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日本人と木 

日本列島は温暖湿潤な気候のため、 

森林が発達。 

古来より、建築材や伝統工芸として 

使用され続けている、現在も我々の身近にある資源である。 

EX）ヨーロッパの石の文化VS日本の木の文化 

      （平野の森林VS山の森林） 

中原2018より 



左：パルテノン神殿 

  （ギリシア） 

  BC５世紀 大理石製 

右：法隆寺（日本） 

  AD７世紀 木製 

 ＊世界最古の木製建造物群 



スギ ケヤキ ヒノキ 

クワ アカガシ 

トチノキ 

クリ 

クルミ 

ツバキ 

カエデ 



考古学と木製品 

日本列島の多くが火山活動によってできた土地であるた
め、酸性土壌である。また地中には菌類や微生物が生存。 

 

有機質素材（木製品、骨など）は分解され残りにくい！ 

※有機質素材とは？…生物由来の炭素原子で構成された物質を含む素材 



そんな日本でも 

有機質遺物が見つかる環境が！！ 

地下水が豊富で水位が高い場所 

（低湿地や潟湖周辺など） 
※分解する菌類や微生物が生育しにくい 



１９９７年  
鳥取県で日本随一の有機質遺物
の出土量を誇る遺跡を発見！！ 



青谷上寺地遺跡 
 あおや  かみじち  いせき 

上：星雲文鏡 

右：鉄斧 
上：窓枠状木製品 

左：弥生時代最長の柱 



勾玉 
木製容器類 

花弁高杯 かご 骨角器（釣針・銛頭） 

人骨 



左：銅のヤジリが刺さった腰骨 

上：弥生人の脳 



鳥取西道路の発掘調査（２００８年～２０１６年） 

・千代川西岸～湖山池南岸の低湿地や丘陵上の調査 

・気高町～青谷町の低湿地や丘陵上の調査 

千
代
川 

湖山池 

本高 

青谷町 

鹿野町 

気高町 



出土木製品 
・コンテナ約５０００箱分（約６００００点）！！ 

・現在、そのほとんどは各施設で水漬け状態で保管 

・調査研究や保存処理を行うための基礎作業を実施 





鳥取県の木製品と自然の関係 

〇縄文時代（約2500～3000年前） 

・本高弓ノ木遺跡…縄文時代晩期～弥生前期の貯木場 

・高住井手添遺跡…縄文時代晩期の編組製品製作場？ 

 
〇弥生時代（約1800～2000年前） 

・高住井手添遺跡…弥生時代中期の溝の堰や護岸 

・青谷上寺地遺跡…弥生時代後期の多種多様な木器 

 
〇古墳時代（約1700～1800年前） 

・本高弓ノ木遺跡…古墳時代前期の護岸工事跡 



〇縄文時代  

本高弓ノ木遺跡 





本高弓ノ木遺跡 

・釣山の麓の谷底平野に立地。 

 
・縄文時代後期から近世（約4,000～400年前）まで 

 の遺跡 

 
・縄文時代晩期後半～弥生時代前期（約3,000～ 

 2,500年前）の大型河川である710溝より、400点 

 を超える木材が出土⇒貯木場（西日本では初？） 



710溝 



本高弓ノ木遺跡 710溝 



ケヤキの大木 

    ×２ 

 
直径 １ｍ 

 
長さ 11ｍ超 





949構造物 



出土遺物 

鍬先 アカガシ亜属 柾目板 

二脚盤 ヤマグワ  

弥生時代になると農具の生産が中心
となり、材質はアカガシ亜属。基本
は、みかん割した板からつくられ、
木取りは柾目となる。 



樹種と種別の関係について 

下江健太 2017・2019「西日本における縄文時代の水場 

 利用について（上）（下）」『調査研究紀要』８・10    

 鳥取県埋蔵文化財センター 

・本高弓ノ木遺跡710溝出土木材を、樹種・
種別毎に分析し、さらの大きさの比較から、
貯木の実態、縄文時代の木材加工技術につい
て解明 



出土木材を芯持丸太、板材、分割材に分
類し、さらに細分し、樹種との組み合わ
せを分析 



最も多い樹種 

カエデ属…約６割が芯持丸太 

 
第２位のヤマグワ…カエデ属 

         と同じ 

 
杭の利用も多い事から、
土木材？ 

第３位のスギ…芯持丸太２％ 

         分割材25％ 

 
アカガシ亜属…スギと同じ 

       分割材60％ 

 
 

 

貯木対象。スギはすぐに
製品にしている？ 



          樹種グループ毎の法量分布 

（Aグループ：カエデ属、ヤマグワ）（Bグループ：スギ、アカガシ亜属） 



（結論） 

・31種類の多様な樹種が存在する。 

・カエデ属とヤマグワは、芯持丸太や杭との相関性が高い。 

・スギとアカガシ亜属は、製品と分割材との割合が高い。 

・その他の樹種グループにも分割材が一定量ある。 

・分割材は、大型で、縦割材が多く、弥生時代でよくみられるみかん割材 

 が少ない。 

特定の何かをつくるための貯木ではなく、様々な
木器の製作ができるよう、周辺の樹木を伐採し、
荒い初期段階の分割を行って貯木していた。 

 
分割方法は３分の１分割や半割を基本とした、縄
文的なものであった。 



本高弓ノ木遺跡の木材分割法 



高住井手添遺跡 





高住井手添遺跡 

・湖山池南岸の谷底平野に立地。 

 
・縄文時代早期から弥生時代後期（約10,000～ 

 1,800年前）までの遺跡 

 
・縄文時代晩期後半～弥生時代前期（約3,000～ 

 2,500年前）の大型河川である４溝・６溝より、  

 編組製品が13点出土⇒編組製品の製作場？ 



高住井手添遺跡 ４溝・６溝 

直径40㎝以上、長さ３～７ｍの大木で堰状の遺構を３箇所つくる 





横木C 



横木B 





編組製品（ヒノキ+テイカカズラ） 





編組製品の素材（ヒノキ） 



トチの実 



編組製品について 

野田真弓・本間一恵 2005「第３章 
青谷上寺地遺跡出土のかご」野田真
弓・茶谷満編『鳥取県埋蔵文化財セン
ター調査報告８ 青谷上寺地遺跡出土
品調査研究報告１ 木製容器・かご』
鳥取県埋蔵文化財センター 

弥生時代の遺跡として著名な青谷上寺地遺跡か
らも編み物が66点出土しており、それらを詳細
に分析している。 



縁部分や胴部、底部等で異な
る編み方を詳細に観察し、そ
の組み合わせを分析。 

 

 
材質について検討した所、ほ
ぼ全てマタタビ 

 

 

縄文時代の高住井手添遺
跡例はヒノキ 



桂見遺跡 
・湖山池南東岸の遺跡 

・多くの縄文時代後・晩期の木製品出土 

・杓子と杓子の未成品出土（ケヤキ） 

※栗谷遺跡では貯蔵穴から出土（ヤマグワ） 

 他地域ではイヌガヤなどの針葉樹多い。 

その他 

・容器類…ヤマグワ、トチノキ、スギ 

     他地域ではサクラ属、クリ、ケヤキ、イヌガヤなど 

 
・丸木船…スギ 

     他地域ではカヤ、クリ、ムクノキ、ケヤキ、クスノキなど 

 



○弥生時代中期 
 高住井手添遺跡  
・弥生時代中期の溝の護岸や堰に使用された木製構  

 造物の杭材が１０００点弱出土。 

堰 護岸 





○弥生時代後期 
 青谷上寺地遺跡 
・「地下の弥生博物館」と称される豊富な出土品 
・木製品は、建築材と容器類が多い。 

上：窓枠状木製品
左：弥生時代最長の柱 木製容器類 



建築材について 

青谷上寺地遺跡出土建築材の樹種    

    （掘立柱建物） 

鳥取県内の竪穴住居の樹種 

つくる住居によって木材を選択している 

（掘立柱…スギ 竪穴…クリなど） 

中原2018より 

中原2018より 



容器について 

つくる容器によって木材を選択している 

（精製品…ヤマグワ 粗製品…スギ） 

※縄文時代はヤマグワ、トチノキ、スギを使用 

中原2018より 



青谷上寺地遺跡の景観復原 



○古墳時代前期 
 本高弓ノ木遺跡 
・落ち込み状の遺構に何重もの護岸のための木製構 
 造物が確認される。（杭２０００本弱） 
・日本最古級の土のうがみつかる。 







中原計 2018『森と生きた人々－鳥取県の遺跡から－ 鳥取  

 県史ブックレット19』鳥取県 

頒布価格 ５００円 

本高弓ノ木遺跡や高住井手添遺跡出土木材 

の樹種同定分析から、縄文時代以降の鳥取 

県の樹種資源の利用について概観 



樹種同定について 

・製品 

・自然木や丸木杭 

製作者の選択性 

周辺環境の復元 

アカガシ亜属 スギ 

顕微鏡写真 



 縄文時代の杭の樹種 
 

弓ノ木…カエデ属、ヤマグワ、クリ、オニグルミ、 

     トチノキ 

 
井手添…カエデ属、ヤブツバキ、クリ、ヤマグワ、 

     ムクロジ… 

落葉広葉樹の利用割合が多く、常緑広葉樹は少ない。 

現在よりもやや寒冷化した気候 

 
丘陵部…（落広）クリ、トチノキ、カエデ属 

      （常広）アカガシ亜属、タブノキ属、 

        ヤブツバキ 

 
平地…オニグルミ、ヤナギ属、エノキ、ケヤキ 

 
     

本高弓ノ木 縄文晩期 

高住井手添 縄文晩期 



 弥生時代の杭の樹種 
 
井手添…弥生時代中期 

    シイノキ属、サカキ、ヤブツバキ、クリ、 

    アカガシ亜属、ヤナギ属、タブノキ 

高住井手添遺跡の樹種構成 

縄文晩期 弥生中期 
 

 
※縄文時代晩期にみられたオニグルミやトチノキはほとんど見当たらない。 

 
丘陵部…（常広）シイノキ属、ヤブツバキ、タブノキ、アカガシ亜属 

    

平地…ヤナギ属、エノキ、ヤマグワ、ハンノキ属、マツ属、コナラ節 

 
     
縄文時代晩期は寒冷化しており、その後、弥生時代を通じて温暖化していく。 

常緑広葉樹の利用割合が多い。 

現在とほぼ同じような気候。 



 古墳時代の杭の樹種 
 
弓ノ木…古墳時代前期 

    ヤブツバキ、スギ、シイノキ属 

    タブノキ、アカガシ亜属、サカキが多い 

常緑広葉樹の利用割合が多い。 

現在とほぼ同じような気候。 

※縄文時代晩期にみられたオニグルミやトチノキはほとんど見当たらない。 
 

 

 
丘陵部…（常広）シイノキ属、ヤブツバキ、タブノキ、アカガシ亜属 

    

平地…ヤナギ属、エノキ、ヤマグワ、ハンノキ属、マツ属、コナラ節 

 
     弥生時代中期から古墳時代にかけては大きな変化はなし。 



 古墳時代以降の樹種 
○古代（奈良・平安時代）…木製祭祀具が多量に出土 

 

ほとんどがスギ 

※他地域（島根県）ではほとんどがヒノキ（容器含む） 



 ○中世（鎌倉・室町時代）…文献記録による因幡の木材 

・永正八年（１５１１年）円通寺壁書写（兵庫県豊岡市） 

  明徳五年（１３４９年）以降、因幡国津井郷を所領 

  「因州年貢米ならびに材木、着岸相違あるべからざるの事」 

  

・天正四年（１５７６年）鰐淵寺文書（島根県出雲市） 

  鰐淵寺の本堂建立の際、毛利氏の助力で、 

  「因州において材木取り用」いることとなった 

いずれも遠隔地に、因幡の木材の需要があり、重要な物産で
あったことを示す 



 ○中世以降 

・古墳時代以降、須恵器窯や製塩活動の燃料材の増加 

二次林の形成＝マツ属の増加 

・近世（江戸時代）の遺跡出土杭→ほぼマツ属 

 鳥取城の擬宝珠橋の橋脚→マツ属とクリ（いずれも広葉樹） 

変化の時期はいつ頃？ 

（変化の要因） 

・環境の変化？…使用する木材が限られる？ 

・技術革新（大鋸の登場）…加工しにくかった材も利用可能に 



 スギ材の多用地域 
 

・日本海沿岸地域は、針葉樹を多用する地域（＋静岡県） 

    年間降水量との関係 

 
・鳥取県は縄文時代以来、現代に至るまで 

 スギを多用してきた地域 

 

 

ツバキ 

中原2018より 

中原2018より 



 スギ材の多用地域 
 

○静岡県登呂遺跡（弥生時代後期） 

  

 ・共通する点…建築材や容器（槽、盤）に多  

        くスギが使用される 

 
  ・異なる点…高杯や杓子などにも多くスギ 

        が使用される 

各地の植生にあわせて、長い歴史の中でそれぞれの地で独自に
育まれたもの（＝地域文化） 

中原2018より 



まとめ 

・縄文時代晩期の本高弓ノ木遺跡と高住井手添遺跡では、自然河川に大  

 木を横たわらせ、堰状の遺構をつくり、水流や水量をコントロールし 

 て、木材を水漬けし、貯木や木器製作の場としていた。 

・鳥取県では、寒冷化していた縄文時代晩期から弥生時代にかけて温暖  

 化しており、弥生時代中期には既に温暖化し、古墳時代へと続く。 

自然環境と人類との関係性を考える上で、鳥取県は重要な 

資料が多く出土。まさにいにしえの木の王国と言える。 

・鳥取県では、スギ材が縄文時代以降、現代まで多用されている。何ら 

 かの管理が古くからされていたのでは？ 


