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直柄1平鍬

下撲錨|とば練1置病平鍬は、身幅15cm

■を自1安||ど
.して:それより狭い狭鍬 (左 )

||と1広い広1鍬 (右)に分けられます。
●(左)1幅■‐3:Oc● (ア カガシ亜属、Ⅱ期
||(右 )|1幅 16:9cm、 コナラ属、Ⅱ期

1き付 ,鷹ξ127イ
プ

瑠識鷲1殿糖‰了

中1柄製■舞1姉
―
の中がらた柄に、身を組で縛って固定

した鍬|です:直柄鍬と同様に平鍬と又鍬とがありま

す81曲柄鍬のうち、身の頭部に笠のような突起があ

るものは「ナスビ形」と呼ばれています。これまで

に青谷上寺地遺跡から見つかつた曲柄鍬はすべて

「ナスビ形」です。

曲柄平鍬

曲柄 (反柄)

残存長 24.3cm
マキ属、Ⅲ期

直柄又鍬

三角形の透かし穴は

山陰地方の曲柄平鍬

によく見られる特徴

です。

残存長 45 9cm
アカガシ亜属、 Ⅱ期

曲柄又鍬

↑青谷上寺地型又鍬の成立

日本列島各地に見られる弥生時代中期の

又鍬 (最上段)から、青谷上寺地遺跡に
|お いて独自に変遷をとげたと考えられま

|‐す8柄孔はいずれも四角形です。

|.(上 )1幅 21.Ocm、 ァヵガシ亜属、Ⅱ期
|||(中 ).1幅 15.2こ�、アカガシ亜属、Ⅲ期
|●(下)1幅 1 214cm(ア カガシ亜属、Ⅲ期

2本歯のもの (上)と 3本

歯のもの (下)があります。

(上).残存長147.7cm、 Ⅲ期
(下)残存長 4a3cm、 Ⅱ期

証期■弥生時代後期■古墳時代前期‐初頭■Ⅳ期 1古墳時代前期1以降に分|けて示しています。



あります。平鋤には|、 |1身|が
|キ

らなものと、現在のシヤ|バ|ル

のように身の横断面が湾曲.し

たものとがあります。   ■

組合せ又鋤
長 40.5cm、 アカガシ亜属、Ⅲ期

(左 ).‐ 幅‐1‐3:lCm● ャマ|グフヽ

柄の取り付け方 身と柄の両

方が残っていた例から、組合

せ式鋤の柄の取り付け方には

2とおりの方法があったこ|と

がわかります。    |||■

組合せ平鋤

一木鋤
(左 )長 82.6cm、 ヤマグワ、 Ⅱ期  (右)長 71 8cm、 アカガシ亜属、Ⅲ期

鋤の柄

↑別の木で作つた把手を指し込み、「目釘」

で固定した柄。目釘での固定は、指物箱

や今」物桶などの木製容器にも多用された

技法です。

←青谷上寺地遺跡からは、ヤマグワ製の精巧な

鋤の柄が多数出土しています。

※櫂の柄である可能性もあります。

残存長 31 9cm、 ヤマグワ、Ⅲ期

←組合せ鋤 ?

スギなどの針葉樹で

作られています。

鍬や鋤にはアカガシ

亜属などの広葉樹が使

われることがほと|んど
なのでヽ 澤早‐で111な |く

|

柄の先端を段状に加工→

して着し―ユ|1着||:|1身 |
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(左)幅 14180● (|スギtⅡ

(屈折鋤):





弥生時代の斧 (斧身)に は石斧と鉄斧が

あり、木製の斧柄に取 り付けて使われまし

た。

斧柄は、まっすぐな棒に穴を開け、斧身

を差し込む「直柄」と、本の枝分かれした

部分を利用した「膝柄」とに分けられます。

また、取 り付けられた刃先の向きによっ

て「縦斧」と「横斧」に分けられ、それぞ

れ伐採斧、加工斧におおむね対応します。

板状鉄斧

板状鉄斧用の直柄 (縦斧 )

※別々に出土した身と柄を組み
合わせたもの

(柄)長 72 3cm、 アカガシ亜属、Ⅲ期

彎  呻

さまざまな石の斧身

斧冨3藤薫1渥馨「織貪鱗

←袋状鉄斧用の膝柄(横1斧 )

※別々に出土した身と柄を1組み
合わせたもの | |■ ||■ |

(柄)長 30:9cm、 サカキ、IⅢ期 |||‐

袋状鉄斧

鉄の斧身を固定

するための紐か

け溝が施された

直柄
残存長 19 2cm

アカガシ亜属、Ⅲ期

袋状鉄斧が装着され

たまま出土 した膝柄

(横斧)

残存長 16 9cm、 Ⅲ期

鋳造鉄斧 (中国大陸製)

袋状鉄斧用膝柄

(縦斧)

直柄のように開け

た穴に別の木で

作つた「雇柄」を

差し込んだ組合せ

式の膝柄。  |
残存長 26.2cm  ■ 言〒潜‐ 黒涸



舷側板を

綴じ合わせる穴

舷側 (船べり)

↑久宝寺遺跡出土竪板型準構造船の復元模型

(公益財団法人大阪府文化財センター提供)

←竪板型準構造船の破片

船体のカーブの度合いや舷側板を綴じ合わせる穴の位

置が、大型船として知られる久宝寺遺跡 (大阪府八尾市)

出土の船と一致することから、長さ約 20mに達する青谷

上寺地遺跡最大クラスの船であつたと考えられます。

残存長 116 6cm、 スギ、Ⅲ期

青谷上寺地遺跡独特の丸木舟

船首底面の合Jり 込みと穴
残存長 38,7cm、 スギ、Ⅲ期

船首が大きく反 り上が り、その先端はていねいに四角形に加工さ

れ、用途不明の穴や今Jり 込みが施されています。また、船内は二段に

今Jり 込まれています。「貫型準構造船」と共通する特徴を持ちますが、

船べ りに舷側板を取 り付けるための加工が見られません。長さは 6～

12m程度と推測されます。

青谷上寺地遺跡出土船の大部分を占めるのがこのタイプの丸木舟で

あり、沿岸航海や内湾での漁携活動に利用されたと考えられます。

船首先端の傾き

丸木舟の船首部分



'お

,1:: 「

↑Aタ イプ :水をかく部分 (身 )

が楕円形で精巧な作りのもの。
(左) 長 117 2cm、 クワ属、 Ⅱ期

(右上)残存長 52 3cm、 ヤマグワ、Ⅲ期

船内に溜まった水 (ア カ)

ための道具です。

↑Bタ イプ :身 が長方形。

先端が使い減りしている

ものもある。
(左)長 151.Ocm、 スギ、Ⅲ期

(右)残存長 43 4cm、 Ⅲ期

↑⊂タイプ :Aタ イプ

に似ているが作りが

やや粗く、先端が尖

るものもある。
長 118 0cm、 Ⅲ期

↑魚 (サメ,)
残存長14dOこユ:

を汲み出す

主にモミで作られており、柄の先端に取 り付

けて獲物を刺突した漁具と考えられます。|

のTSぶJ翼鐸flΥI

↑小型網枠の先端 丸めた枠の先端|を

樹皮で結んでいます6   1■ ■■

軽いスギの板の側縁に切り込みを入れて作られ

ており、網の浮子である可能性が考えられますよ||

(左)幅 16.8cm、  Ⅱ期  (右)幅 21.5cmt Ⅱ期
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残存長 24.6cm、

(右)長 13
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青谷上寺地遺跡で見つかつた

食用栽培本直物の種実

磯
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弥生時代 (約 1′800年前)

青谷上寺地遺跡で見つかつた水田|の跡
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