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研究成果の概要（和文）：長野県柳沢遺跡出土の銅鐸・銅戈の型式的位置づけを明確にし、中部

高地への青銅器祭祀の拡散と長距離交流の実態を明らかにした。また、青銅中のヒ素とアンチ

モンの濃度とその比率に着目することで、弥生時代の青銅器中の銅も鉛とほぼ同時に朝鮮半島

産から中国産へと変化することを解明し、列島産自然銅使用説を明確に否定することができた。

さらに、漢代の青銅価格を明らかにし、これに基づき弥生時代の青銅器価格の推定を試みた。

研究成果の概要（英文）：In this study I clarified the typological status of the bronze 
bells and bronze halberds from the Yanagisawa site in Nagano Prefecture, and explored 
the distribution and long-distance exchange of the bronze ritual ware in the Chubu 
highland area. Through the analyses of the consistency and proportion of arsenic and 
antimony in the bronze, I demonstrated that the raw materials of copper and lead of the 
bronze implements had simultaneously shifted from those of Korean Peninsular to those 
of China in the Yayoi period, and rejected a hypothesis that the raw materials were derived 
from natural copper in Japan Archipelago. In addition, I tried to estimate the actual 
values of bronze implements in the Yayoi period referring to the bronze price in the Han 
Dynasty, China.
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１．研究開始当初の背景
従来、弥生時代中期から後期の社会構造や

地域間関係の変化は、主に鉄器の生産と流通、
集落や墳墓の変化などの観点から研究され
てきた。しかし、倭王権の成立との関係上、
特に重要となる畿内弥生後期の評価につい
ても、まったく異なる見解が併存している。
すなわち、後期の畿内には顕著な首長墓がな
いことや、北部九州や瀬戸内に比して鉄器が
少なくその製作技術も低いことを重視し、畿
内の優位は弥生時代には確認できないとす
る有力な説がある一方で、鉄器の導入により
互恵的な中期社会が崩壊し、後期に鉄の長距
離交易に適した新たなネットワークが編成
され、その過程で畿内の首長の権力が強まり、
畿内の弥生社会が倭王権の成立に中心的な
役割を果たすことになったとの見解も根強
い。

この弥生時代中期から後期には、朝鮮半島
や大陸から青銅器の原料が大量に搬入され、
青銅製祭器が多数作られて広域に流通し、各
地で最も重要な祭器として使用された。それ
らの生産と流通の分析は、弥生社会の構造や
その変化の過程を解明する上で極めて有効
である。中でも銅鐸は文様や形態が多様で分
析しうる属性が武器形祭器よりも著しく多
いので、有効な情報を多く提供してくれる。
佐原以後の銅鐸の型式学的研究は研究代表
者の難波によって著しく進展し、編年の明確
化と細分、銅鐸群の抽出とその相互関係や系
列の解明などに大きな成果をあげているが、
それらの成果を十分生かした分布論や社会
構造論はまだない。これは、難波の研究成果
を反映した銅鐸出土地名表が未完成で公表
されていなかったことが関係している。しか
し、前回の科学研究費補助金によって「難波
分類に基づく銅鐸出土地名表」が完成し、こ
れとこれまでの研究成果や収集した資料・情
報を活用することで、銅鐸の分布や流通・生
産の実態や青銅器の授受を介して成立した
地域間関係がどのような政治性を有してい
たかなどを、これまでにない精度で分析する
環境は整ったといえる。

２．研究の目的
本研究は、研究代表者の難波がこれまで集

積してきた弥生時代の青銅製祭器に関する
資料と情報や、それを基礎として展開してき
た研究を活用し、銅鐸をはじめとする弥生時
代の青銅製祭器の生産と流通の状況を比較
検討することで、弥生時代中期から後期への
社会変革の実態を解明し、倭王権の成立過程
を従来とは異なる新たな側面から明らかに
することを目的とする。

３．研究の方法
(1)銅鐸を中心に弥生時代の青銅製祭器の各
形式の型式分類を深化させ、編年を細分化・
精緻化するとともに、系列の変遷過程を明ら
かにする。

(2)弥生時代の青銅製祭器の生産と流通を考
える上で特に重要となる奈良県唐古・鍵遺跡
出土の青銅器生産関係資料や長野県柳沢遺
跡出土の銅鐸・銅戈について、詳細な型式学
的検討を行うとともにＩＣＰ分析などの科
学的調査を実施し、これらの資料の持つ歴史
的意味を明確にする。

(3)その他の遺跡から出土した弥生時代の青
銅製祭器や中国漢代の銅鏡についてもＩＣ
Ｐ分析を実施し、主成分の銅・錫・鉛のみな
らず少量元素についても正確な濃度を明ら
かにし、これと鉛同位体比分析の成果、型式
学的研究の成果を合わせて検討することで、
弥生時代の青銅器の原料金属の産地とその
経時的変化および各段階における流通状況
を解明する。

(4)史料や金文などによって漢代の青銅価格
を明らかにし、弥生時代の倭人が朝鮮半島に
あった漢の楽浪郡まで交換財を持って行け
ば、どの程度の代価で青銅器の原料金属を入
手できたかを解明し、これに基づき、銅鐸を
はじめとする青銅製祭器が当時いかほどの
価値を有するものであったかを具体的に明
らかにする。

４．研究成果
(1) 2011年に、難波の研究成果を基礎とした
銅鐸の特別展が大阪府立弥生文化博物館と
滋賀県立安土城考古博物館で開催されるに
あたって、企画立案から図録作成まで全面的
に協力するとともに、両特別展の図録に銅鐸
群の複数系列への分化と統合の過程を分析
した、これまでの難波の研究を総括する論文
を掲載し、長年の研究成果を国民に還元した
（雑誌⑧⑨）。

(2)唐古・鍵遺跡出土の鋳造関係遺物は、大阪
府東奈良遺跡出土の鋳造関係遺物と並んで、
近畿における銅鐸を中心とする青銅器の生
産と流通を考える上で特に重要な資料であ
る。しかし、これまでこの遺跡で作られた銅
鐸がどのような特徴を有するものであった
かについては明確になっていなかった。本研



究では、鋳造時の失敗品である銅鐸破片、銅
鐸の石製鋳型や土製鋳型外枠のみならず坩
堝や羽口も詳細に検討し、唐古・鍵遺跡でど
のような銅鐸が作られ、銅鐸の生産全体の中
で、この遺跡での銅鐸生産がどのような位置
を占めるものであったのかを明らかにした。

すなわち、唐古・鍵遺跡では銅鐸の製作が
外縁付鈕２式段階に始まり扁平鈕式新段階
末頃まで続いたこと、この遺跡では外縁付鈕
２式～扁平鈕式新段階にかけて鰭に1対の飾
耳を有する四区袈裟襷文銅鐸が作られた可
能性が高いこと、その後、扁平鈕式新段階末
には鰭に飾耳を 1対持つ正統派の六区袈裟襷
文銅鐸が作られるようになった可能性があ
ること、この遺跡の銅鐸製作工人集団が近畿
式銅鐸の成立や製作に重要な役割を果たし
たとは考えられないこと、この遺跡での銅鐸
生産は東奈良遺跡などに比べて小規模であ
り、終始、周辺的な銅鐸製作地にすぎなかっ
たこと、製作された銅鐸の特徴から見て、こ
の遺跡での銅鐸生産は河内から技術導入し
て始まったと考えられることなどを明らか
にした（雑誌⑬）。

また、従来、同時期に属すると漠然と考え
られていた銅鐸の土製鋳型外枠が新旧の型
式からなること、そして坩堝も新旧の型式か
らなることなども明らかにした（雑誌⑬）。

(3)2007 年に長野県柳沢遺跡で銅鐸 5 個と銅
戈 8本が出土し、弥生時代中期における青銅
製祭器の祭祀の広がりや青銅製祭器の流通
についての従来の認識を見直すことが必要
となった。本研究ではこの柳沢遺跡出土の銅
鐸と銅戈の型式的位置づけを明確にし、銅鐸
については柳沢遺跡出土の外縁付鈕２式銅
鐸の多くが摂津系の銅鐸であることを明ら
かにした（雑誌⑤⑫）。

さらに、柳沢遺跡出土の絵画土器のシカの、
頭と胴を一筆書きの一本線で表現し、これに
短い単線で耳か角を書き加え、脚も単線で描
く描法が、石川県八日市地方遺跡出土の絵画
土器のシカの描法と極めて類似しているこ
と、そして新潟県吹上遺跡から銅鐸や大阪湾
型銅戈を正確に模した土製品が出土してい
ることなどを考え合わせて、柳沢遺跡出土の
銅鐸や大阪湾型銅戈は北陸を介して畿内か
ら入手したと推定した。そして、柳沢遺跡出
土銅鐸が新旧の型式で構成されていること
から、この長距離交易のネットワークがかな
りの期間にわたって維持され、相当数の銅鐸
や大阪湾型銅戈が近畿から中部高地へもた
らされたと考えた（雑誌⑤⑩⑫）。

また、銅鐸の内面突帯が身の内に垂下した
舌の打撃で顕著に磨滅していることや近
畿・北部九州の青銅製祭器と同様の作法で埋
納されていることから見て、銅鐸を使用する
祭祀が祭式のみならず埋納法も含めて、体系

的かつ正確に中部高地に伝わっていたこと
も確認できた（雑誌⑤⑩⑫）。

柳沢遺跡出土の銅鐸・銅戈の中でも、外縁
付鈕１式銅鐸と大阪湾型銅戈 a類は、後述す
るようにその製作が中期中葉に遡る。この中
期中葉は西日本的な本格的な稲作が中部高
地や関東でも始まる時期にあたり、関東に独
立棟持柱建物を中心に配する大集落が出現
し、東部瀬戸内系土器やサヌカイト製石器の
出土が目立ようになるのもやはりこの時期
である。このように、近畿を中心とする西日
本と、東日本との交流が活発化する状況下、
中部高地でも本格的な農耕社会が中期中葉
の栗林式成立段階で出現する。そして、この
ような動向に伴って、柳沢遺跡出土の外縁付
鈕１式銅鐸や大阪湾型銅戈 a類が中部高地に
もたらされたと考えられる（雑誌⑤⑧⑨⑩
⑫）。

なお、大阪湾型銅戈 a類については、その
製作年代を福田型銅鐸と同じく中期末とす
る吉田広説と中期中葉あるいはそれ以前と
する難波説が対峙している。しかし、ＩＣＰ
分析によって、柳沢遺跡出土の大阪湾型銅戈
a類の青銅は錫濃度が 12～15％と高くヒ素濃
度とアンチモン濃度がそれぞれ 0.13～
0.27％、0.07～0.15％と低い点で菱環鈕式銅
鐸や外縁付鈕１式銅鐸の多くと共通し、外縁
付鈕２式以降の銅鐸とは明らかに異なるこ
とが判明し、大阪湾型銅戈 a類が菱環鈕式や
外縁付鈕１式銅鐸と同じく中期中葉あるい
はそれ以前に製作されたことが確実となっ
た（雑誌⑤⑩⑫）。

大阪湾型銅戈 a類については、製作地につ
いても、これを近畿とする難波説と北部九州
とする吉田広説が対立しており、これまで定
説がなかった。しかし、柳沢遺跡出土の大阪
湾型銅戈 a類と和歌山県山地遺跡出土の大阪
湾型銅戈 a類を合わせて検討した結果、北部
九州製の銅戈と大阪湾型銅戈 a類では、鋳型
の内（ない）の部分に続けて設けられた湯口
付近の構造が異なること、仕上げの研磨方法
が異なることなどを明らかにできた。これに
よって、大阪湾型銅戈 a類は近畿で製作され
たとの難波説の妥当性が確認できたと考え
る（雑誌⑤⑫）。

(4)馬淵久夫と平尾良光による鉛同位体比分
析の成果と近年進展した銅鐸の型式学的検
討の成果を考え合わせることで、外縁付鈕１
式末に鉛が朝鮮産から中国産に変化したこ
とが確認できる。本研究では、柳沢遺跡出土
青銅製祭器のＩＣＰ分析の成果と比較する
ために、他遺跡出土の青銅製祭器のＩＣＰ分
析を実施するとともに、既発表の島根県荒神
谷遺跡や加茂岩倉遺跡出土の青銅製祭器の
分析成果も加えて総合的に検討した結果、前
記の鉛の変化と連動して、主要元素の錫の濃



度が一気に低くなるとともにヒ素とアンチ
モンの濃度が高くなり、ヒ素・アンチモンの
濃度の比率も大きく変化することを明らか
にできた（雑誌⑤⑩⑪⑫）。

また、漢鏡について本研究で実施したＩＣ
Ｐ分析によって、漢鏡には外縁付鈕２式以降
の銅鐸とほぼ同濃度のヒ素とアンチモンが
含まれていることが判明した（雑誌⑤）。さ
らに、既報告の荒神谷遺跡出土の中細形銅剣
ｃ類 50 本のＩＣＰ分析の成果を検討した結
果、青銅中のヒ素とアンチモンの濃度が銅濃
度に比例して高くなり、鉛や錫の濃度が高い
ほど低くなることを確認できた（雑誌⑤⑫）。
以上から、弥生時代の青銅器中のヒ素とアン
チモンは、久野雄一郎が推定したように熔銅
の流れを良くするためや熔解温度を下げる
ために意図的に添加したものではなく、輸入
した金属原料、中でも主に銅に不純物として
含まれていたものであることが判明した。よ
って、前記のように鉛の産地の変化と連動し
てヒ素とアンチモンの濃度やヒ素・アンチモ
ンの濃度の比率も大きく変化することは、鉛
と連動して銅も朝鮮半島産から中国産に変
化したことを示している。この研究成果によ
り、弥生時代の青銅器に含まれている銅の多
くが列島産の自然銅であるとの久野雄一郎
らの説が成立しないことが明確となった（雑
誌⑤⑪⑫）。

なお、銅・錫・鉛が一貫してそれぞれ単体
のインゴットの形で流通し使用されていた
のであれば、銅と鉛が朝鮮半島産から中国産
に変化したとしても、これと連動して錫濃度
が著しく減少する必然性はない。これについ
ては、朝鮮半島産の銅・鉛が使われた段階に
は朝鮮半島製の青銅器やそのスクラップが
金属原料として使われたのに対し、中国産の
金属原料はそれぞれの金属が単体のインゴ
ットの形で流通していたため、銅に比して高
価な錫の使用量を減らしたことが想定でき
る（雑誌⑤）。おそらく、朝鮮半島製の製品
やそのスクラップを使用していた段階に比
して、単体のインゴットの形で流通していた
中国産の金属原料は、かなり安価であったの
であろう。

(5)本研究では、北部九州と近畿で、弥生時代
に青銅器の製作に使われていた鞴の羽口の
製作法が異なることを明らかにした。具体的
には、近畿出土の羽口が木の棒などに粘土を
巻きつけてまず直管を作ったのち、これを柔
らかいうちに曲げて湾曲羽口を作るのに対
し、北部九州では中期初頭から後期まで、植
物の束に紐を巻いてあらかじめ曲がった芯
を作り、これに粘土を巻きつけて製作する方
法が一般的であったと考えられる。

前記の近畿の羽口の製作法は、この方法で
作られている東奈良遺跡出土の羽口が外縁

付鈕２式銅鐸の製作に使われたものを含ん
でいると考えられることから、確実に外縁付
鈕２式段階まで遡ることが確認できる。今後
の検討で、近畿の羽口製作法が、菱環鈕式か
ら外縁付鈕１式の間に畿内で成立したのか、
北部九州の特定地域あるいは朝鮮半島の特
定地域に由来するのかが判明すれば、近畿で
の青銅器生産の開始がどの地域からの技術
導入で始まったのかを考える上で、一助にな
るはずである。

また、将来、瀬戸内や山陰などで青銅器の
製作に使用した羽口が発見されれば、その製
作法を検討することで、青銅器鋳造技術が近
畿からもたらされたのか、北部九州からもた
らされたのかが明確になるであろう（雑誌
⑪）。

さらに、坩堝については、大和と河内で注
ぎ口の形態が異なっており、外縁付鈕２式段
階ですでに、近畿の中心地域内においても坩
堝に地域性がみられるようになっていたこ
とも判明した（雑誌⑪⑬）。

そして、熊本県八ノ坪遺跡出土の羽口の形
態や史料や絵画資料から、平安時代中期以前
に日本で使われていた鞴がいわゆる皮鞴で
あること、基部の構造からみて、八ノ坪遺跡
出土の羽口は皮袋を羽口に直接取り付けて
いたと考えられることから、弥生時代の皮袋
にも前記の絵画資料や民族例の皮鞴と同じ
く、開閉自由な空気取り入れ口が皮袋に付い
ていたことも明らかにした（雑誌⑪）。

(6)弥生時代の青銅製祭器の生産と流通を考
える上で、これらの青銅器が当時どの程度の
価値を実際に有していたかを解明すること
は、非常に重要な課題であるが、これまでこ
れを試みた研究はまったくなかった。

そこで本研究では、漢代の青銅の価格を明
らかにすることで、楽浪郡まで倭人が行けば
どの程度の代価で青銅器の原料金属を入手
できたかを示し、これに基づいて弥生時代の
青銅器の価格を推算した。

検討の概要は次の通りである（雑誌③④）。
満城漢墓 2 号墓出土銅鋗（2:4106）の銘文、
『史記』貨殖列伝に記載された銅器の価格、
五銖銭の重量の検討などから、前漢代の銅器
1㎏の価格は、五銖銭 300銭程度と推定でき
る。そして、当時の平時の穀物価格を史料に
基づいて籾 1石 50銭とすると、銅器の青銅 1
㎏は籾 120ℓ、すなわち 0.12㎥とほぼ等価と
算出できる。よって、楽浪郡まで行けば、2.8
㎏の広形銅矛1本分の原料金属はほぼ籾0.34
㎥の代価で、全高約 60㎝で 10㎏の近畿式銅
鐸１個分の原料金属はほぼ籾 1.2 ㎥の代価で、
入手が可能であったことになる。

入手した金属原料や金属原料の入手に必
要なその代価物の輸送経費については、次の
ように考える。やや時代は下るが、10世紀初



めに完成した『延喜式』主税上「諸國運漕雑
物高功賃」を参照し、弥生時代には香川県金
山産のサヌカイトや吉野川流域で作られた
柱状片刃石斧が四国から近畿や中国地方に
多量に運ばれている状況なども勘案すれば、
当時の輸送経費を過大に見積もる必要はな
いであろう。

そこで、輸送経費も含む製品となった銅鐸
の代価が、漢の国内での同じ重さの青銅の価
格の 15 倍の場合を計算してみると、全高約
42㎝で重さ3.5㎏の扁平鈕式新段階の六区袈
裟襷文銅鐸の代価は、籾 6.3㎥となる。これ
は、1 間×3 間の高床倉庫半棟分余りの籾に
あたる。この程度の代価であれば、拠点集落
を核とする小地域が銅鐸を入手することは
さほど困難ではなく、有力な集団が銅鐸を繰
り返し入手することやさらに大型の銅鐸を
入手することも、充分可能であったと考えら
れる（雑誌③④）。

また、卑弥呼や台与の中国への貢納品から
推定すれば、青銅器の原料金属の代価として
は、籾のほか、布、玉類、奴隷なども考えら
れる。中でも奴隷は高価であり、漢代の奴隷
価格を宮崎市定に従って 1人 1万 5千～2万
銭と低く見積もっても、楽浪郡まで奴隷 1人
を連れて行けば 50～70 ㎏の青銅の原料金属
と交換できたことになる（雑誌③④）。

ちなみに、『史記』貨殖列伝では鉄の価格
は銅の約 1/4 となっているので、楽浪郡まで
行けば、鉄 1㎏を籾約 30ℓの代価で入手可能
であり、籾 1 ㎥で入手可能な鉄は約 33 ㎏、
奴隷１人で入手可能な鉄は 200～280 ㎏とな
る。

(7)このほか、以下も本研究の一環として実施
した研究の成果である。

第一は、花活けに転用された銅鐸の検討で
ある（雑誌⑥）。銅鐸には出土後に花活けに
転用されたものが多くあり、現在確認できた
その数は 50 個余りと、現存銅鐸の約 1 割強
を占めている。従来、その歴史的・文化史的
評価は明らかにされていなかったが、検討の
結果、その多くが江戸時代に加工されたもの
であることがわかった。また、転用の背景と
しては、中国宋代の士大夫の中国古代青銅器
愛好の影響を受け、鎌倉時代後期から室町時
代に流行した「唐物趣味」の中で古代青銅器
を模した青銅製の花活けが珍重されるよう
になり、それをさらに引き継ぐ形で茶の湯の
世界でも「胡銅」や「響銅（さはり）」と呼
ばれる青銅製の花活けが珍重される。このよ
うな状況下、日本出土の古代青銅器である銅
鐸も小型品は出土後に花活けに改造される
ことになったと考えられる。この研究成果は、
日本における出土文化財に対する初期の関
心のありようを明らかにしたのみならず、古
く出土した銅鐸の残存に文化的な圧力が働

いて大型銅鐸に比して小型銅鐸の残存率が
より高くなっている可能性があることなど、
興味深い問題を明らかにした。

第二は、銅鐸に関する新出の古記録の調査
である（雑誌②）。江戸時代後期の山田安貞
は、兵庫県須賀沢出土銅鐸の所蔵者として広
く知られており、彼が記した「古宝鐸記」は、
当時、銅鐸に関する重要な著述として平田篤
胤も『弘仁歴運記考』に引用している。しか
し、この山田安貞著「古宝鐸記」自体はこれ
まで所在不明で、その全貌がわからなかった
が、工楽善通氏が東京の古書店で 1985 年頃
に入手した古写本が、この「古宝鐸記」であ
ることが難波の研究で判明した。これを検討
した結果、山田安貞が兵庫県須賀沢出土銅鐸
のみならず愛知県愛知郡出土銅鐸も所蔵し
ていたこと、愛知県愛知郡出土銅鐸が宝永年
間に出土したことなどが明らかになった。そ
して、２個の銅鐸の正確な図から両銅鐸の特
徴がこれまで以上に明確となったことも重
要な成果である。なお、この山田安貞著「古
宝鐸記」の発見は、新聞でも広く報道されて
話題となった。

第三は、青銅器の再埋納の問題である（雑
誌①）。弥生時代の青銅器には、出土後に再
埋納されたものがかなりあり、従来、弥生時
代に埋納されたと考えられてきた和歌山県
神倉山出土の近畿式銅鐸や島根県出雲市の
命主神社出土の銅戈と勾玉などについて、再
埋納品である可能性を指摘した。今後、埋納
例を検討するにあたっては、このような可能
性があることを考えておく必要がある。
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