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最初に各項目の要約を
つけました︒

第Ⅲ章
弥生時代

９．青銅器の生産と銅鐸の埋納

河内は青銅器づくりのメッカ
どう たく

ᦤᒣᆅ

９．青銅器の生産と銅鐸の埋納
弥生時代の重要な文化要素の一つに金属器の生産がはじまったことがあげられま
すず

ちゅう ぞう

かわ ち

こ

銅鐸は中期段階では小地域の共同体ごとに所有され、農耕のマツリに給されたよう

ᯛ᪉ୣ 㝠
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始め、やや遅れて銅鐸 * の鋳造も始まりました。

༓㔛ୣ㝠

ですが、後期にはのちの郡規模の大地域（クニ）ごとに所有され、クニの観念的な守護
じゅ き

あと

の呪 器 に変貌したようです。銅鐸の埋納は後 のない危機に面した時の最後の手段だっ
第Ⅲ 章

たのでしょうか。

（１）青銅器を作るムラと青銅器をもつムラ
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大阪湾沿岸の地域で弥生時代の青銅器はどれほど見つかっているのだろうか。図62はそ
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の分布を示したものだが、銅鏃を除けばその数はかなり限定される。金属は腐食するので
どう けん

どう か

どう ほこ

どう きょう

残らないと考えることもできるけれど、北部九州などでは銅 剣、銅 戈 * 、銅 矛 * 、銅 鏡 な
どが大量に発見されているから、主な理由にはならないことは明らかである。
青銅器には大陸からもたらされたものと日本列島で製作されたものがあり、それぞれ目
的と用途に応じて入手されたり製作されたりしている。近畿の中心部での前者には、朝鮮
さん よく ぞく

どう ほう

ぼたん

鏡、中国鏡、武器としての銅剣・銅矛、中国銭貨、漢式三 翼 鏃 * 、銅 泡 （ 釦 形の青銅器で
けん がた さい き

か がた

国産の可能性もある）などがあり、後者には祭器としての銅鐸、剣 形 祭 器、戈 形 祭器 * と、
ほう せいきょう

Ἑෆ†
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どう ぞく

図を多く使い︑
視覚的に理解できます︒

㔝ྎᆅ

す。銅と錫 の合金である青銅器の 鋳 造 は鉄器の生産に先駆けて北部九州を中心には
じまりましたが、河 内 湖 * の周辺でも中期以降になると鋳造の道具や製品が発見され

ともえがた

銅鏃、仿製 鏡（国産の銅鏡）、腕輪、 巴 形銅器 * などがある（図62・63）。
青銅器の出土遺跡を見ると、その多くが小共同体ごとの中核を占める大規模な拠点集落
であることに気づく。それはこうした遺跡が地域の交易や物流の拠点となる広域流通シス

0



5km

テムの結節点であり集結点でもあるからである。そうした集落のなかには当然、青銅器を
製作、生産して外部に送り出している例も多い。交易流通システムの経済的拠点であり、
かつそれを管理運営できるシステムを持ち得る地域の社会的・政治的な中枢であるからこ
れん きん じゅつ し

そ、外部からの青銅器鋳造の技術者（錬 金 術 師 ）を囲い、青銅器の原料を入手し、それを
保管、分配、流通させることができるのだ。
き とら がわ

がい えん つき ちゅう しき

い がた

河内湖東岸の東大阪市鬼 虎 川 遺跡では、中期後葉の外 縁 付 鈕 式 銅鐸の鋳 型（図63−１）
えん かん じょう

ひがし な

図62 河内湖周辺の青銅器生産遺跡と遺物分布図

ら

と剣形祭器、円 環 状 の腕輪の鋳型（図63−２）が発見された。河内湖北岸の茨木市 東 奈 良
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第Ⅵ章
平安・鎌倉時代

３．平等院で使われた河内向山系瓦と向山瓦窯
から くさ もん

たま くしのしょう

平等院領の荘園、玉 櫛 荘 にあった瓦工房

は雪だるま状の飾りを中心に置き、左右に唐 草 文 を配置している（図222）。差異により12
れん ともえ もん

むかい やま

が

型式16種類に分類されている。他に連 巴 文 や蓮華文がある。軒平瓦には製作技法に特徴

よう

３．平等院で使われた河内向 山系瓦と向山瓦窯

あご

があり、瓦当の顎は浅く緩やかな段顎で、平瓦部分の凸面には細かい縄叩き痕、凹面には
ぬの め こん

こう わ

細かな布目痕がみられる。
向山瓦窯から出土した瓦は、平等院での瓦分類に照らすと、軒丸瓦がＮＭ033Ｂ型式、

ほう

た。この瓦窯で製作された瓦は京都府宇治市の平等院において、康 和 ３（1101）年の鳳
おう どう

凰 堂 修理に際して使われたことが明らかになっており、文様や製作技法の特徴から河
内向山系と称されています。12世紀、八尾市北東部から東大阪市南東部にかけて平等
りょう け

院領の玉櫛荘という荘園があり、荘園と 領 家 * の間に瓦を需給していた具体的な関係
があったことが明らかになりました。

軒平瓦がＮＨ050型式とＮＨ058型式にあたる（図222）。他の型式も向山瓦窯を含む一帯で
製作された可能性が非常に高い一群と考えてよい。平等院鳳凰堂修理時の平瓦調査では上
記の軒平瓦の平瓦部と同一の特徴を有する一群があり、同じく向山瓦窯一帯で製作された
れん ともえ もん

ものと考えられる。連 巴 文 や蓮華文軒平瓦は向山瓦窯から出土していないが、平瓦部の
特徴から、向山瓦窯一帯で製作されたと考えられる。また、向山瓦窯の瓦は河内や和泉の
㎞ᓥ∾

（１）平等院で使用された瓦の様相
かん が

なん と

⋢᷸Ⲯ

使用された瓦は生産地により、主に中央官 衙 系、南 都 系、河内向山系に分類される（図
のき まるがわら

219）。『平等院庭園保存整備報告書』（2003）によれば、軒丸 瓦 の出土数は中央官衙系７％・

ⱝỤⲮ

南都系15％・河内向山系75％、軒平瓦では中央官衙系1.7％・南都系22％・河内向山系55

こう ふく じ

やく し

じ

さい だい じ

0

(1:5)

10cm
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ほう

ある京都平安京で製作されたものである。南都系は奈良大和のものとする一群であり、法
りゅう じ

⋢᷸Ⲯ

％であり、河内向山系が圧倒的に主要な瓦であることがわかる。中央官衙系は当時の都で

ụᓥ࣭⚟ᑎ㑇㊧
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が とう

隆 寺、興 福 寺、薬 師 寺、西 大 寺 でみられ、河内向山系と違って瓦 当 文様は多種多様で統

図220 向山瓦窯出土軒瓦

〔軒丸瓦：
『大阪文化誌』（1976）、軒平瓦：米田・原田 1982から転載・一部改変〕

一がない。

ᕝⲮ
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図221 向山瓦窯・荘園・平等院の位置
※荘園の範囲
（赤線）
はおおよその想定位置を示したもので、荘域を表したものではない。

図219 平安時代後期に平等院鳳凰堂に使用された産地別代表文様例
〔杉本・鈴尾 2014から転載・一部改変〕

（２）向山瓦窯出土瓦と平等院の河内向山系瓦の様相
ともえ もん

ふく べん ろく よう れん げ もん

平等院で出土した河内向山系の軒丸瓦文様は中房に 巴 文、周囲に複 弁 六 葉 蓮 華 文 を配
ふたつ ともえ もん

ビジュアルな写真を
豊富に使用しています︒

最新の研究成果を
紹介しています︒

向山瓦窯は八尾市大竹に所在し、平安時代後期（12世紀前半）に瓦を生産していまし

みつ どもえ もん

置しており、４型式18種類に分類される。中房の巴文は 二 巴 文 と三 巴 文 があり、大き
し よう

けん せん

のき ひら がわら

さに差異がある。複弁の子葉 の表現では圏 線 が消失したものがある（図222）。軒 平 瓦 文様

写真107 平等院鳳凰堂（国宝）〔写真：宗教法人平等院提供〕
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