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材質と製作技術からみた腕輪形石製品の生産に関する一考察

はじめに

　腕輪形石製品とは、碧玉や緑色凝灰岩、滑石を用いて製作された腕輪形の器物を指す。古墳時

代前期の主要な副葬品であり、器形によって鍬形石・車輪石・石釧の３種類に大別される。

　腕輪形石製品に関する学術的な着目は早く、その論点は多岐に渡る。中でも、小林行雄が畿内

政権により配布された器物との位置づけを与えて以来（小林1956）、古墳時代の政治体制、社会

構造の復元に不可欠の遺物として注目されてきた。近年は型式学的研究や各地の生産遺跡の発

見・研究の進展により、かつて想定された以上の多様な生産・流通のあり方が明らかになってき

ている。この中で、材質や製作技術に着目して一古墳から出土した資料群を分析する岡寺の手法

は、腕輪形石製品の生産集団の編成を考える上で有効である（岡寺1999）。

　本稿ではこうした研究状況をふまえ、一古墳から出土する多量の腕輪形石製品を材質と製作技

術によって分類したとき、その結果から腕輪形石製品の生産体制についてどのような言及ができ

るのかという分析事例を提示する。

１．腕輪形石製品の研究略史

　腕輪形石製品の研究は古く江戸時代にまで遡り、その論点は多岐に渡る。腕輪形石製品の全体

の研究史については既に蒲原1997・2010などの詳細な解題があるため、ここでは特に本旨に関わ

るものを抜粋する。

１－１．祖形論と型式分類の研究史

　腕輪形石製品は貝輪をはじめとした器物を石材で模倣した副葬品と考えられている。そのため、

型式学的研究にあたっては祖形となった器物を想定し、「祖形との距離」をもとに形態を分類し、

変遷観を提示する手続きが通有である。以下、そうした研究事例を鍬形石・車輪石・石釧に分け

て抜粋する。

鍬形石　福岡県竹並古墳出土資料の分析を行った若林勝邦によって、鍬形石がゴホウラ貝輪を祖

形とする可能性が提示された。この認識をもとに、後藤守一は資料群を典型様式と変形様式に二
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別し、さらに祖形に対する模倣度の退化の度合いに基づき前者から後者へ変遷することを示した

（後藤1930）。小林はゴホウラ貝輪を祖形とした基本型式A－ Eと、その流れに属さないX・Y

の２型式に細分した（小林1954）。渡辺は詳細な属性分析によって後藤の指摘した「退化」を左

右対称化として説明し（渡辺1979）、河村好光はこうした左右対称化の背景に、横軸ロクロの穿

孔技術が関係することを説く（河村1989・2015b）。北條は、忍岡古墳例と雪野山古墳を、それ

ぞれ有文貝輪を祖形とするグループと無文貝輪を祖形とするグループの初源に位置付け、祖形の

違う２系統が初期から併存していたと指摘する（北條1990）。蒲原も同様に祖形の異なる２系統

説を唱える（蒲原1991）。櫻井も詳細な属性分析を行う中で直系突起式・傍系突起式の２系統に

資料群を大別する。そして、前者を祖形貝輪の形態的特徴を理解した製作者の手によるもの、後

者を祖形の貝輪を熟知しないものと位置付ける（櫻井1991）。

車輪石　鍬形石と同じく貝輪を祖形とすることが早くから予想されており、具体的にはカサガイ

等の南海産二枚貝製貝輪が有力視されていた（高橋1913ほか）。三木・小林もカサガイ説に立脚し、

祖形に近い平面卵形のものから順次円形に変化していくという変遷観を示した（三木・小林

1959）。その後、オオツタノハが祖形であることが指摘され（三島・橋口1977）、これを踏まえた

再検討が行われた（鐘方1988）。その後、芝ヶ原12号墓青銅製腕飾の出土をうけ、腕輪形石製品

の初源期から貝輪を祖形とする卵形と、銅釧を祖形とする円形が併存していたことが河村によっ

て指摘された（河村1989）。三浦は製作技術という観点から製作工程の省力化、底面形態の変化

に基づき形態の変遷観を示すが、資料群の大別には卵形・円形という平面形の区別を用いている

（三浦2005）。近年は木下の説を踏襲した北條によってゴホウラ背面貝輪が祖形と指摘され、オオ

ツタノハ貝輪を祖形とする説に再考を投げかけている（北條2013）。

石釧　研究の黎明期において祖形を巻貝貝輪・猪牙・ヨメガサラ・アカガイなどに求める考えが

提示された（高橋1913）。以降は、祖形をイモガイとする説が主流となったが、ほかにも木製釧・

銅釧・ガラス釧などが祖形にあると指摘された（蒲原1991・北條2002・河村2004）。蒲原は祖形

からの型式学的距離という視点から、斜面・側面の単位装飾の組み合わせによって７類22型式に

細分し（蒲原1987）、北條は蒲原の分類を４群の大別類型に修正している（北條2002）。

１－２．生産体制の研究

　小林行雄により、仿製三角縁神獣鏡との共伴関係をもとにした畿内政権による配布説が提示さ

れて（小林1956）以降、腕輪形石製品研究の主流を占めるのが生産体制論である。かつては畿内

政権によって編成された従属性の高い生産集団像が想定された（寺村1966、河村1976）。金関は

奈良県東大寺山古墳にみられる腕輪形石製品の中に、他古墳出土資料に酷似するものを見出した。

これを三角縁神獣鏡の同笵鏡の分有関係と重ね、鍬形石を配布されたものとみなす小林を追認し

た（金関1975）。中司・川西らは金関の酷似品を「同工品」と呼び変え、小林説を追認した（中司・
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川西1980）。

　この中で、蒲原らは畿内政権による生産地の掌握、配布説に疑義を呈した（蒲原1987ほか）。

以後、小林説の当否をめぐって型式学的研究が蓄積される中で、新出資料の増加をふまえ、かつ

て畿内による配布論を唱えた川西が畿内を介さない生産・流通の形を指摘した（川西2002）。一方、

中司は一部資料に畿内を介さない流通を認めつつ、畿内政権の配布も依然として指摘する（中司

2000）。河村も、生産集団は隷属した貢納集団でなく、自律的な生産と供給を行っていた集団で

あり、畿内政権の役割は流通・調整の役割であったと自説を修正した（河村2004）。このほか、

詳細な型式分類から、生産集団の系列を追う研究がある。生産組織の多系列性は型式学的研究の

当初から指摘されており、櫻井らが鍬形石で示した複数系列（櫻井1991・北條1994b）のように、

複数の生産集団が当初から並列して存在したことが想定されている。三浦は車輪石の法量分析か

ら、畿内により生産が支配されていた超大型の車輪石に対し、畿内政権を介さない自立的な生産

を行った中・小型の車輪石という２系列の構造を想定する。近年は森下が北條・櫻井らの説に再

検討を加えており、「石製品では祖形やその模倣の方法を異にする複数の系列がそれぞれ影響を

与えながら、形に多様な変化を生み出していった」と述べる（森下2005b）。

１－３．材質と製作技術の研究史

材質　研究の当初は、腕輪形石製品に用いられた材質の多様性は把握されつつも、「碧玉」との

語に一括されていた（高橋1913）。その後、三木・小林により「珪板岩・碧玉→凝灰岩→安山岩」

という材質の変遷が示された（三木・小林1959）。この成果によって材質の区分への関心は高まり、

定量的な分析によって材質の差を明確化しようとする試みも行われた（亀井1977）。しかし、な

お慣用的に「碧玉」という語句が用いられ、複数の材質が一括される状況にあった。この中で、

明解な分類を提示したのが北條である。北條は、色調・含有鉱物・比重といった視点から腕輪形

石製品の材質を４つに大別した（北條1994b）。さらに、三木らによって提示された材質の変遷

観を修正し、初期から濃緑色の碧玉だけでなく多様な材質が混在したことを明らかにした。さら

に岡寺は北條の材質分類を再編成し、材質Ⅰ～Ⅳの分類を設定した（岡寺1999）。山本は岡寺の

研究を踏襲しつつ、B系統（岡寺分類における材質Ⅲ・Ⅳ）の出現以降、多様な材質が共存する

ようになることを指摘した（山本2001）。

製作技術　製作技術については、彫刻技術と穿孔技術の研究が進展している。小田木は、川西・

中司らの指摘した「同工品」の再検討を行うなかで、刻線の形状に着目する。岡寺は、石釧の櫛

状刻みの太さによって彫刻技術を分類する（岡寺1999）。穿孔技術については、河村好光がロク

ロ技術を想定し、型式変遷の根拠としたことは学史上著名である（河村1976）。穿孔技術との関

係から腕輪形石製品の型式変遷や生産体制に言及する例は多い（蒲原1987ほか）。しかし、ロク

ロ技術の実態、腕輪形石製品の内孔がいかに穿たれたのか、そうして想定された穿孔方法が実際
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に出土する腕輪形石製品の内孔形とどう対応するのかという具体像について言及する例は意外に

も少ない。穿孔技術についてはこのほか、石川県片山津遺跡の報告で、中口裕が「管状穿孔具」

を想定して以来（中口1963）、この見解が長く追認されてきた（亀井1977ほか）。また近年、河村

による横軸ロクロ案（河村1976・2015）をもとに、三宅による再現実験が行われている（三宅

2016）。また、伊藤雅文によって回転力を用いない打ち割りによる穿孔技術の存在も指摘された。

以上の研究は生産遺跡に主眼をおく研究であるが、近年は古墳出土資料の再検討を通じ、「小穿

孔による刳り貫き」（北山2017）、ノミなどの鉄製工具を用いた回転力を用いない刳り貫き（大岡

2008）なども指摘されている（１）。

１－４．研究史の論点と課題

　以上、祖形と型式の分類、生産体制、材質と製作技術の３点に絞り、研究史を辿った。祖形論

に大方の見解の一致を得て、型式分類の充実した近年は、材質や製作技術などのよりミクロな特

徴に着目した腕輪形石製品生産体制論の再考察に潮流が向かう。

　腕輪形石製品が古墳時代の社会構造を研究する上で重要な遺物であることは先覚に学ぶ通りで

あり、特に生産体制論はその中軸をなす。しかし、研究の進展と共にかつて提示された生産体制

像の一部に再考の余地が生じているのも事実である。具体的には、以下の３点に課題がある。

生産体制の具体像　かつては畿内政権による配布説（川西・中司1980）が主流であったが、研究

の進展につれて畿内政権の関与を否定し、生産地からの直接入手を想定する説（蒲原1987）、配

布と直接入手の双方を想定する説（三浦2005・中司2000）など、多様な生産・供給のあり方が指

摘されるようになってきた。腕輪形石製品の生産体制の解明には、材質と製作技法による生産集

団の抽出（岡寺1999）、系列の細分（森下2005b）、「同工品」の再検討（小田木2010）といった

近年の研究が示すように、生産・流通の最小単位である生産集団の抽出から、生産体制像を再構

築する必要がある。

一括出土資料の解釈　上記の解決のためには、消費の最小単位、つまり一古墳から一括出土した

腕輪形石製品の分析が有効であると考える。このような、一古墳がどのような腕輪形石製品をど

れだけ保有するのか、といった保有状況（岩木1997）への関心は、奈良県島の山古墳の発掘を契

機に高まりつつある。しかし、一括出土資料の中に、型式学的研究によって定められた新古の分

類が混在する現象については、伝世・蓄積の結果と想定する説や、多様な形態を取り揃えること

に意味があったとする説、内孔径の一致から生産の一括性を唱える説など、様々な解釈が提示さ

れている。つまり、一括出土資料の解釈の違いが、生産組織像に差を生じる要因であると換言さ

れる。腕輪形石製品の生産・供給の具体像を明らかにするためには、まずは一古墳から出土した

腕輪形石製品の詳細な分析事例を蓄積する必要がある。その上で、岡寺1999が示した、材質と製

作技術によって一括出土資料を分類するという手法は有効である。
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個別器種への視点の分化　既往研究では鍬形石・車輪石・石釧という器種の区別のもとに型式分

類が進められており、３種を総合的に論じた研究は少ない（鐘方1988・森下2005a ほか）。しかし、

この３器種は使用される材質や彫刻の装飾といった点で共通している。三器種が生産時において

どのような関係性をもつかは、腕輪形石製品の生産の全体像を考察する上で重要な情報である。

　以上の課題の解決のためには、まずは鍬形石・車輪石・石釧の３器種を複数もつ古墳に対し、

岡寺1999が用いたような材質、彫刻や穿孔などの製作技術から細分するという分析事例を蓄積し

ていく必要がある。本稿は上記のような問題意識のもと、一古墳から出土した腕輪形石製品を材

質と製作技術によって分類したとき、腕輪形石製品の生産体制をいかに論じることができるかと

いう、分析事例の提示を目的とする。

２．分析対象と方法

２－１．分析対象の遺跡

　上述の課題の解決には、鍬形石・車輪石・石釧の３器種を揃え、かつ一定の数量を有する遺跡

の分析が必要である。こうした問題意識をもつ中で、大阪府柏原市茶臼塚古墳の資料を調査する

機会を得た。

　本遺跡は大和川左岸の丘陵上に、松岳山古墳の前方部に接して存在しており、墳形は径約20m

の円墳（柏原市教育委員会1985）あるいは東西16m×南北22mの長方形墳（柏原市教育委員会

1986）と想定されている（図１）。板石積みの竪穴式石室内から、多数の腕輪形石製品が出土し

ている。腕輪形石製品副葬の中心地である畿内地域においても奈良県櫛山古墳、同県島の山古墳、

京都府飯岡車塚古墳に近い保有量を誇る。本遺跡は早くに詳細が公開され、型式・編年論の重要

な資料として認識されてきた。このような状況から、前述した課題に対し有効であると考えられ

たため、本稿では茶臼塚古墳を対象に分析を行う。

２－２．分析対象の資料

　『柏原市埋蔵文化財発掘調査概報』1984年度・1985年度に報告されている腕輪形石製品53点の内、

実見調査を行った49点を分析対象とする。器種の内訳は、鍬形石４点、車輪石８点、石釧37点で

ある。実見に際し、肉眼での観察および写真撮影のほか、後述する比重値の算出や内孔形の観察

のため、三次元計測機を利用した3Dモデルの取得を行った。計測に際しては、早稲田大学が所

有する3Dスキャナー：EXAscan（Creaform 社）を用いた。図４・６・７には、計測データを

3D解析ソフト：Geomagic を用いて処理を行い、出力した画像を用いている。
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２－３．分析の方法

　本稿の分析手法は岡寺1999を参考とする。具体的には、一括出土した腕輪形石製品をまず材質

で区分した上で、形態や彫刻技術、内孔形などの製作技術を細分し、材質との対応関係を検討す

る。詳細な手順は以下の通りである。

分析１： 材質の分類　質感、色調、比重、含有鉱物に着目し、肉眼での材質の分類を行う。数

図１　大阪府柏原市茶臼塚古墳の所在地・墳丘測量図・出土状況図
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量の比較を行い、本遺跡に用いられた腕輪形石製品において、どのような材質がどれ

だけ用いられたかの状況を明らかにする。

分析２： 形態と彫刻表現の分類　形態や彫刻表現にみられる特徴を分類する。これらの分類結

果と、材質との関係を検討する。

分析３： 内孔形の分類　器種ごとに内孔形を比較し、材質や形態の分類とどのような関係を示

すのかを検討する。

　以上の３手順を経て、多量出土の腕輪形石製品中において、材質と製作技術がどのような相関

関係を示すかを検討する。

３．分析

３－１．材質の分類

肉眼観察による材質の分類　腕輪形石製品の材質については、北條・岡寺による分類がある（北

條1994b・2013、岡寺1999）。本稿対象資料の多くは両氏の分類に該当するが、一部に該当しな

いものもある。両氏の論考を参照しながら、本遺跡の分類を以下に示す。図２には各材質の質感

や含有鉱物を示すため、デジタル顕微鏡による拡大写真を提示した。

材質A： 軟質で明緑灰色を呈する。比重は比較的高い。黒色微粒子・白色微粒子を含む。光

沢は目立たない。

材質B： 軟質で明緑灰色を呈する。比重は低い。黒色微粒子・白色微粒子を含み、材質Aに

比べ粒径が大きい。材質Aに比べ、表面の風化が激しい。光沢は目立たない。

材質C： 硬質で暗緑灰色を呈する。比重は高い。色調の濃い葉理が縞状に混じる。光沢は目立

たない。

材質D： 硬質で暗緑灰色を呈する。比重は極めて高い。全体的に緻密で、含有鉱物は目立たな

い。光沢が目立つ。

材質E： 硬質で、やや緑がかった灰白色を呈する。比重は低い。黒色微粒子が目立ち、濃緑色

の結晶をわずかに含む。材質Ａにやや似るが、色調や含有鉱物、質感などの特徴で異

質である。光沢は目立たない。

材質F： 硬質で暗緑灰色を呈する。比重は高い。色調や質感は材質 Cに似るが、材質 Cに特

徴的な縞状の色調の濃い葉理が入らない点で区別される。光沢は目立たない。

材質G： 硬質で濃緑色を呈する。比重は高い。全体的に緻密だが、わずかに粒子の大きい黒色

の含有物を含む。材質Fより色調は明るい。光沢は目立たない。

材質H： 軟質でやや青みをもつ灰白色を呈する。比重は高い。全体は緻密で含有鉱物は目立た

ないが、風化のためか表面に光沢などはみられない。

　材質 Cについては、色調・質感、全体に混じる縞状の葉理といった特徴を備えており、肉眼



692

でも識別は容易である。材質Dは表面に光沢をもち、暗い色調、著しく高い比重から資料群中

でも特殊である。材質A・B については、色調は全体として明緑灰色を呈する。Aの方が全体

が緻密でやや硬質な感をうけ、Bの方が軽く、風化が目立ち、表面がボソボソとした質感を示す

という傾向は看取されるが、中間的な様相をもつ個体も存在するため、厳然とした区別は困難で

あった。このような状況をふまえ、定量的な材質分類の模索として、今回は試験的に比重値の算

出を試みた。

図２　材質の分類

比重値と肉眼観察との対応関係　「比重」や「風化」の程度は北條・岡寺両氏も分類項目に含め

る（２）。しかし、表面の風化の程度は土中での状況に左右され、絶対的な分類の基準とするには

難しい。それでは、比重はどうなるだろうか。見掛けの比重（密度）を定量的に算出する方法は、

既に大阪府大師山古墳の分析で試みられている（亀井1977）。この方法を参照し、計測によって

得られた3Dモデルから体積を算出し、計測した質量との計算から比重値を示したものが図３で

ある（３）。材質Dの比重は2.56を示し、飛びぬけて高い。亀井1977の分析で碧玉の比重値と示さ

れた2.55～2.64にも近い。材質Cについては資料群中でも比重が高く、2.11～1.96の間に収まる。

一方、材質A・Bの区別については、Aが1.96～1.63、B が1.78～1.10を示す。Aの方が高い比重

を示すという傾向は看取できるが、一部でやや重複しており、やはり厳然とした区別は難しい。

凝灰岩は火山噴出物の固結により形成され、含有物の量や固結の程度によって比重に大きな差が

生じる。図３をみても分かるように、比重の高いA、低い Bという傾向は見てとれるものの、

比重値を用いても両者の厳然とした区別は難しい。本稿では暫定的に、より硬質で比重が高いも

のを材質A、軟質で風化が目立つものを材質Bとする。

小結　最後に、分類ごとの数量を比較する。実見資料49点のうち、最も多いのは材質 Bである。

計21点を数え、全体の約43％に及ぶ。ただし、上述の通り本分類は風化の程度や比重から材質
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Aになる可能性を含んでいる。次いで多いのは材質 Cである。計14点を数え、全体の約29％近

くを占める。次に材質Aが多く、計８点を数え、全体の約16％を占める。材質D～Ｇについては、

Dが１点、Eが１点、Fが２点、Gが１点、Hが１点のみ確認される。

　材質Ａ・Ｂと材質 Cはその特徴から、それぞれ岡寺分類Ⅱ・Ⅲ・Ⅳに該当すると考えられる。

特に、暗緑灰色で縞状葉理の入る材質Cは最も新出の材質と指摘されており（北條2002・2013）、

こうした材質を多く用いる点に本遺跡の特徴を見いだせる。その他材質D～ G は岡寺・北條両

者の分類には該当しない。数量的にも少なく、単発的に使用されたものと考えられる。

　以上の検討から、本遺跡の腕輪形石製品は材質A・B・C を中心とし、材質D～ G を単発的

に含むという構成であることが分かった。数量的なまとまりがあるため、以下の検討は材質A・

B・Cを中心に進める。

３－２．形態と彫刻表現の分類

形態の分類　形態の分類については先行研究の蓄積があり、これらに従い分類を行う。なお、鍬

形石については櫻井1991、車輪石については三浦2005、石釧については蒲原1987の分類名称を引

用し（図４）、適宜他の論者の分類に言及する。

　鍬形石は１点のみ傍系突起式、その他３点は直系突起式に分類される。傍系突起は櫻井分類の

bに分類される。直系突起式は２点が大型で、１点は小型である。小型品については小田木によっ

て別系統の可能性が指摘される類型である（小田木2010）。車輪石は、円形が４点、卵形が４点

である。内孔形は１点のみ卵形、それ以外は円形である。円形の１点のみ、両面に装飾をもつ。

その他は片面のみに装飾をもち、裏面は内孔にむけて傾斜をもつ。石釧は最も多様な形態をとる。

まず、斜面と側面に櫛状の刻みをもつもの（Ⅰ a）が３点である。この内１点は側面の一部に匙

状の装飾をもつ。両面に装飾をもつものは２点確認され、斜面に匙状、側面に太い半円筒の刻み

図３　比重値の算出
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をもつもの（Ⅰ c）、上部斜面に櫛状の刻みと山状の肋条表現をもち、下部斜面に山状の装飾を

もつもの（Vb）が１点ずつある。次に側面に１段の匙面をもつものである。斜面に櫛状の刻み

をもつもの（Ⅱ a）が20点、櫛状の刻みの間に複数単位の山状あるいは山谷状の装飾をもつもの

（Ⅱ a’）が５点、櫛状の刻みをもたず、車輪石のような山谷状・山状の装飾をもつもの（Ⅱ b）

が２点、櫛状の刻みをもたず匙面のみを表現するもの（Ⅱ c）が１点である。斜面に櫛状の刻み

をもち、匙面を２段もつもの（Ⅲ a）は３点確認される。

図４　茶臼塚古墳出土腕輪形石製品の形態分類
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彫刻技術の分類（図５）　車輪石の彫刻には、匙式、山式、山谷式が認められる。円形は４点中

１点が匙式なのに対し、卵形では匙式が４点中３点を占める。石釧は多くが櫛状の刻みを主体と

する。このほか、櫛状刻みの途中に３～４単位の山・山谷式の装飾を挟むもの（櫛＋山、櫛＋山

谷）、あるいは櫛状刻みをもたず、匙・山谷式（山谷 a）の装飾のみを表現するものが存在する。

Vb 式については特殊で、斜面には谷部２条の特殊な山谷式（山谷 b）、側面は半円筒形の太い櫛

状刻みである。Vb 式の側面刻みは岡寺が材質Ⅰ・Ⅱの特徴とした太い線である。その他はすべ

て細い櫛状の刻みを一定幅で設けるもので、岡寺が材質Ⅲ・Ⅳ段階の特徴としたものである。蒲

原1987の細分では、凸部が台形を呈する a2種刻み、凸部が三角形を呈する a3種刻み、凹部が非

常に狭く凸部が太く広い a4種刻みなどが確認されるが、１個体内で成形の程度により a2種・a3

種の両方の形状をもつものもあり、櫛状刻みの細分は難しい。

　本稿対象資料の中で彫刻技術の差が見て取れたのは、石釧の斜面と側面を区切る沈線の作出方

法である。その特徴から以下の３種類に分類される。まずは、斜面の終点から、やや余裕をもっ

て傾斜の下に沈線を設けるもの（a 類）である。概ねとして沈線は深く細く、鋭い。沈線の下に

は明確な稜線が作出されることが多く、そこから匙面に接合する。もう一つは、斜面の傾斜が最

も張り出した部分、あるいは櫛状彫刻の途中に沈線を設けるもの（b 類）である。沈線部分が傾

斜の最も外側に位置する。沈線作出の際の工具痕を明瞭に残す例もある。最後は、明瞭な沈線を

作出しないものである（ｃ類）。斜面の端部から匙面に直接つながるか、斜面の端部からやや離

れた位置に稜線のみを設ける。また、斜面と側面の両面に櫛状装飾をもつもの（Ⅰ a類）につい

ても、両面の境に設けた沈線の作出に特徴がみられる。沈線でなく、一つ一つの櫛に小さな凹み

を設けることで上下を区切るもの（a 類）、鋭く細い沈線を設けるもの（b 類）、太い沈線を、上

部の櫛状彫刻を削るように設けるもの（c 類）の３種に大別される。

小結：材質との相関関係　材質と形態には明確な対応性を看取できる。まず、鍬形石については

明緑灰色を呈する材質A・B に直系突起式、縞状葉理の目立つ暗緑灰色の材質 Cに傍系突起式

が対応する。明緑灰色の材質中でも、大型の２点は材質A、小型の１点は材質 Bという対応性

がある。車輪石では、材質A・Bは平面卵形・円形の両方をもつが、いずれも裏面に装飾をもた

ず、材質 Cの１点のみ両面に装飾をもつ。石釧では、材質A・B は櫛状の刻みのほか、山式・

山谷式・匙式など、車輪石と共通するような装飾をもつ。一方、材質Cはこうした装飾をもたず、

櫛状の刻みのみをもつ。

　彫刻表現については、石釧の櫛状の刻みは岡寺が材質Ⅰ・Ⅱと材質Ⅲ・Ⅳの間に指摘したよう

な大きな差は認められない。しかし、沈線の装飾については材質との相関関係がみられた。a 類

は櫛状の刻みの形を損ねることなく斜面と側面を区切ることから丁寧な造形と考えられる。一方、

櫛状の刻みをやや損ねる形で沈線を作出し、沈線のはみだしや工具痕を残す b、沈線作出の工程

を省略する c類は a類より粗雑な造形であると考えられる。材質との相関関係をみると、ａ類の
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図５　彫刻技術の分類
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ように丁寧な造形をもつのは材質A・Bが主体である。一方、やや粗雑な印象をうける b類、あ

るいは沈線を省略する c類は材質Cが殆どである。

３－３．内孔形の分類

　最後に、穿孔技術を反映する特徴として内孔形を観察する。本稿の対象資料のうち、内孔形は

傾斜の度合いによって以下の２類に大別できる（図６－１）。

ａ：内孔形が直立するもの。あるいは、直線的な傾斜をもつもの。

ｂ： 内孔形が曲線的な形状を呈するもの。あるいは、傾斜の途中が最も狭く、上下端で広がる

もの。

　以下、器種ごとに内孔形を検討する。

　鍬形石（図６－２）については４点のうち、１点が a類、３点が b類に分類される。ａ類の

１点は内孔全体が直線的な傾斜をもってゆるやかに広がる。これに対し、b 類の３点は裏側に近

図６　腕輪形石製品の内孔形の分類
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づくにつれて末広がりに孔形が増大し、この特徴は内孔下部に顕著である。車輪石（図６－３）

についても、a・b の両分類が認められる。８点中、５点は内孔形が直立する a類である。ｂ類

の１点は両面に匙式の装飾をもつ個体で、孔の両端で外側に広がる形状である。石釧についても

ａ類・ｂ類の両者が存在し、ａ類は９点、ｂ類は29点である。

小結：材質との相関関係　検討資料49点のうち、a 類は15点、ｂ類は34点を数える。この状況は、

岡寺1999が材質Ⅲ・Ⅳの特徴として示した、内孔の傾斜が大きいという特徴とも合致する。

　さらに材質との相関関係をみたとき、大まかな傾向として、材質A・B と材質 Cの間に差が

認められる。材質A・Bは、内孔形 a類のような、比較的直線的な断面形を呈すものと、内孔形

b類のような曲線的な断面形を呈するものの双方が確認される。材質Ａでは a類の数量が勝るが、

材質 Bはより b類の数が増える。それに対し材質 Cは殆どの個体が b類のような曲線的な断面

形を呈する傾向にある。これは石釧だけでなく鍬形石、車輪石についても共通しており、器種の

分類を超えた共通性として注目される。この形状の違いが、材質の硬度、削りやすさなどに左右

されるのか、あるいは製作技術や工具の違いによるものか、本稿の検討のみでは明らかにできな

い（４）。ここでは内孔形が材質との相関関係をもつことのみ明らかにしておきたい。

４．分析結果・考察

　以上、材質・製作技術に注目し、茶臼塚古墳出土腕輪形石製品の細分を行ってきた。本稿の分

析結果をまとめたものが図７、表１である。本稿の分析結果の要点は、以下の３点にまとめられ

る。

１： 茶臼塚古墳出土の腕輪形石製品の材質は、明緑灰色の材質A・Bと暗緑灰色で葉理の顕著

な材質Cが殆どを占め、その他の材質D～ Hは１、２点ずつに限られること。

２：異なる材質の腕輪形石製品の間には、形態や製作技術における差異が認められること。

３： 異なる材質間に認められる形態・製作技術の差異は、鍬形石・車輪石・石釧の３器種に共

通すること。

　重要な点は、材質が同じ個体間には沈線や内孔形に共通性が認められること、換言すれば同じ

形態に分類されるものであっても、材質の異なる個体の場合は沈線や内孔形など細かな製作技術

に違いが認められることである。

　それでは、この材質間に認められる差異をどのように解釈すべきだろうか。既往研究を参考に

しつつ、考察を行う。まず、材質A・Bの鍬形石にみられる突起は直系突起に分類され、祖形で

ある貝輪の特徴を備えた形態とされる。一方、材質 Cの鍬形石の突起は傍系突起に分類され、

祖形である貝輪の形態を熟知しないものとされる（櫻井1991）。同様に車輪石も、材質A・B の

個体が内孔へ向けて傾斜を作出し、彫刻を片面にのみ設けるのに対し、材質 Cの個体は彫刻を

両面に施し、内孔への傾きは顕著でない。車輪石の形態において、内孔にむけて傾斜を作出する



699

材質と製作技術からみた腕輪形石製品の生産に関する一考察

形態は祖形である貝輪の形状に近しく、傾斜をもたないものは祖形である貝輪の形状の作出を省

力化した形態とされる（三浦2005）。石釧については、材質A・B には山谷・山・匙など車輪石

に通有の装飾が施されるのに対し、材質Cではこうした装飾をもたず、櫛状の彫刻に限定される。

つまり、材質A・Bでは祖形である貝輪に近しく、様々な彫刻装飾を用いた多様な形態が製作さ

れ、材質 Cでは祖形である貝輪の形態から乖離し、装飾も簡素な形態が製作された、と換言で

きる。同様の指摘は北條によって指摘されており、氏は「祖形貝輪の形状からの逸脱」が顕著な

「派生種」として材質 Cを位置付けている（北條2013）。さらに製作技術をみると、材質A・B

が沈線・稜線の明瞭な丁寧な造形をとるのに対し、材質 Cは雑な沈線を作出、あるいは省略化

するなど比較的粗雑なつくりで、複雑な装飾技術を有さないことが分かる。上記のことから、材

質A・B と材質 Cの間には、形態に関する情報の差、および製作技術の差が存在したことが分

かる。なお、本稿では材質分類の困難性から積極的な言及を行っていないが、材質A・B間にも

形態・製作技術における差異が認められる。この差異は鍬形石に顕著で、比較的大型で厚手、突

起部が水平で丁寧な感をうける材質Aに対し、材質 Bは小型で薄手、突起部は傾きをもち、粗

雑なつくりの感をうける。石釧についても、同じⅡ a´式に分類されるものでも材質Aのもの

は２単位の山谷式、材質 Bのものは２単位の山式という違いをもつ。また、材質Aが山谷式・

匙式などの装飾をもつ形態に限定されるのに対し、材質 Bは櫛状彫刻のみの形態（Ⅰ a、Ⅱ a）、

両面に装飾をもつ形態など、多様な形態をとる。材質A・Bの間にも、形態に関する情報の差、

および製作技術の差が存在する。

　以上より、茶臼塚古墳の腕輪形石製品は材質・形態・製作技術によって３つの主要な単位に大

別され、これらの差異は祖形である貝輪に関する情報量の差、製作技術の優劣として理解される。

　最後に、茶臼塚古墳に認められた諸属性の関係性をもとに、一古墳から多数の腕輪形石製品が

出土する理由について、考えうる可能性を提示したい。大まかなものとしては、以下の４点が挙

げられる。

Ａ．埋葬の契機が発生した際に、特定の生産集団を編成し、多数の腕輪形石製品が一斉に製作

され、すぐに副葬される。

Ｂ．異なる生産集団によって製品が製作され、埋葬の契機が発生した際にまとめて供給される。

Ｃ．特定の生産集団によって多数の腕輪形石製品が一斉に製作され、埋葬の契機が発生する度

に供給される。

Ｄ．異なる生産集団によって複数回に渡って製作された製品が蓄積され、埋葬の契機が発生し

た際にそれらが混在しながら供給される。

　まずAの場合、一古墳から出土する多数の腕輪形石製品の多くに、形態や製作技術の共通性

が認められる必要がある。Dの場合は逆に、同一の材質間であっても形態や製作技術に差異が認

められる必要がある。茶臼塚古墳の場合、石釧に顕著なように、形態のことなる個体間でも材質
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図７　材質と形態・製作技術の対応関係模式図
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表１　茶臼塚古墳出土腕輪形石製品の分類



702

が同じであれば沈線の作出技術が概ね共通する。材質によってまとめられる一単位には、形態や

製作技術の共通性から、ある程度の一括性を認められるのではないだろうか。この点で、Aや

Dとは異なる生産・消費形態を想定する必要がある。一方で、材質によるまとまり間（材質A・

B・C どうしの間）に生産の一括性があるのか、あるいは時期差があるのかについては、本稿の

分析からは言及する材料をもたない。つまり、B と Cの両方の可能性が考えられる。また、既

往研究を参照すると、本分析対象では確認できなかった、材質 Cによる直系突起の鍬形石、山

谷式などの装飾を片面にのみ設ける車輪石の存在も他遺跡では確認されている（高橋2003・北山

2017）。つまり、材質の分類が、常に茶臼塚古墳のように形態・製作技術の分類と符号する訳で

はない。この点において、他遺跡でも茶臼塚古墳と同様の材質と形態のまとまりが認められるこ

とを前提とするCの可能性は低くなる。このことから、

Ｅ．祖形や彫刻装飾など形態に関する情報を豊富に有し、丁寧な造形を行う生産集団と、形態

に関する情報に乏しく粗雑な製作を行う生産集団が存在し、茶臼塚古墳に製品を供給する

際は前者に材質A・Bが、後者に材質Cが割り振られた。

という可能性も考えられるのではないだろうか。これは先述の中では、Bに最も近いが、なお材

質によるまとまり間の時期差の有無が不明であり、幾度の生産・集積行為の末に多数の腕輪形石

製品の保有に至ったかを明らかにはできない。

　上記の問題は、腕輪形石製品の生産体制の実態、および腕輪形石製品を利用した社会の実態に

も関わる課題であるが、本稿の分析のみでは言及が難しい。本稿の結論としては、一古墳から出

土する多数の腕輪形石製品の間には、材質と形態・製作技術に図７・表１のような対応関係が存

在すること、以上を確認するに留めたい。

おわりに

　本稿では腕輪形石製品の生産体制を復元する試みとして、一古墳から出土する多数の腕輪形石

製品を材質・製作技術によって細分した。この結果、茶臼塚古墳の腕輪形石製品は材質A・B・

Cが殆どを占め、材質ごとに形態や製作技術のまとまりが認められる。つまり、本遺跡の腕輪形

石製品は、材質・製作技術によってまとめられる３つの主要単位によって製作されたことが分

かった。多数の製品が集積に至る過程、生産集団相互の関係性など、解決すべき論題は多いが、

本稿で得られた結果をもとに、同様の分析を複数遺跡で重ねることで、腕輪形石製品の生産体制

の一端を明らかにできると考える。

　なお、本稿で検討した「製作技術」はあくまで見た目からの推察に過ぎず、その背景にある工

具や工人像の実態については不透明である。特に、内孔形の形状については単純な形態の分類に

留まった。内孔の作出は鍬形石・車輪石・石釧に共通して備わる属性であり、この技術は今後腕

輪形石製品の総合的な生産体制を論じる上で重要な属性である。今後の課題として、中口1963・
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河村2015b・三宅2016らの優れた実験考古学的アプローチを参考に、内孔形の形状に差が生じる

理由を考えていく必要がある。
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　茶臼塚古墳の資料調査にあたり、柏原市立歴史資料館の安村俊史様のご高配を賜った。末筆ながらご芳名を記し、
深謝申し上げたい。

註
（１）　北山は北和城南古墳の滑石製釧、大岡は滋賀県北谷11号墳の滑石製鍬形石の観察からこれらの刳り貫き技

術を想定する（北山2017・大岡2008）。どちらも滑石を素材としている点は留意すべきであろう。碧玉・緑色
凝灰岩製品と滑石製品の間の技術的系譜関係の解明は、今後の課題である。

（２）　北條・岡寺両氏による材質の分類は以下に引用する通りである。
 【北條分類（北條1994b：p.49）】
 材質１：一般に碧玉と呼ばれる石材。硬質で比重は高く、剥離面はきれいな貝殻状剥離となり、研磨面には
光沢を有する。濃緑色、暗緑色、淡青緑色など、色調は多様で細分が可能である。

 材質２：軟質で比重が低く、色調は淡緑灰色を呈する緑色凝灰岩。白色や黒色の微細な岩石粒が混入している。
風化の進行しているものが多い。

 材質３：軟質であるが比重はやや高めで、淡緑灰色を呈する緑色凝灰岩。色調は材質２とほとんど同じであ
るが、注意深く観察すると淡緑色の珪化層が葉理として細かな縞状に入る点で区別しうる。こちらには風化
の顕著なものは少ない。

 材質４：硬質で比重がきわめて高く、暗緑色の珪化質層が幅２mm前後の葉理状に入る緑色凝灰岩。風化の
顕著なものはみあたらない。

 【岡寺分類（岡寺1999：p.453）】
 材質Ⅰ：いわゆる硬質の碧玉（ジャスパー）の内、濃緑色を呈するもの。島根県花仙山産が主体であると推
定される（北條の言う材質１の一部）。

 材質Ⅱ：硬質の碧玉の内で、Ⅰ以外のものと、緑色凝灰岩（グリーンタフ）の内、ⅢとⅣを除く材質。淡緑
色のものが多いが、量的にはあまり多くはない（北條の言う材質１の一部と材質３）。

 材質Ⅲ：緑色凝灰岩の一種。軟質で淡緑色を呈する。比重は軽く、ほとんどが風化している特徴を持つ。石
川県片山津遺跡産が主体ではないかと考えられる（北條のいう材質２）。

 材質Ⅳ：緑色凝灰岩で、濃（暗）緑色の葉理が縞状に入る特徴的なもの（北條のいう材質４）。
 　近年の論考では、両者の分類に材質を当てはめることが多い（高橋2003・2010、北山2017、小田木2010ほか）。
しかし、北條分類を用いた高橋は一部資料の材質について「材質２もしくは３」（高橋2003：p.371）という記
述を用いており、両者の区別が判然としないことを示している。岡寺分類を用いた北山も、「材質Ⅱは固有の
特徴をもって識別されるものではなく、緑色の石材のうち、材質Ⅰ・Ⅲ・Ⅳのいずれでもないもの、と消去
法で判別」すると位置付けつつ、一部資料については「材質Ⅲの可能性が高いと考えるが、手に持った印象
は重く、材質Ⅱとすべき余地が残る」など、やはり区別の難しい材質であることを示唆する（北山2017：p.21）。
北條分類の２と３、岡寺分類のⅡとⅢはいずれも淡緑色の石材を指しており、つまりは本稿で区別が困難で
あった材質Aと Bに対応する。北條自身も別稿において識別の困難さから材質３の取り扱いを保留している
（北條2013）。しかし、後述するように材質A・B の間にも形態や製作技術の上で差異を認められるため、本
稿ではあえて分類を行っている。

（３）　本稿で算出した比重値は、3D モデルで計算した体積と質量から算出した「見掛けの比重」である。
（４）　中口らの想定する管状穿孔具（中口1963）と、河村・三宅らが想定する横軸ロクロとの異なる点について
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は三宅論文に詳しい（三宅2016）。蒲原は内孔径の一致をもって同一工具の製作の可能性を示し、この径が古
墳毎にほぼ統一されることをもって配布論に疑義を呈した。本稿対象資料も、石釧の大方の上径が5.5～6cm
程度に納まる点では、内孔径は一致していると言える。しかし、下径では数値のバラつきがみられる。本稿
の内孔形の分類 aが比較的上径に近い下径をもつのに対し、分類 bは多くが上径より大きな下径をもつ。亀
井による耐火煉瓦を用いた管状穿孔具による穿孔実験の模式図では、上径と下径が最小で0.5mm、最大で
3.5mmの差が生じていた（亀井1977記載図から計測）。一方、横軸ロクロを用いた三宅による穿孔実験の実測
図から内孔径を算出すると、上径と下径の差は6mmを測る。両者の実験結果は環境や素材が全く異なるため
に比較が難しいが、こうした実験成果と実際に出土する資料の内孔形・内孔径を照らし合わせていくことで、
腕輪形石製品の穿孔技術を明らかにできる可能性がある。
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図表出典
図１　測量図・出土状況図については柏原市教育委員会1985・1986『柏原市埋蔵文化財発掘調査概報』1984年度

図16・1985年度 p.31-32図14を改図転載。地形図については国土地理院基盤地図情報５mメッシュを利用し、
QGIS を用いて筆者作成。

図２　撮影データをもとに筆者作成。
図３　計測データをもとに筆者作成。
図４　計測データをもとに筆者作成。
図５　筆者作成。
図６　計測データをもとに3Dモデル解析ソフト：Geomagic を用いて筆者作成。
図７　計測データをもとに筆者作成。
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