕と曲輪郡〔Ⅱ〕に分かれ、両者は堀〔HR-1〕で遮断される。曲輪〔Ⅰ〕が主郭にな

ると思われるが、あまりにも規模が広大でメリハリに欠ける曲輪構成である。曲輪〔Ⅱ〕は西側の尾

根伝いを１条から２条の堀〔HR-2、3〕で遮断し、中央部にも障子堀状の堀と土塁で分断している。

北側傾斜には畝状空堀群〔HR-4〕が掘られる。曲輪〔Ⅰ〕の西側および北側に横矢枡形〔YG1、2〕

が大きく突出し、かつ西側および北側の塁線は土塁で遮断される。

　『湯江村郷土誌』には「前に城址に比し、規模広大にして居城としては適当の地なり…其由来を知

る人なきを遺憾とする」とあり、城の来歴は判然としない。『日本城郭体系』によれば湯江（温江）

種清・純種の居城とされるが、これは『西郷記』に種清・純種が永禄期の温江城主と記されているた

めである。以下、古田城の築城主体について文献を中心に検討してみる。

5．古田城【図17】
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　湯江（温江）氏とは古代より現在の高来町に存在した土豪で、14 世紀前半の『川上古文書（正和 4年）』

に湯江小次郎種頼、『深堀文書（建武 5年）』に湯江孫次郎入道・四郎・小次郎の名を確認することが

できる。戦国時代に入り、かつての北高来郡方面の土豪は有馬氏の勢力下に置かれたが、1562（永禄

5）年以降は龍造寺氏の勢力に服したと思われる。これは有馬氏が貴純の治世に隆盛して島原半島か

ら肥前国西側を制して「肥前屋形」と呼ばれたものの、1562（永禄 5）年の丹坂峠の戦いで龍造寺氏

に敗れて衰退したためである。天正年間（1573 ～ 1592）の龍造寺隆信に対する神文起請文には 24 名

の西郷氏一門が連署しており、湯江（温江）氏の名はないものの、金崎伊予守種定や宇良左衛門尉尚

保の名が見られる。『深堀文所』によると 1338（建武 5）年に深堀弥五郎政綱が勲功の賞として湯江

孫次郎入道・四郎・小次郎の田地を充行われ、1339（暦応 2）年には湯江弥次郎が田地接収に抵抗し

ている様子が伺えるが、これが文献に見る湯江氏の最後であり、あるいはこれを機に湯江氏は没落し

たのかもしれない。そうであれば、古田城ほどの規模をもつ城を、後に湯江氏が構えたとは思われず、

『西郷記』の記述に疑問が生じる。金崎・宇良はともに湯江近隣の地名であり、『西郷記』には天文期

の宇良の城主として宇良善種・盛種の名が確認されるため、湯江・金崎・宇良の三氏は諱の「種」の

字などから湯江氏と同族であることが推定されている。この金崎・宇良氏は、龍造寺隆信が沖田畷で

島津・有馬勢力に敗れ討ち取られた後の 1584（天正 12）年 10 月の鍋島信生（直茂）への起請文にも

西郷氏とともに名を連ねており、また『西郷記』には西郷信尚が龍造寺家晴に居城である高城を奪わ

れる際、宇良順征という僧兵が西郷方として奮闘したことを記している。このようなことから、時期

は不明ながら金崎・宇良氏などの旧北高来郡の土豪が、西郷氏の強い影響下のもとで有馬氏、後に龍

造寺氏の勢力下にあったことが伺える。『諫早市史』には本拠の高城の他に支城として沖城、小野城、

江城、宇喜城、戸石城、眞崎城、古田城、尾和谷城、長島城を上げ、古田城は「連絡用乃至退守の城

であつたと思える」としているが、その根拠は明らかにしていない。『西郷記』には支城云々の記述

はなく、現在確認される文献からは湯江氏、または同族と推定される金崎・宇良氏によって古田城が

築城されたとするには疑問が多い。仮に『西郷記』に記される湯江種清・純種による永禄期の温江城

が古田城であったとしても、今日確認される規模の城郭ではなかったのではないかと想像される。

　次に、現在確認される城郭遺構から、古田城の改修時期の下限を検討したい。古田城の城郭遺構で

特徴的なものは曲輪〔Ⅰ〕に確認される横矢〔YG-1、2〕であるが、この他にも長崎県内では確認例

の少ない畝状空堀群〔HR-4〕をあげることができる。曲輪〔Ⅱ〕の北側斜面に掘られた５条の竪堀

であるが、この畝状空堀群は北部九州（筑前・筑後・豊前・肥前東部など）の城郭では多く確認され

ている。大友氏と毛利氏、島津氏を中心とする抗争や、豊臣氏による九州の役など、北部九州では長

崎県内と比較して大規模かつ苛烈な戦闘が多く行われているためである。表２は、福岡県内に所在す

る畝状空堀群を有する城郭を抽出したものである【中村・村上 2009】。畝状空掘群の出現は、一般的

に 16 世紀後半とされている。今回、抽出にあたり畝状空堀群の構築時期（下限）を判断したのは、

文献上で対象となる城郭が戦闘に関わった、または大名の転封や入封で改修が行われたと推定される

時期を基準とした。その結果、多くの畝状空堀群が永禄から慶長期にかけての 16 世紀後半に構築さ

れていることが改めて確認される。このように考えれば、古田城の改修は 16 世紀後半に行われたと

推定することができる。この古田城の位置する旧北高来郡の土豪が関わったと推定される 16 世紀後

半の抗争（戦闘や合戦）を想起すれば、次の歴史的事象をあげることができる。
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　まずは 1563（永禄 5）年の丹坂峠の戦いである。これは有馬氏が龍造寺氏に大敗した戦いで、この

戦いに際して、あるいはそれまでの有馬氏による高来・藤津郡の領有時に有馬氏が古田城を改修した

と想定する考えである。この考えの問題は有馬氏の城郭に畝状空堀群や横矢が見られない点である。

仮に畝状空堀群の発生が北部九州からの伝播であるとすれば 1563（永禄 5）年の構築は北部九州でも

比較的早い時期のものとなる。また文献上でも有馬氏による築城や改修の記述は確認されていない。

　次に 1584（天正 12）年の沖田畷の戦いである。これは龍造寺氏が島津・有馬氏に大敗（龍造寺隆

信は討死）した戦いで、この戦いの前後に、またはそれまでの龍造寺氏による藤津・高来郡の領有時

に龍造寺氏が古田城を改修したと想定する考えである。この考えも有馬氏による改修を想定する場合

と同様、龍造寺氏があまり畝状空堀群を使用していないことが問題となる。また文献上でも龍造寺氏

が兵站中継地などの目的で古田城を改修したという記録が確認されていない。『九州治乱記』では龍

造寺勢は竜王（佐賀県白石町）より海路で神代（雲仙市国見町）へ侵出しており、陸路をとった軍勢

については触れていない。また『上井覚兼日記』では沖田畷の戦いの直後に島津勢（上井覚兼と伊集

院忠棟）が海路で五ヶ浦の偵察を行った際に竹崎栫（竹崎城）に接近し、火矢を射られたことを記し

ている。これは敗走した龍造寺勢が、島津・有馬勢の侵攻に備えて籠城の態勢をとっていたことを伺

わせる。古田城と竹崎城は直線で約 10 キロメートルの距離があり、また海辺の竹崎城に比べ、古田城

は海岸線から約 3キロメートル離れている。高来郡から藤津郡にかけての龍造寺氏による防衛線とし

て、両城が連携（古田城が包囲された際に竹崎城が海路から攻城兵を攻撃することが可能）すること

は十分に考えられる。結果的に島津・有馬勢は神代までしか進軍していないが、龍造寺氏による有馬

氏侵攻、および敗退後の防衛体制構築の際に改修された可能性があるのではないかと思われる。

　最後は 1587（天正 15）年の龍造寺家晴による西郷氏攻撃である。柳川城を没収された龍造寺家晴

が高城を居城とする西郷信尚を攻める際に、兵站中継地として古田城を改修したと想定する考えであ

る【註 10】。『西郷記』によれば、この戦いで龍造寺家晴は 2千 5百騎を陸路で侵攻させ、また龍造寺

本家の加勢 1千騎は軍船 50 艘を用いて今津から竹崎の沖を経由して回漕している。龍造寺家晴が西

郷氏の強固な抵抗にあって高城の奪取に成功しなかった場合、帰還する居城（柳川城）はすでに没収

されているため、竹崎城と高城の中間地点である湯江の古田城を改修して万一の際に備えたのではな

いだろうか。そうすると、古田城の広大な縄張りの目的が、3千騎（騎は人の誤りと思われるが）を

超える軍勢を一時的に収容することにあると推測できる。

　今回、長崎県内（肥前国西部および壱岐国、対馬国）における横矢について概観した結果、その構

築の背景には織豊系城郭の防御技術が導入された可能性が高いことを指摘した。そのような前提の上

で、生池城における横矢は朝鮮出兵時における改修の可能性があり、その構築背景に織豊系城郭の防

御技術があることを指摘した。また古田城については畝状空堀群から 16 世紀後半の改修と推測し、

その画期として有馬氏または龍造寺氏による改修の可能性を指摘した。ただし古田城については、織

豊系城郭の影響があったか否かについてまで言及することはできない。生池城および古田城の横矢を

考えるにあたり、可能な限り文献を収集して検討を加えたつもりであるが、採用すべき文献の漏れが

あることも承知している。また推測の域を出ない仮説に留まることも承知している。今後も、両城に

関係する史料の調査を行い、さらに検討を深めたいと思う。

6．まとめ
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【　註　】

【　参考文献　】※五十音順敬称略

１）			千田（2000）に従い、小口（虎口）を「枡形小口」「平入小口」など伝統的な用語になっている場合を除いて「出入口」

と呼ぶことにする。

２）			木島（1992）は「一、地形に合わせて素直に削平されており、曲輪の形は丸っぽい、方形には整形しない。二、周囲に帯

曲輪が発達するが、基本的には単郭であり、上位・下位曲輪といった曲輪の明確な機能分化は発達していない。三、虎口

は平入りか或いは明確でないものが多く、高度な虎口は発達しない」等の特徴のある城跡として「松浦型プラン」と仮称

している。

３）			現況は崩落しているため確認できないが、『肥前嶋原城責図』などの絵図には曲輪〔Ⅰ〕の南側、断崖に沿った動線（武者走り）

に小さな平入小口が描かれており、かつては３か所の出入口があったことが伺える。

４）			近年の農地開墾で多くの土塁が破壊されている可能性が高い。

５）			『慶長肥前国絵図』では、有馬領内の城郭として表記されているものは原城のみである一方、『勝茂公譜考補』では有馬氏

が延岡（日向国）へ転封する際に鍋島氏が居城の請け受りに原城へ三十騎、日野江城へ二十騎を派遣したことが記録され

ており、両城が居城として機能分担（当主居城と隠居城？）していたことが推測される。

６）			17 世紀初頭の徳川政権創生期は、戦国時代における地域抗争の主体であった土豪や国人衆が築いた城郭が整理・淘汰され、

全国的な規模で本城と支城の再編成が進められた。代表的な例として黒田氏（筑前 50 万石）による「黒田六端城（黒崎城・

若松城・鷹取城・益富城・麻天良城・松尾城）」がある。黒田氏は細川氏（豊前 30 万石）と極めて深刻な敵対関係にあっ

たため、細川氏領国との境に堅固な支城を整備し、重臣を配置した。これら支城は元和城割まで大名権力による地域支配

の拠点として機能した。

７）			広田城が築かれた早岐方面は大村氏から後藤氏（肥前国嬉野）の所領となり、松浦氏と後藤氏の盟約で後藤氏から松浦氏

へ割譲された。松浦氏と大村氏はこの早岐方面で攻防を繰り返すが、広田城、井手平城、指方城などを整備した松浦氏が

大村氏よりも優勢だったと推測される。

８）			亀丘（亀尾）城は 1293（永仁元）年に上松浦郡の波多宗無（岸岳城主）によって築城されたとされる。1472（文明 4）年

に波多泰が壱岐を攻め、それまで壱岐国を分治していた「松浦五氏」を覩城に破り、波多氏による壱岐国支配が始まった。

1565（永禄 8）年に波多氏の内紛に乗じて日高甲斐守喜は岸岳城を一時奪取したが、その後は壱岐国に逃れて波多政を傀

儡として壱岐国を支配した。壱岐国奪回を目論む波多氏は宗氏（対馬国）を誘って壱岐国を攻めたが、日高甲斐守喜は松

浦隆信に救援を求め、撃退に成功する。これ以降、日高氏は松浦氏の傘下に入り、壱岐国の支配権が波多氏から松浦氏に

移行する。

９）			豊臣秀吉は九州の役（それに伴う九州国分け）の後、柳川城を立花宗茂の与力（三池鎮実）に与えたため、それまで柳川

城主だった龍造寺家晴は所領を失った。家晴は下関の赤間関で秀吉に嘆願し、替わりに九州の役に参陣しなかった肥前国

高来郡伊佐早領主・西郷信尚の所領を「勝手取り」することが許された。家晴は伊佐早を攻め、西郷氏を居城の高城から

島原に追って所領とし、地名を諫早に改めた。

石川浩治 2010「東海地方における横矢掛—三河を中心として—」『第 27 回全国城郭研究者セミナー・レジュメ』

木島孝之 2001『城郭の縄張り構造と大名権力』九州大学出版会

木島孝之 1992「九州における織豊期城郭—縄張り構造にみる豊臣氏九州経営—」『中世城郭研究』中世城郭研究会

後藤正足 1918『壱岐郷土史』壱岐民報社

笠谷和比古・黒田慶一 2000『秀吉の野望と誤算』文英堂

千田嘉博 2000『織豊系城郭の形成』東京大学出版会

髙田　徹 2010「愛知・岐阜県下の城郭における横矢掛り」『第 27 回全国城郭研究者セミナー・レジュメ』

中西裕樹 2010「畿内の「横矢掛り」事例」『第 27 回全国城郭研究者セミナー・レジュメ』

中西義昌 2010「西南日本の城郭の横矢掛りから考える—城郭研究と年代観—」『第 27 回全国城郭研究者セミナー・レジュメ』

中村修身・村上勝郎 2009『福岡県の城郭』銀山書房
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松岡　進 2010「関東地方の戦国前期の横矢がかり」『第 27 回全国城郭研究者セミナー・レジュメ』

村田修三 1979「城跡調査と戦国史研究」『日本史研究』日本史研究会

村田修三 1987「城の分布」『中世城郭辞典Ⅲ』新人物往来社

諫早市史編纂室 1955『諫早市史　第一巻』諫早市役所

佐賀県教育委員会 1992『吉野ヶ里』—神崎工業団地計画に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書—

佐賀県教育委員会 2011『佐賀県の中近世城郭　第一集　文献史料編』

長崎県教育委員会 2010『長崎県中近世城館分布調査報告書Ⅰ』

長崎県教育委員会 2011『長崎県中近世城館分布調査報告書Ⅱ』

長崎県教育委員会 1997『覩城跡』（原の辻遺跡調査事務所調査報告書 3）

南島原市教育委員会 2011『日野江城跡　総集編Ⅰ』—平成 21 年度までの調査報告—

横矢 枡形
小口 石垣 城 館 名 所 在 地 改修時期

（最終段階）
築城主

（改修者） 備　　考 織豊系城郭
との関係性

○ ○ ○ 亀岡城 平戸市 1707（宝永 4） 松浦党
平戸松浦氏の居城
近世城郭

○

○ ○ ○ 玖島城 大村市 1614（慶長 19） 大村純頼
大村氏の居城
近世城郭

○

○ ○ ○ 原城 南島原市 1603（慶長 8） 有馬晴信 有馬氏の居城 ○

○ ○ 日野江城 南島原市 1614（慶長 19）？ 有馬直純？ 有馬氏の居城 ○

○ ○ ○ 金石城 対馬市 1665（寛文 5） 宗義真
宗氏の居城
近世城郭

○

○ ○ ○ 石田城 五島市 1863（文久 3） 五島盛徳
五島氏の居城
近世城郭

○

○ ○ ○ 森岳城 島原市 1618（元和 4） 松倉重政
松倉氏の居城
近世城郭

○

○ ○ ○ 清水山城 対馬市 1591（天正 19） 毛利高政 朝鮮出兵に際して築城 ○

○ ○ ○ 勝本城 壱岐市 1598（慶長 3） 松浦鎮信 朝鮮出兵に際して築城 ○

○ ○ ○ 梶谷城 松浦市 〜 1615（元和元） 平戸松浦氏
松浦氏の支城

（対鍋島氏）
○

○ △ 広田城 佐世保市 〜 1615（元和元） 平戸松浦氏
平戸松浦氏の支城

（対大村氏）
△

○ ○ 鶴亀城 雲仙市 慶長期 神代鍋島氏
神代鍋島氏の居城
鍋島氏の支城

○

○ 生池城 壱岐市 戦国時代後期？ 松浦党本城氏 源壱 ？

○ 古田城 諫早市 戦国時代後期？ 湯江氏 ？

表 1　長崎県内で織豊系城郭技術を有する城郭一覧表
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城郭名 国 勢力 構築時期（下限） 市町村 畝状
空堀群 その他の織豊系城郭遺構（改修主体） 元号 西暦

長野城 豊前 大友氏 永禄 11 1569 北九州市 ○ 横矢
木下城 豊前 長野氏 永禄 8 1568 北九州市 ○
松山城 豊前 黒田氏？ 天正 14 1586 京都郡苅田町 ○
等角寺城 豊前 長野氏 永禄 11 1569 京都郡苅田町 ○
馬ヶ岳城 豊前 小早川氏 天正 15 1587 行橋市 ○
覗山城 豊前 ？ ？ ？ 行橋市 ○
大阪山城 豊前 大友氏 永禄 11 1568 京都郡みやこ町 ○
神楽城 豊前 佐田氏 文亀元 1501 京都郡みやこ町 ○
弁天城 豊前 毛利氏？ 天正 7 1579 田川郡福智町 ○ 枡形
戸城山城 豊前 馬屋原氏 天正 7 1579 田川郡赤村 ○
櫛狩屋城 豊前 山田氏 弘治 3 1557 豊前市 ○
追揚ヶ城 豊前 ？ ？ ？ 築上郡上毛町 ○
花尾城 筑前 毛利氏？ 永禄 4 1564 北九州市 ○ 石垣
帆柱城 筑前 麻生氏 永禄 12 1569 北九州市 ○
龍ヶ岳城 筑前 杉氏 天正 9 1581 宮若市 ○
祇園岳城 筑前 ？ ？ ？ 宮若市 ○
宮永城 筑前 宗像氏 天正 9 1581 宮若市 ○
熊ヶ城 筑前 ？ ？ ？ 宮若市 ○
草場城 筑前 ？ ？ ？ 宮若市 ○
笠木城 筑前 天正 14 1586 宮若市 ○
鷹取城 筑前 黒田氏 慶長 6 1601 直方市 ○ 横矢・枡形・石垣
剣岳城 筑前 ？ 天正 14 1586 鞍手郡鞍手町 ○
白山城 筑前 宗像氏 永禄 5 1562 宗像市 ○
片脇城 筑前 宗像氏 天正 9 1581 宗像市 ○
岳山城 筑前 宗像氏 永禄 11 1569 宗像市 ○
許斐岳城 筑前 宗像氏 永禄 12 1570 宗像市 ○ 横矢
益富城 筑前 黒田氏 慶長 6 1602 嘉麻市 ○ 横矢・枡形・石垣
古処山城 筑前 秋月氏 ？ ？ 朝倉市 ○
荒平城 筑前 秋月氏 ？ ？ 朝倉市 ○
鼓嶽城 筑前 秋月氏 ？ ？ 朝倉市 ○
長尾城 筑前 秋月氏 天正 13 1585 朝倉市 ○
真竹山城 筑前 秋月氏 ？ ？ 朝倉市 ○
針目城 筑前 秋月氏 ？ ？ 朝倉市 ○
高鼻城 筑前 秋月氏 ？ ？ 朝倉郡東峰村 ○
松尾城 筑前 黒田氏 慶長 6 1602 朝倉郡東峰村 ○ 横矢・枡形・石垣
高鳥居城 筑前 秋月氏 天正 14 1586 糟屋郡須恵町 ○
米多比城 筑前 米多比氏 ？ ？ 古賀市 ○
つぐみ岳城 筑前 戸次氏 天正 9 1581 古賀市 ○ 横矢？
飯盛山城 筑前 龍造寺氏？ ？ ？ 福岡市 ○
柑子岳城 筑前 大友氏 天正 7 1579 福岡市 ○
高祖城 筑前 原田氏 天正 14 1586 前原市 ○
鶴ヶ城 筑後 ？ ？ ？ 久留米市 ○
杉ノ城 筑後 菊地氏？ ？ ？ 久留米市 ○
鷹取城 筑後 星野氏 天正 3 1575 久留米市 ○
竹井城 筑後 草野氏 ？ ？ 久留米市 ○
妙見城 筑後 星野氏 ？ ？ うきは市 ○
福丸城 筑後 星野氏 ？ ？ うきは市 ○
安山城 筑後 星野氏 ？ ？ うきは市 ○
高井岳城 筑後 大友氏 天正 10 1582 うきは市 ○
高牟礼城 筑後 黒木氏 天正 12 1584 八女郡黒木町 ○
高岩城 筑後 星野氏 ？ ？ 八女郡星野村 ○
国見山城 筑後 ？ ？ ？ 八女郡立花町 ○
三ノ瀬城 筑後 辺春氏 天正 15 1587 八女郡立花町 ○

表 2　福岡県内で畝状空堀群を有する城郭一覧表
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図 1　亀岡城（1/4,000）

図 5　玖島城（1/4,000）

図 2　鶴亀城（1/4,000）

図 4　勝本城（1/4,000）

図 6　梶谷城（1/4,000）

図 3　森岳城（1/4,000）
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図 7　原城

（1/4,000）
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図 8　金石城（1/4,000） 図 9　広田城（1/4,000）

HR-1



−	58	−

図 10　石田城（1/4,000）

図 11　清水山城（1/4,000）

図 12　日野江城（1/4,000）
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図 13　生池城（1/2,000）

図 14　高津城（1/2,000）

図 16　生池城　位置図（1/20,000）

図 15　帯田城（1/2,000）

Ⅰ
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図 17　古田城（1/2,000）
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写真 1　出土品収蔵庫 写真 2　木製品収蔵庫入口 写真 3　データロガー

　「長崎県埋蔵文化財センター」（以下、「センター」と記す）は、2010 年 3 月に長崎県壱岐市に開館

した「壱岐市立一支国博物館」と同一建物に併置され、センターが調査 ･研究を行い、博物館が展示

･公開を行うことで一体化を図り、文化財の公開 ･保存や活用を行っている。

　壱岐市は、玄界灘に浮かぶ壱岐島に位置し、国の特別史跡で約 2000 年前の集落遺跡である原の辻

遺跡が所在する。本遺跡からは多量の土器は当然ながら、土製品 ･金属製品 ･骨角器や動植物遺体な

どとともに、農工具 ･武器 ･武具 ･建築材 ･生活用品など多種に及ぶ木製品が出土している。

　センターでの出土木製品の処理点数は、一年間で 300 点程度を目安とし、処理方法はポリエチレ

ングリコール（PEG）含浸法（The	Poly	Ethylene	Glycol	method）、糖アルコール法（The	sugar	

alcohol	impregnation	method）が中心である。またセンター開設以前に処理機関に依頼した木製品の

一部は真空凍結乾燥法（The	freeze-drying	method）で処理を行っている。

　保存処理済み木製品を収蔵する木製品収蔵庫は温湿度管理を行っていない出土品収蔵庫（写真 1）

の一角にあり、保管している資料は 1000 点を超えている。一支国博物館には温湿度管理された特別

収蔵庫も設置されているが、収蔵スペースの関係からすべての処理済み木製品を収蔵するには至って

おらず、そのほとんどは木製品収蔵庫に収納されている。

　そこで筆者は、保存処理済み木製品の保管環境を把握するため、出土品収蔵庫および木製品収蔵庫

に計 5台のデジタル温湿度計（データロガー：写真 3）を設置しモニタリングを行ってきた。

　ここでは計測した温湿度環境および、高湿度環境が処理済み木製品に及ぼした影響とその対策につ

いて報告する。

長崎県埋蔵文化財センター
研究紀要　第 3号
2013 年 3 月

長崎県埋蔵文化財センターにおける
保存処理済み木製品の保管環境について

Ⅰ．はじめに
片多　雅樹

　木製品収蔵庫は、1階の出土品収蔵庫の最奥に位置し、土器等を収蔵する部分と壁を隔てるが、二

重壁で温湿度管理を行える特別収蔵庫の構造ではなく、コンクリートが直接壁となっている。さらに

2か所ある出入り口の一方は、防火扉で常時開放状態である（写真 2）。

　保存処理済み木製品のうち、大型品は金属製収蔵棚の棚板に綿布団を敷いた上に直接置き、小型品

は通気性を考慮した底面や側面にメッシュの入ったプラスチック製コンテナに収納したうえで、収蔵

Ⅱ．当初の木製品収蔵庫の保管環境
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棚に保管している。

　2009 年 9 月より現在の収蔵庫での保管を始め、大きな問題は生じていなかったが、開館後初めて

迎える2010年の夏には収蔵庫全体が高温高湿度環境となり、湿度は90％を超える日もあった（写真4）。

処理済み木製品の経過観察を行ったところ、PEG含浸法で処理した木製品の一部に表面が黒く変色

し、べとつきが認められることから、含浸した PEGが析出していることが判明した（写真 5）。さら

に析出した PEGが部分的に白く固化し、綿布団が固着している資料も散見され（写真 6）、早急に対

策を講じる必要が生じた。

写真 4　アナログ温湿度計 写真 5　溶出した PEG 写真 6　溶出固化した PEG

　このため、湿度を下げたうえで、できる限り一定状態に保持するために、梅雨期から初秋までの限

定した期間だけであるが、保存処理後木製品を収納している収蔵棚全体をエアキャップ（エアパック）

でカバーすることで、簡易的な密封状態を作り外気を遮断し（ビニルハウス化：写真 7）、棚の中に 1

台ずつ除湿機を配置することにより（写真 8）、高湿度環境の抑制を試みた。

　2012 年のビニルハウス内外に設置したデータロガーの湿度データ（通年）を図 1、2に示す。ビニ

ルハウス外では夏季に 90％以上にも湿度が上昇しているのに対し、ビニルハウス内では概ね 70％前

後に抑えられており、6月におけるビニルハウス内外の温湿度比較（図 3）でも、その効果が如実に

表れている。また同時に、収蔵庫内にも家庭用除湿機を設置したことや、閉鎖していたもう一方の出

入口の扉を開放することで、通気性が向上したことも効果を上げている要因の 1つと考えられる。な

お、同様な高湿度下での遺物管理の方法の事例として、不織布製のカーテンを掛けた事例が報告され

ているが、不織布は通気性があり温湿度の影響を受けやすい（手代木ほか 2010）。

Ⅲ．改善した木製品収蔵庫の保管環境

写真 7　ビニルハウス化 写真 8　設置した除湿機 写真 9　収納された木製品
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図 1　ビニルハウス内の湿度変化（2012 年 1 月〜 12 月）

図 2　ビニルハウス外の湿度変化（2012 年 1 月〜 12 月）

図 3　ビニルハウス内外の温湿度比較（2012 年 6 月）
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　近年、保存処理後遺物を空調設備の整った収蔵施設での保管が、以前に比べれば徐々に増えている。

しかし経費や場所などの点から、まだ高温高湿下で保管している機関も少なくない。センターの場合

も、高湿度下での保管を避け、温湿度の安定した保管環境を求めると、空調管理のうえ二重壁にした

収蔵庫に改造することが望ましいが、現状では財政面など諸般の事情で改造は困難である。しかしな

がら、保存処理に PEGを使用する PEG含侵法と真空凍結乾燥法で処理した木製品は、温湿度管理が

要求される。このため、今回報告したように収蔵棚にエアキャップや透明なビニルシートなどでカバー

をすることで、簡易的な密閉状況を作り、除湿機を配置し強制的に除湿することも有効な方法である

とともに、経費をかけずに比較的容易に作製できる。除湿機の排水タンクの管理や温湿度の計測など

日常的な点検、観察が重要であるが、透明なビニルシートをカバーに使用すると点検や観察も容易で

あるし、軽くて気密性も高めることが出来る。

　収蔵棚のビニルハウス化により、それ以降の夏季における PEGの溶出は防ぐことができているが、

根本的な解決策ではなく、今後増え続ける処理済み木製品を安全に保管できる環境の構築が不可欠で

ある。比較的湿気に強い処理法を選択することや、部分的にせよ温湿度管理が可能な収蔵環境の構築

を目指していく必要がある。

　本報は平成 24 年 11 月に釜山大学で開催された第 36 回韓国文化財保存科学会において、韓国語に

て掲載されている研究要旨を一部加筆し日本語にて再録したものである。共同研究者、伊藤健司（元

興寺文化財研究所）、桃井宏和（元興寺文化財研究所）、姜大一（韓国伝統文化学校）、金益柱（鏡潭

文化財研究所）

　本研究は、平成 24 年度科学研究費補助金基盤研究（A）	「韓日における保存処理後木製品の経年変

化と保管管理の比較研究」（研究代表者　伊藤健司）の研究成果の一部である（伊藤ほか 2012）。

　また、本研究をまとめるにあたり、長崎県埋蔵文化財センター東アジア考古学研究室の高恩美氏の

ご協力を得た。末筆ながら感謝申し上げます。
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