
故山内清男博士の写真より

この時期の土器を
よく観察し、こま
かな特徴を把握し
て、土器がどのよ
うに変化してゆく
のかを考える研修
です。



１．パワーポイントを用い、花積下層式以降大木１式
に至るまでの土器編年研究のあゆみを辿って、
土器群のだいたいの特徴や編年的な位置付けを
感じ取っていただく。

２．配布資料をもとに、当館に収蔵されている当該期
資料の特徴を説明する。

３．講堂内に展示した資料を実際に観察して、特徴を
具体的に見ていただく。

４．疑問点などについての質疑応答

本日は、以下のような順序で研修を進めます。



最初に、花積下層式以降から大木１式期の土器群について
は、多くの研究者の方々により土器の報告や、編年研究が
なされており、これまでの研究の歩みを確認しておくこと
が必要なので、研究史について触れてゆくことにします。
研究史を学ぶことも、研修の大事なメニューです。

なお、研究史において
は、研究者名の敬称は
略させていただきます。



今回、研究史を調べてみると、型式名が提唱されてはいるものの、その実態・
内容が不明か、著しく限定的なものしか公表されていなかった土器型式が多
かったことに気が付いた。

大木１式などは、標識遺跡の資料がごく一部の人しか目にふれることができ
なかった状態で、興野義一の「大木式土器理解のために（１）」に掲載された
僅かな写真から実態を推測する時代が長く続いた。

その他二ツ木式（篠遠喜彦１９５５）や三神峯Ⅲ式（林謙作１９６０）なども実像
が限定的か全く公表されていなかった。

二ツ木式については最近になって南山大学博物館所蔵資料や埼玉県の深
作東部遺跡群や貝崎貝塚出土資料で同式に該当するとされる土器が報告さ
れ、三神峯Ⅲ式についても三神峯遺跡出土資料の報告によって内容が明ら
かになったが、果たして三神峯Ⅲ式という型式が成立するのか疑問である。

後述する庚申町式や松原式についても、内容は完全とは言い難い。
ほぼ同じ特徴を持つ土器について一方では型式名を付け、片方では○○遺
跡第○群土器や○○段階などという呼称があり、理解に大変苦しむ。

実態が不明のままや資料が僅少な状態での型式設定や内容の拡大解釈は
研究に混乱をもたらし、遺跡から出土した土器の型式比定に用いずらい
ことを肝に銘じるべし。



昭和４８年に発掘された小高町宮田貝塚から出土し、
宮田第Ⅲ群と分類された土器は、東北地方南部の縄文
時代前期前葉の土器編年に、新たな問題を提起した。

研究史のおさらいは、この宮田第Ⅲ群土器をベースに
して始めてゆくことにいたします。

竹島國基 昭和５０年『宮田貝塚 昭和４８年７月発掘調査報告』小高
町教育委員会 より



縦位の刻目

１段無節縄の側
面押捺

縄の平行押捺

縄の曲線押捺

縄の平行押捺

体部地文は
ループ文

宮田貝塚出土の第Ⅲ群土器とはどのような土器
なのか、ここで一度確認しておきましょう

ちなみに、
宮田貝塚
出土土器の
主なものは、
福島県立
博物館に収
蔵されてお
ります。 この土器は、口縁部の縦位刻目や縄圧痕などやや古い要素を有している。



連続刺突
文帯によ
る幾何学
的な斜交
文様
交点に円
文が施さ
れている

胴部は重層ルー
プ文

４単位波状口縁で波底部に突起あり口縁部に沿って連続刺突文
帯が巡る

この土器以降、宮田第Ⅲ群の主な特徴を持つ土器群である。



重層ループ文帯によ
る幾何学文様

重層ループ文
（ＬＲ）

波状口縁

※ループ文とは、縄文原体
（２段撚り）の上端や側面に
環を作り、それを回転押捺す
ることによってできるワラビ手
状の縄圧痕のことです。

閉端環付ＲＬ 閉端環付ＬＲ



重層ループ文を地文として、磨り消し手法により
屈曲的な文様を描く

いずれもＲＬループ文



連続刺突文帯

円形竹管文

円形竹管文帯

組紐文

爪形状連続刺
突文帯

重層ループ文

円形竹管文

斜行する爪形状連続刺突文帯の交
点が蕨手状に変化する例もある



沈線で縁取ら
れた爪形状連
続刺突文帯に
よる幾何学的
文様

重層ループ文
帯

羽状縄文帯

４単位波状口縁
波底部に突起あり



重層ループ文ＲＬ

羽状縄文

重層ループ文ＬＲ＋ＲＬ

羽状縄文

重層ループ文ＲＬ＋ＬＲ

羽状縄文

重層ループ文



刻目

半截竹管による連続した
山形爪形文

半截竹管による連
続山形文

ループ文

半截竹管による
平行沈線上に３
列の貼瘤列

関東の関山式の影響を受けた
土器も出土している



宮田貝塚出土第Ⅲ群土器の特徴

器形の変化

器形は深鉢がほとんどである。

胎土には繊維が混ぜられている。

土器の立ち上がりは、胴部で一端膨らみ、やや括れたのち口縁
部が外反する形や、口縁部が大きく膨らんで内湾する形、胴部か
ら口縁部にかけて単純に外傾もしくは外反する形などが認められ
る。

波状口縁や小突起を持つ口縁部形態が多い。波状口縁は４単位
が主で、波底部に小突起を有する例がある。

口縁上端（口唇部）にスリット（刻目）を持つ例はほとんどない。

複合口縁の例は認められない。



文様帯の変化

ループ文帯による幾何学文の例が多い。

重層ループ文を地文として磨消手法により文様を描く例がある

連続した刺突文帯や爪形文帯による幾何学文の例も多い。

幾何学文は、山形・逆山形・連続山形・連続斜格子などの直線的
な変化が主で、部分的に蕨手状の曲線変化を組み合わせる。

縄文原体の変化

斜縄文・結束斜縄文・羽状縄文・結束羽状縄文・ループ文・組紐
文・異条斜縄文などが認められるが、特にループ文が多く施され
ていることが特徴。ループ文はＲＬの環付末端もしくは側面環付
の原体を回転させた例が多い。※故山内清男博士は、「日本先史土器の縄文」
の中で、「室浜式、大木１式の側面環付の例は多くＲＬであり、末端環付の例でも、この地方のも
のはＲＬのものが多く、反対の例は希有であった。」と指摘されたが、宮田第Ⅲ群の場合も同じ傾
向が認められた。

原体は零段多条（３条）の例が多い。



底部の変化

一見揚げ底風の平底の例が多い。

底面に、連続刺突文や連続爪形文・縄文を施す例が多い。



このような宮田第Ⅲ群土器は、上川名式よりも新しく、大木１式よ
りは古い時期の所産と推定された。（竹島國基 １９７５年）

上川名Ⅱ式土器 加藤孝 １９５１年 大木１式土器 故山内清男博士撮影写真



近年、宮田貝塚出土の第Ⅲ群土器とされた土器が、ひとつの時期の所産
ではなく、いくつかの時期の土器に分けられる可能性が指摘されている。
下の図の土器については、大木２ａ式または黒浜式に近い時期のものとい
う意見も仄聞するが、改めて、福島市の宇輪台遺跡や原町市の赤沼遺跡、
仙台市の三神峰遺跡、名取市の今熊野遺跡などから出土した大木２ａ式を
見ても、そのような土器は見あたらなかった。

さらに下図の土器を中部高地の有尾式と関連づけて考える向きもある（新
井和之１９８６）が、東北南部の土器変化を無視した意見と言えよう。

当然宮田第Ⅲ群土器内に相当時間幅はあるだろうが、同群土器には大木
２ａ式まで下る要素は認められていない。



宮田第Ⅲ群土器に関連する資料 昭和４５年に発掘調
査された千葉県新田
野貝塚の出土資料
が昭和５０年に立教
大学から報告された。

刻目細隆帯

蕨手状縄圧痕

「く」字状の刻目

立教大学考古学研究会 昭和５０年『新田野貝塚－千葉県夷隅郡大原町所在の縄文時代貝塚－』

条のごく短
い羽状縄文
が胴部に施
されている。
（大人の指
１本分の幅
と考えられ
る。）



花積下層式の最新段階（同式直後の
段階という意見もあり）で、縄文前期土
器編年上、「新田野段階」という名称が
生まれた。

宮田第Ⅲ群土器の
成立を考える上で
最も重要な土器で
ある。



蕨手状の縄圧痕などは花積下層
式の延長で、文様帯構成は、関山
式に近いものがある。いわゆる二
ツ木式直前段階という意見が多い。

ただし、これらの土器が二ツ木式に
含まれるという意見もある。

谷藤保彦 昭和５８年「二ツ木式土
器」『群馬の考古学』（財）群馬県埋
蔵文化財調査事業団十周年記念
論集

双頭をなす波状口縁
円形竹管文



参考までに、二ツ木貝塚出土の、いわゆる二ツ木式土器の写真
を掲載する。

梯子状沈線文 円形竹管文

貼瘤

双頭をなす波状口縁

ループ文

篠遠喜彦 昭和３０年 「千葉県葛飾郡二ツ木第二貝塚」『日本考古学年報３』

梯子状沈線文の平行沈線は、
半截竹管によるものでなく、ヘ
ラにより引いているとのこと。



下村克彦は昭和５６年に、二ツ木式土器は、花積下層式の要素を残しつつも、関山式
土器が確立した段階の土器群と位置付け、「その意味で関山式の最古型式と認識す
るのが正しいと思うのだが、二ツ木式土器の名称を踏襲するのが学史に忠実であろ
う。」と述べている。 下村克彦 昭和５６年「新田野段階花積下層式と二ツ木式土器につい

て」『なわ第１９号』

ただし、主に平行沈線＋梯子状沈線・円形刺突・貼瘤文により文様帯が構成される土器については、関山Ⅰ式の
古段階とし、二ツ木式をⅠ式とⅡ式に細分する案も出されている。（前出 谷藤保彦 昭和５８年論文）

二ツ木貝塚資料については、千葉県史編さん資料『松戸市二ツ木向台貝塚資料調査報告書』（財）千葉県史料研究
財団編集が平成１０年度に出版された。同書には南山大学博物館所蔵の二ツ木向台貝塚史料が掲載されている。

２本の条
により作っ
た結節の
回転文を
重ねてい
る。



関山貝塚１号住居跡からまとまって出土した関山式土器である。庄野靖寿は
１号住居跡から出土した土器群のセットを関山Ⅰ式としている。

庄野靖寿 昭和４９年 『関山貝塚』埼玉県教育委員会関山式に関する論文や細分説は多くあり、こ
こでは逐一紹介は不可能である。



研究史の年代
は一旦新しくな
るが、平成１年
に福島市教育
委員会で報告さ
れた福島市愛
宕原遺跡からも
新田野段階の
土器が出土して
いる。

丸山泰徳・新堀昭宏・武田耕平・堀江格 平成１年『愛宕原遺跡』福島市教育委員会・（財）福島市振興公社



報告では、丸山泰徳がこれらの土器について花積下層式の新しい
段階としているが、特徴から新田野貝塚資料と併行と考えて良い
だろう。



昭和４８年には保角里志により山形県大石田町庚申町遺跡か
ら出土して庚申町Ⅲ群と分類された土器について庚申町式とい
う型式名が仮称ながら、提唱された。

宮田第Ⅲ群土器と同じ特徴を持つ土
器が出土しており、庚申町Ⅲ群は桂
島式に平行し、大木１式より古く位置
付けられた。

保科里志 昭和４８年「山形県大石田町庚申町遺跡の縄文土器について」『山形考古第２巻第２号』



昭和４９年には、仙台市三神峯遺跡出土の資料を白鳥良一が報
告し、第Ⅲ層出土の土器を、大木１式以前の、上川名Ⅱ式および
桂島式の両型式に併行関係にあるものと位置付けた。

宮田第Ⅲ群土器を報じた竹島國基は、白鳥報文を引用しながら、宮田第Ⅲ群土器の出現が東北
南部～関東の土器編年に新たな問題を提起するものと指摘している。

竹島國基は、三神峯第Ⅲ
層土器を宮田第Ⅲ群土器
と併行か一段階新しく位
置付けられる可能性を指
摘した。白鳥良一 昭和４９年 「仙台市三神峯遺跡の調査」『東北の考古・歴史論集』



昭和５２年には、置賜考古学会が米沢市松原遺跡の調査成果を
報告し、出土土器について、秦昭繁が松原式と仮称し、桂島式と
併行関係にあるものと推定した。

橋爪健・秦昭繁 昭和５２年『松原』置賜考古学会



松原遺跡出土土器の特徴は、刺突文帯やループ文帯による幾
何学文様や重層ループ文など、宮田第Ⅲ群土器と共通する点
が多く認められた。



新田野段階の
特徴を持つ土
器も含まれる。

連続刺突
文や連続
爪形文・
円形竹管
文などの
要素も認
められる。



昭和５２年には、宮城県教育委員会が鳴瀬町金山貝塚の発
掘調査成果を報告し、下図の土器について報告者の阿部恵
は、宮田第Ⅲ群土器とほぼ同じ特徴を持つと述べている。

阿部恵他 昭和５２年『亀岡遺跡・金山貝塚』宮城県教育委員会



上川名Ⅱ式

↓

桂島式 － 庚申町式

↓

大木１式 （保角里志 昭和48年）

上川名Ⅱ式

↓

桂島式 － 松原式

↓

大木１式 （秦昭繁 昭和52

年）

上川名Ⅱ式－桂島式－三神峯Ⅲ層土器

↓

大木１式 （白鳥良一 昭和49年）

上川名Ⅱ式 － 花積下層式後半期

↓

宮田第Ⅲ群土器 － 三神峯Ⅲ層土器 － 関山式前期Ⅰ

（三神峯Ⅲ層土器）－ 関山式前期Ⅱ

↓

桂島式 － 関山式後期Ⅰ

↓

大木１式 － 関山式後期Ⅱ （竹島國基 昭和50年）

竹島國基は三神峯Ⅲ層土器
については、宮田第Ⅲ群土器
と併行か１段階新しいものの、
桂島式以前と考えている。

研究者の土器編年各案

赤文字は宮田第Ⅲ群土器もしくは同じ特徴
を持つ土器群・土器型式

（二ツ木式？）

室浜 － 花積下

↓

大木１ － 関山

（山内清男 昭和12年）



研究史上、宮田第Ⅲ群と同じ時期の土器群の編年的位置付け
が桂島式と併行か古い位置に置かれているため、桂島式がど
のような土器なのか、一度確認しておきたい。

複合口縁
口縁のスリット

羽状縄文 結束羽状縄文



結束羽状縄文

羽状縄文

桂島式は、宮城県桂島貝塚から出土した土器で、写真
のような特徴がある。

林謙作 昭和３５年「宮城県桂島貝塚出土の前期縄文式土器群」考古学雑誌第４６巻第３号



結束羽状縄文

このような特徴を持っ
た土器群は、昭和５５
年に報告された宮城
県宇賀崎貝塚から出
土してＢⅠ～ＢⅤ類
に分類された上川名
Ⅱ式期の土器群の中
に類例が多く認めら
れる。

ちなみに宇賀崎貝塚
ＢⅠ～ＢⅤ類土器は
新潟県巻町の布目遺
跡資料が併行関係に
ある土器として注目さ
れている。

少なくとも宮田第Ⅲ
群土器が、桂島式よ
り古いことはありえ
ず、併行関係も疑問
である。



それでは、前期前葉の土器編年の大きな区切りとなる大木１式に
ついてはどのように理解されてきたのかふり返ってみよう。

最初大木１式の基準資料となったのは、故山内清男博士が撮影した大木囲貝塚出土の大木１式
土器の写真だけであった。しかもその写真は博士の存命中は一部（岩手県史）を除いて未公開同
然であった。

昭和４９年に仙台市三神峯遺跡の発掘成果が報
告され、Ⅱ層出土の土器について白鳥良一が直
接型式提唱者の山内清男博士にうかがって、大木
１式に相当するものである旨の教示が得られた。

したがって、三神峯遺跡Ⅱ層土器は大木１式の内
容を理解する上で、まとまった貴重な資料とされて
いる。

仙台市三神峯Ⅱ層土器
白鳥良一 昭和４９年 「仙台市三神峯遺跡の調査」



ループ文や羽状縄文が多用され、他に異条斜縄文や組紐回転文、結節回転文が施される。口縁
部にスリットはない。刺突文帯やループ文帯による幾何学文様帯も認められない。底面に縄文が
施される土器は多い。



昭和６１年に報告された宮城県名取市今熊野遺跡からは、竪穴住居跡から大木１式土
器がまとまって出土した。報告者の村田晃一は、出土した第１群土器を三神峯遺跡資
料と比較して、大木１式に比定している。

１５号住居跡出土土器

村田晃一他 昭和６１年『今熊野遺跡Ⅱ』宮城県教育委員会より

このような事例の確認により、大木１式という土器型式とその
型式の時期が存在したことが確認されたが、東北南部に普遍
的な型式かどうかというと、それは別問題と考えられる。



上川名式

堂森Ｂ

原頭Ⅱ群

宇賀崎下層

松原 前田

三神峯第Ⅲ層

大木１式 三神峯第Ⅱ層

羽白Ｄ

宮田Ⅲ群

（布目）

関山Ⅰ式

関山Ⅱ式

花積下層式

大木２ａ式

三神峯第２ａ層

三神峯第Ⅰ層

糠塚遺物包含層

植房式

桂島

東北地方 関東地方

平成２年には、相原淳一により土器編年が発表された。

相原淳一 平成２年「東北地方における縄文時代早期後葉から前期前葉にかけての土
器編年－仙台湾周辺の分層発掘資料を中心に－」『考古学雑誌第７６巻第１号』



福島県内では、昭和５５年以降、阿武隈高地の遺跡分布調査や、
広域農業開発事業・工業団地開発事業・ダム建設などにともなう
発掘調査によって、宮田第Ⅲ群土器の時期（花積下層式期以降大
木１式期以前）の資料がいくつもの遺跡から出土するようになった。

田村市（旧都路村）遠上前Ａ遺跡

川内村田ノ入遺跡 郡山市地蔵田Ｂ遺跡



昭和６０年から平成３年に
かけて発掘調査された相
馬市段ノ原Ａ遺跡・段ノ原
Ｂ遺跡からは、数多くの前
期前葉の資料が出土し、
平成７年に報告されたが、
吉田秀享は花積下層式
（上川名Ⅱ式）期から宮田
第Ⅲ群土器の時期に至る
までの文様帯を形成する
Ⅱ群土器の変遷案を機軸
に土器編年案をまとめた。
吉田秀享・山口晋 平成７年 「段ノ原Ａ
遺跡」「段ノ原Ｂ遺跡」『相馬開発関連遺
跡調査報告Ⅲ』



Ⅰ期・Ⅱ期は、桂島式や布目式・あるいは二ツ木式もしくは新田野段階と呼ばれる土
器群との関連性が指摘でき、併行関係にあると述べている。



Ⅲ期については、関山Ⅰ式に併行するものとしている。吉田は、宮田第Ⅲ群土器につ
いてはⅢ期に含めており、Ⅱ期については宮田第Ⅲ群土器と分けて考えている。



吉田秀享による編年案は、従来宮田第Ⅲ群土器の時期とされて
きた土器群について、その内容の変化を細かく考察した点が注
目される。

特に花積下層式の最新段階に併行すると考えられるⅠ期と、従
来の宮田第Ⅲ群土器期と考えられるⅢ期との間に、下図のよう
な土器の時期であるⅡ期を設定したことが、吉田編年の最大の
特徴と言える。

吉田が最も重要視した変化は、
花積下層式最新段階の蕨手状
モチーフが変化しながら引き継
がれている点である。

Ⅰ期
Ⅱ期



吉田が分類した段ノ原Ａ・Ｂ遺跡のⅡ期に相当する資料が、他の遺跡にもあり、そ
のような時期がみとめられるのかが課題となったが、平成９年に吉田が相馬市山
田Ｂ遺跡や猪倉Ｂ遺跡の資料を含めて相馬開発関連遺跡調査事業の成果を総括
した中でも、新潟県新谷遺跡や宮城県前田遺跡、山形県一ノ坂遺跡やにひゃく寺
遺跡などの名前を挙げ「Ⅱ－４類土器（段ノ原Ⅱ期相当）に相当する資料は、比較的広
範囲にわたって確認でき、各地域の横の繋がりが想定できる」と述べている。さら
に、平成７年以降の福島市摺上川ダム関連の獅子内遺跡の発掘調査によっても、
段ノ原Ａ・Ｂ遺跡のⅡ期に相当する資料を改めて確認することができた。



福島市獅子内遺跡から出土した縄文前期土器について、鈴鹿良一が考察を行
い、Ⅱ群２類と分類した土器群について、２ａ類と２ｂ類に細分した。

主に結束縄文を使った土器や、それと共通する特徴を備えた土器群をⅡ群２ａ
類と分類した。

鈴鹿良一 平成１１年「Ⅱ群２類土器について」『摺上川ダム遺跡発掘調査報告Ⅷ 獅子内遺跡（第４次調査）』



福島市獅子内遺跡第Ⅱ群２ａ類土器

結束縄文を地文としている例がほとんどで、連続した爪形状刺突文帯やいわ
ゆる二ツ木式に特徴的な梯子状沈線文などにより文様帯が構成される例も含
めている。



福島市獅子内遺跡第Ⅱ群２ａ類土器

鈴鹿は、獅子内第Ⅱ群２ａ類と２ｂ類は時期差のある土器群であることを、
住居跡からの出土状況などから指摘している。



福島市獅子内遺跡第Ⅱ群２ａ類土器



福島市獅子内遺跡第Ⅱ群２ａ類土器



福島市獅子内遺跡第Ⅱ群２ａ類土器

鈴鹿が第Ⅱ群２ａ類土器と分類した土器
には、吉田秀享が段ノ原Ⅱ群のⅡ期とし
て分類した土器も含まれているが、それ
だけではなく、段ノ原Ⅱ群のⅢ期とした
土器も含まれている。これは、両者の土
器分類基準に若干違いがあることによ
るものであろう。



福島市獅子内遺跡第Ⅱ群２ａ類土器



福島市獅子内遺跡第Ⅱ群２ａ類土器

鈴鹿の分類基準は、文様要素、特に前代の花
積下層式に多様された要素の有無や、古い文
様要素と他の要素との同居関係などを観察して、
獅子内第Ⅱ群２類土器を分けているのに対し、
吉田は文様帯モチーフの差異を機軸としており、
結果両者には共通点と差異点が生じているが、
吉田の段ノ原Ⅱ期とした土器は全て鈴鹿の獅子
内第Ⅱ群２ａ類に含まれている点は確認された。



ループ文が地文の主体で幾何学的な図形の文様帯をが施された土器群を２ｂ
類とした。



鈴鹿良一 吉田秀享

獅子内第Ⅱ群１類 段ノ原Ⅱ群Ⅰ期

獅子内第Ⅱ群２ａ類 段ノ原Ⅱ群Ⅱ期＋Ⅲ期の一部

獅子内第Ⅱ群２ｂ類 段ノ原Ⅱ群Ⅲ期

吉田と鈴鹿の編年観をまとめると、以下のようになるだろう。

獅子内第Ⅱ群２ａ類の時期や段ノ原Ⅱ期については、さらに検討
の余地は残るものの、花積下層式以降、２つの土器の時期が存
在することは確かなようである。そのうち、獅子内第Ⅱ群２ｂ類・段

ノ原Ⅱ群Ⅲ期の土器は、宮田第Ⅲ群土器とほぼ同じ時期の所産
と考えられよう。

まだまだ課題は残るが、少しずつ研究の目安が具体的になりつつ
ある感がする。



最後に、大木１式期の土器としてはどのような資料があるのか、また
まだ資料が不足しているが、先に紹介した吉田秀享による段ノ原Ⅲ期
の最も新しい段階や、大熊町上平Ａ遺跡９号住居跡や相馬市山田遺跡
１号住居跡出土資料が該当しそうである。

門脇秀典・坂田由紀子 平成１５年「上平Ａ遺跡」『常磐自動車道遺跡調査報告３７』より



門脇秀典・坂田由紀子 平成１５年「上平Ａ遺跡」『常磐自動車道遺跡調査報告３７』より



大河原勉 平成１６年「山田遺跡」『常磐自動車道遺跡調査報告３８』より



上川名Ⅱ式 ＋ 花積下層式

＋ （段ノ原Ⅱ群Ⅰ期） （新田野段階花積下層式）？

＋？ （段ノ原Ⅱ群Ⅱ期） （二ツ木式）？

＋ （段ノ原Ⅱ群Ⅲ期） 関山Ⅰ式

大木１式 （段ノ原Ⅱ群Ⅲ期の 関山Ⅱ式

最も新しい段階）
大木２ａ式 （宇輪台・弘源寺貝塚資料等） 植房式・黒浜式

仙台湾周辺 福島県 関東

今までの編年研究の到達点は、現時点では上記の状態だと思
う。当初は仙台湾周辺を機軸とした編年研究だったが、福島
や山形の資料を加えることにより具体性が増し、関東編年と
の詳細な比較が可能になったかに見えたが、関東編年自体に
も課題が残り、まだまだ研究の途上にあると言えよう。



結束羽状縄文

（宇賀崎貝塚ＢⅠ～ＢⅤ類など）

短条の羽状縄文

（新田野段階花積下層式期）

ループ文

条の長い羽状縄文

花積下層式の段階 宮田第Ⅲ群土器の段階 大木１式期の段階

（参考）

縄文原体の特徴も、各期によって異な
る。それぞれに、最も多く使われた縄
文の例である。

縄文の変化は、大変重要な視点である。



研究のあゆみを、大変粗くふり返ってみました。こまかく
お話すれば、それだけで２日ぐらいかかってしまいます。
だいたいの感じはつかみ取っていただけたでしょうか。


