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成川式土器ってなんだ？

はじめに
　九州南部、鹿児島の古墳時代というと、よく知られたイメージとしては南端の前方後円墳、あるいはこの地域
独自の墓制・地下式横穴墓などではなかろうか。この地域では前方後円墳を築造するとともに古墳を築造しない
広大な地域があり、地域独自の墓制が展開している。そして、鹿児島以外での知名度は低いが、この地域の生活
の場には成川式土器という在地に根ざした個性的な様式の土器が広く分布する。
　これらの古墳時代資料に対しては文献上の熊襲・隼人を重ね合わせた辺境観をもっている人がいまでもまだ多
く見受けられる。しかし、熊襲・隼人は古墳時代にさかのぼるこの地域の民族、文化や伝統などではなく、7世
紀後半につくられた律令国家の民族意識であり、古墳時代資料にそれを投影させるのは適切でない。
　とはいえ、たしかに九州南部には在地で個性的な墓制や生活様式が展開しているが、それはどのように形成さ
れたのか、また他地域でみられる地域性と何が違い、何が特殊性ととられられるのか、まだまだ検討は十分では
ない。まずは現代の地理的な地方観や、8世紀の資料に記された古代国家の民族意識を前提とするのではなく、
今明らかにされつつある資料によって地域ごとの様相を把握した考古学的な評価が必要であろう。
　その一端として、ここでは本書の締めくくりに、成川式土器とはどういう特性をもつ土器なのか、鹿児島の古
墳時代社会の中でどういう存在であったのかについてみておきたい。　

１　九州南部の古墳時代研究史と土器　
　別稿（本書第 1章）で成川式土器研究史にふれたので、ここでは要点だけをみておく。成川式土器は大正時代
から弥生土器として理解されてきた。そもそも、N.G マンローの垂水での調査や浜田耕作の橋牟礼川遺跡での調
査以来、繰り返し須恵器の共伴が記録されていながら、それらと共伴する古墳時代の土器様式として認識される
に至ったのは、1958 年の成川遺跡の発掘調査によってである。
　成川遺跡では多量の人骨が出土する土壙墓、土器棺墓が検出され、なかでも、立石を伴う土壙墓（立石土壙墓）
は南薩地域に特有の墓制として注目された１）。そして当時は弥生時代後期～終末期だと理解されていた成川式土
器とともに、5世紀中葉～後葉とされた鉄器が多く出土したことで、あらたな認識が登場する。
　その土器と鉄器のアンバランスさから、「弥生式土器の文化から新しい土師器文化への転換がきわめて緩慢で、
両者併用の期間もまた長かった」といった九州南部は弥生時代の存続期間が長く、他地域の古墳時代にも併行す
る、といった文化・時代にズレがあると理解され、そこに「中央文化、あるいはその周辺文化の発達の過程とか
なり様相を異にした特殊性」を見出した。とくに、他に類をみない墳丘をもたず立石を伴う群集墓、装身具をも
たず武器を中心とする多量の鉄製副葬品から「階級未分化な、かつ素朴で勇猛なる人々の集団」、すなわち隼人
を考古学資料で提示するに至ったのである（斎藤・田村 1974）。この調査報告書の刊行は 1974 年であるが、隼
人と古墳時代資料を結びつける理解は、1958 年の発掘調査を契機として拡散していった。
　成川遺跡の成果を受けた森貞次郎が、弥生土器の範疇で理解しながら、この様式の土器は 5世紀末まで存続し
ており、その独自性の要因として、隔離的な生活環境、停滞性、他地域との交渉が少ないことなどを挙げたのは、
墓制研究において小田富士雄や乙益重隆らが地域墓制である地下式横穴墓や板石積石棺墓（当時は地下式板石積
石室墓と呼称）、「立石土壙墓」に隼人を当てはめ、これらの生成要因に、自然環境の劣悪さ、文化的孤立、征討
されるべきまつろわぬ民の地と論じたことと完全に共鳴している（小田 1966・乙益 1970）。
　考古学者が熊襲・隼人を論じ、九州南部を辺境とみる視線は成川遺跡の調査を経て昭和 40 年代以降に形成さ
れた産物なのである。むしろ戦前は皇祖皇宗の地としての意識もあり、一部の研究者の発言を除いておおむね文
化の停滞した地域という認識は低く、古墳と隼人の結びつけにも慎重であった。成川遺跡の調査は ‘ 劣悪な環境
下にある停滞した文化の古代九州南部 ’ という新しい歴史観への転換をもたらしたのである。
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　その後、墓制研究では、ながく 21 世紀に入るまで熊襲・隼人は考古学的に実体のある存在として説明する
道を歩んだ。一方、土器研究において 1970 年代までは成川式土器と隼人を結びつけるような研究もあったが、
1980 年代以降、成川式土器そのものの編年を中心とした研究に移行していったこともあって、古墳墓や熊襲・
隼人との関連性について言及されることもなくなっていった。
　しかしながら、土器研究では、土器そのものの独自性を背景として、研究自体も他地域の古墳時代土器研究か
ら孤立した状況となっていった感がある。いまだ土器１型式の時間幅に 100 年程度の時間幅を想定するというの
は、他地域の古墳時代土器研究ではみられない枠の広さであり、土器そのものの研究が十分でないことを示して
いる。それはまた、年代や併行関係の把握、古墳時代社会における成川式土器の位置や評価も十分になされてき
たとは言い難いことも表している。

２　土器様式の構造
　(1)　成川式土器
　いうまでもなく、成川式土器は墓制とならんで古墳時代の九州南部を特徴づける考古資料である。弥生土器以
来の伝統を継承し、弥生終末期から古墳時代を通じて展開し、その系譜上にある甕は一部で 9世紀までも存続し
ている。一見して土師器的様相とは異なる顕著な独自性を有しているが、その特性は甕と壺に著しい。
　甕は基本的に鹿児島県域では古墳時代を通して台付甕である。形態は底部から口縁部に掛けて開く広口を基本
とし、頸部に刻目突帯を施す。サイズにはバリエーションもあるが、古墳時代後期までは大きく深いものが多い2）。
また、成川式土器の様式圏としては周縁部となるえびの盆地や都城盆地などでは、突帯は有するものの平底の甕
がみられる。その一部は人吉盆地にも及んでいる。突帯は胴部を一周してその合わせ目を直線で合わせず、ずら
している（図 1）。単なる装飾としてのみではなく、そこに精神世界にまつわる物語があるのであろう。この突
帯に代表される属性を有する範囲は、大成川様式圏としての一体性がうかがえ、通婚や物資流通で結ばれた地域
圏を形成していたものと考えられる。
　壺は長胴の卵形で底部は尖底のものが基本である。大 ･
中・小あるが、大型壺は胴部や頸部に装飾突帯を持ち、と
くに古墳時代後期段階に至ってより加飾度を増す。突帯に
は斜格子文に竹管文を加えたり、およそ古墳時代土器とし
ては他にみられない装飾が多用される（図 2）。
　また、同じく古墳時代後半期に小型器種では赤色塗彩が
顕著になる。後期に至っても大型の高杯があり、またバリ
エーションの幅が広く、多様な形態が生まれる。小型丸底
壺が継承され、平底の坩と呼ばれる独自のスタイルの供膳
具に発展する。須恵器模倣によるの成川式の𤭯も多い。
　成形には各器種とも一般に厚い粘土を使い、薄く仕上げ
るという意識は総じて低いものが多い。一部、あるいは一
時的な使用はあっても叩きや削りなどの技法が定着しな
い。そのため、きわめて重いものが多い。また粘土の厚み
を均質に仕上げるという意識も曖昧なものがみられる。結
果、楕円形になったり、左右のバランスが崩れて傾いてい
たり不安定な形のものも多い。
　調整は板ナデが主流でハケ目は一般的に客体的である
が、その使用頻度には他地域の技法情報との接触度合いに
よって地域差が現れるようである。壺の内面には粘土輪積
み痕や粘土の接合痕を見かけるなど雑なものも多い。
　また、各器種とも型式としての規格性が緩やかで個体ご
とのバリエーションの幅が大きい。鉢など単純な器形のも

図1　成川式土器突帯の
合わせ目
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図2　成川式土器大型壺
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のは自由度が非常に高く、個体ごとに違いがみられる。
　これらの様相は、もちろん各時期の土師器や須恵器の影響も受けているが、さながら、「続弥生土器」的な弥
生時代以来の伝統的な要素の強く残ることが特徴である。一方で、規格性の緩さ、自由さはむしろ弥生時代には
みられず、その性格は古墳時代後期以降に顕在化することに注目できる。この時期に土師器・須恵器からなる古
墳時代土器様式から、個性化し、よりかけ離れて行くのであるが、それはこの時期の地域間交流の変質、不活発
化に関わるものと考えられる。自由度が高く、雑なつくりの多い古墳時代後期の土器は、目立って大量に出土す
ることも多い特徴がある。それはこの土器の使用法に関係するのであろう。成川式土器は身近にあって大量に生
産・消費する、頻繁に更新するものであったとみられる。むしろ大量消費と雑さには相関関係があろう。
　(2)　須恵器の非受容
　肝属平野周辺域では古墳や地下式横穴墓などの葬送儀礼に伴うTK73 ～ 216 型式の初期須恵器の出土が多く確
認されている。その出土量は一地域としては有数の質と量であろう。ところが、その後須恵器は生活の土器とし
ては、わずかにしか導入されず古墳時代後期に至っても土器様式の中に組み込まれない。
　これは成川式土器自体が独自形式の生産や加飾化などの個性化を強める現象と連動するものであろう。古墳時
代中期後半以降の地域間交流において周縁地域はよりネットワークから疎外され始める。その中で在地土器はよ
り独自化し、須恵器も導入契機が欠如することになったとみられる。同様の現象は生活様式にも反映されている。
　
３　生活様式・生産様式
　(1)　住居構造
　花弁状間仕切り住居　成川式土器の分布圏において住居形態の基本は方形プランである。一方で、同地域には
中津野式～東原式土器段階までは花弁状間仕切り住居も併存している。このタイプの住居は弥生中期後半から後
期を中心に、宮崎平野や大隅で確認されており、九州南部に特徴的な住居形態として知られる（石川 1991・北
郷 1997）。最近の調査では、その下限は一部で古墳時代中期中葉～後葉の辻堂原式段階にも及ぶことが明らかと
なった（図 3）。この地域における在地的生活様式の継続性の強さ、あるいは東日本などと異なって外的刺激に
よる変化の緩やかさがみて取れる。また、詳細な分析はしていないが少なくとも中津野式から東原式段階までは
石庖丁や磨製石鏃などの石器も存続するとみられ、やはり生活様式に弥生時代以来の強い継続性がうかがえる。
これらは土器にみる続弥生的生活にも共通する現象である。
　炉　日本列島の広範な地域では古墳時代中期後半以降、須恵器の普及とともに、杯など手持ち食器が一般化し、
また朝鮮半島系渡来文化の影響によって竈や甑が導入される。ところが九州南部では古墳時代後半期以降に至っ
ても、広範な地域で造り付け竈は導入されず、火処は竪穴住居内で中央炉が維持され続ける。とくにこの地域で
は古墳時代後半期以降に土器を埋設利用した土器利用炉が広く展開する（今塩屋 2004）。竈は都城盆地で古墳時
代後期末に確認できる程度で、ほかにはまったく存在しない。　

図 3　伊佐市下ノ原B遺跡の住居跡と土器（辻堂原式）
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　鉄器生産の痕跡としては、高杯転用の羽口が大隅・薩摩
を含め各地域から確認されており（図 4、黒川 2012）、と
くに中期後半には一般集落でも鉄器生産が行われたと考え
られるが、そのほとんどが鏃・刀剣・刀子・小刀などを中
心としたもので、技術的にはよりレベルの高い鉄器の生産
には至らなかったと考えられる。分布も墓制からみる首長
層の有無とは関係なく展開しており、九州南部では、鉄器
が有力首長層に掌握され、生産～流通過程の管理によって
社会的序列化を促進し、地域首長権の基盤を支えるような
あり方はしていない。むしろ、基盤的な生活用具であると
ともに、古墳時代を通じて生産技術の情報更新が不活発で、
地域個性が目立つ製品を生みだしている。
　すなわち、ほかの古墳時代社会とは生産技術・組織のあ
り方に違いが生じ、鉄器も古墳時代社会の中で独自の存在
として異彩を放ちはじめて行く。結果として古墳時代後期
末段階には独自の武装や習俗が外見に表出していたであろ
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　甑　甑は古墳時代後期以降にごくわずかにみられるに留まり、ある程度まとまって拡がるのは 8世紀代を待た
ねばならない（藤井 2012）。中期後葉以降全国的に普及する蒸すという調理法が基本的に古墳時代のうちでは導
入されないのである。甑で蒸した食物が祭りなどでの特別な食料であるなら（佐原 1996）、祭祀のあり方や祭祀
が表す精神的な世界観も共有していない可能性が高い。
　なお、成川式土器様式圏のうちでも、古墳時代後期後葉～末には甑が、えびの盆地・都城盆地、あるいは大隅
の志布志周辺で一程度普及しており、境界域として以北の地域との接触による複合的な文化導入がうかがえる。
　高杯の多用　成川式土器では古墳時代後期に至っても高杯が多用されており、手持ち食器が多くない。これは
手食が根強く残存したことを推定させ、食事法および料理にも他地域との差が広がり始めた可能性がある（中村
1999）。
　大型の甕や大型の高杯が多くみられることも、これに関連しているのであろう。たくさんつくって、大きく盛
る料理をみなで囲むような食事が多いのではなかろうか。これは個人別食器の拡がる一般的な古墳時代後半期の
様相とは相当異なる。同時に世帯あたりの構成員のあり方、規模などにも差異が生じていた可能性があろう。
　生活様式の地域性　このような生活様式に見られる地域的個性は、継続性の強さと古墳時代中期後半以降、列
島の広範な地域に波及する朝鮮半島系文化を受容しなかったことによって大きく差が生じ、時間とともに拡大す
る。その要因には旧来、強調されてきたような九州南部の地形・地質や自然環境に基づく停滞性といった事象で
理解できないことは、広大な平野を抱え、古墳時代中期に大型前方後円墳を築造し、広域交流の拠点となった大
隅地域であっても新たな生活様式を導入しなかったことからみて明らかである。むしろ、新来の生活様式が地域
外から波及しない、地域内で受容しない要因が古墳時代中期後半以降に発生している可能性を考えるべきであろ
う。それは後述するネットワークの変質、古墳の築造停止等の政治的な動向と関連する問題であろう。
　(2)　鉄器生産
　九州南部では鉄器生産に関しても地域的な様相が看取される。地下式横穴墓や板石積石棺墓などから、圭頭鏃
が多く出土していることは早くから着目されていたが（高木 1982）、共伴する鉄鏃からみて、中期前半には独自
に地域展開し始めていることが明らかである。その分布は都城盆地からえびの盆地の間の宮崎県の内陸部に重心
があり、この地域が生産・流通の中核を担っていたと考えられる（橋本 2014）。
　このような、鉄器生産の地域展開が早くから認識できるのは、圭頭鏃が切断・研磨という単純な板加工で成り
立ち、鍛打によって平面形・側面形を成形する一般的な中期の鉄鏃とは技術差が生じていることによる。すなわ
ち、鉄加工技術は波及したものの、技術レベルの低さのために地域的様相がより明確になっているのである。鉄
剣でも同じ現象があり、短く、薄く、平らな地域独自のものがみられる。また古墳時代後期末には一般的な武器
として存在しなくなる鉄剣がこの地域では在地技術とともに継続的に定着している。

図4　成川式土器様式圏の高杯転用羽口出土遺跡
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う。あらたな土器文化に関わる情報の影響が少なく個性化を強める成川式土器のあり方、生産とも通底するもの
である。

４　古墳時代後期における個性化と隼人への道程
　古墳時代後期、近畿中央政権はより強力に、全国的な支配体系を構築はじめる。墓制・生活様式・生産構造の
資料から、それまでの中央－地域の関係が各地域首長との同盟的な連合関係から主従関係へと軸を移しはじめた
と考えられる。その際に、九州南部では宮崎平野の拠点化がより進行したことが、古墳や出土資料からうかがえ
るのであるが、逆に大隅・薩摩地域はこの時期以降、古墳時代社会の交流圏から疎外され始めたらしい。
　大隅地域では後期前方後円墳、横穴式石室は展開せず、この時期、古墳築造域でなくなっている（図 5）。薩
摩地域でも天草の一部である長島以外で横穴式石室はみられない。これらは、上にみてきた在来要素が強く残る
生活様式の個性化と一連のことと思われる。
　本来、多様性の範疇にあった九州南部の諸様相が、後期には他地域の古墳文化と比して個性的様相が顕在化し、
その様相は他地域との差が拡がり続け、７世紀段階には相当に異なった習俗を形成した可能性が高い。すなわち、
古墳時代後期以降の政治的関係をもとに、ネットワークの変質、連携の脆弱化・疎外化が進行し、九州南部は新
たな文化・情報から乖離し、個性化の道を進んだのである。その結果として、７世紀後半の律令国家の形成に当
たっては、化外の民としての位置づけが創出されるのである。すなわち、隼人として捉えられた異質性は、自然
環境やこの地域に住む人びとに備わった形質・性質によるものではなく、古墳時代社会の中での政治的動向を背
景として、とくに古墳時代後期から飛鳥時代にかけてに形成されたものとみなされる。
　なお、隼人の形成を考古学的に研究するには、7世紀資料の検討が不可欠である。ところが、九州南部では７
～ 8世紀の資料がきわめて少なく、具体的な様相はさほど明確でない。現状では、隼人とよばれた大隅・薩摩地
域の人びとの活動の痕跡はほぼ不明といってよく、今後の資料の増加がまたれるところである。

さいごに
　今後、九州南部の古墳時代社会を生活様式の面から検討する上では、成川式土器の編年と併行関係についての
再検討が必要な段階にある。これまで成川式土器は、中村直子 1987 論文の成果に当てはめれば編年的な位置付

後期･大隅での古墳築造停止

異質化の進行

「隼人」の創出

境
界

　
の
北
上

質化の

」

無古墳地域境
界

図5　九州南部の古墳墓編年
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鹿大キャンパスの遺跡で出土する土器

けを果たした感があった。しかし、他地域の古墳時代土器研究が進展するなか、土器から地域間比較を行うため
には、１型式あたりの時間幅の長さは精査の必要な課題である。また、各型式は様式間の区分の基準や移行過程
が明確でないため大枠の把握にとどまり、それぞれに細分が検討されねばならない。
　年代観では、成川式土器と他地域土器との併行関係の検討がこれまで十分に意識されてきたとはいいがたい。
それには搬出入資料の共伴関係の検討が必要であるが、今回、久住猛雄の見解を踏まえて、北部九州土師器編年
との併行関係を軸にあらたな試案を作ってみた（図 6）。これによれば、中津野式土器は従来いわれてきた弥生
時代終末期よりも、古墳時代前期を主体とする時期に、東原式は前期後葉から中期前葉に下がり、辻堂原式は短
くなるといったようにとらえられる。これは檀佳克が提示している九州古墳時代土器の併行関係といくつかの違
いはあるが比較的近い（檀2011）。中津野式土器は弥生時代終末期の土器であるか、古墳時代前期を主体とするか、
この違いは時代史のなかで社会像を描く上には重要な差である。あるいは南島の土器編年、古墳時代の交流観に
与える影響も大きい。九州南部の古代史像を描く上で、成川式土器の研究にはまだまだ基礎的な課題が多く残さ
れているのである。

註
1）　　従来、南薩地域の代表的墓制として立石土壙墓があげられてきたが、時期の判別できる成川遺跡では弥生時代中期後半のも　　

図6　成川式土器の併行関係試案
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成川式土器ってなんだ？

　　のであると再認識されている（中村直 2000）。ただ、その後、指宿市南摺ヶ浜遺跡の調査によって、古墳時代にも長大な石を　　
　　伴う墓の存在は確認されている。
2）　　資料分析は不十分ながら 7世紀に大型の台付甕はなくなる。その容量は土師器甕と共通化していると考えている。
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