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山内清男博士「亀ケ岡式精製土器の文様帯を示す模式図」昭和７年「山内清男博士「亀ケ岡式精製土器の文様帯を示す模式図」昭和７年「ⅢⅢ縄紋縄紋

器の終末」器の終末」『『日本遠古の文化日本遠古の文化』』ドルメン１ノ７ドルメン１ノ７

今を遡ること約三千年～二千五百年前の縄文時代晩期、今を遡ること約三千年～二千五百年前の縄文時代晩期、
奥州一円に広がりを見せた亀ケ岡式土器は、縄文土器奥州一円に広がりを見せた亀ケ岡式土器は、縄文土器
文化の最後の華とも言うべき妖しく美しき変化を見せ文化の最後の華とも言うべき妖しく美しき変化を見せ
たのでございました。たのでございました。

亀ケ岡式土器は、奥州北部を中心として、北は渡島から南は磐城亀ケ岡式土器は、奥州北部を中心として、北は渡島から南は磐城
國・岩代國にいたるまでの広がりを見せましたが、故山内清男博國・岩代國にいたるまでの広がりを見せましたが、故山内清男博
士が設定された大洞各型式の変化に沿いながらも、各地で独特の士が設定された大洞各型式の変化に沿いながらも、各地で独特の
変化が見られたのです。特に岩代國阿賀川流域は大洞Ａ式期以降、変化が見られたのです。特に岩代國阿賀川流域は大洞Ａ式期以降、
越乃國の影響を強く受けたことが知られております。本日は、福越乃國の影響を強く受けたことが知られております。本日は、福
島における大洞各型式の文様変化をご紹介してまいります。島における大洞各型式の文様変化をご紹介してまいります。



亀ケ岡式土器は、山内清男博士の岩手県大洞貝塚の調査によ亀ケ岡式土器は、山内清男博士の岩手県大洞貝塚の調査によ
り、古い順から大洞Ｂ式・大洞Ｂ－Ｃ式・大洞Ｃ１式・大洞り、古い順から大洞Ｂ式・大洞Ｂ－Ｃ式・大洞Ｃ１式・大洞
Ｃ２式・大洞Ａ式・大洞Ｃ２式・大洞Ａ式・大洞Ａ‘Ａ‘式の６型式が提唱されました。式の６型式が提唱されました。

その後、大洞Ｂ式はＢ１式とＢ２式に、大洞ＢＣ式はＢＣ１その後、大洞Ｂ式はＢ１式とＢ２式に、大洞ＢＣ式はＢＣ１
式とＢＣ２式に、大洞Ａ式はＡ式とＡ２式に細分されており式とＢＣ２式に、大洞Ａ式はＡ式とＡ２式に細分されており
ます。ます。

福島県内の大洞各型式期の土器は、北奥の土器と比較すると、福島県内の大洞各型式期の土器は、北奥の土器と比較すると、
亀ケ岡式文化圏の周辺部に位置しているためか、地域色が強亀ケ岡式文化圏の周辺部に位置しているためか、地域色が強
く、大洞Ａ式の時期の土器などは、「大洞Ａ式土器」と呼ぶく、大洞Ａ式の時期の土器などは、「大洞Ａ式土器」と呼ぶ
よりは「大洞Ａ式期の土器」と表現した方が良いようで、地よりは「大洞Ａ式期の土器」と表現した方が良いようで、地
域色を考慮した土器型式の呼び方を用いることにします。域色を考慮した土器型式の呼び方を用いることにします。

今回の講座は、土器の編年研究研修というよりは、福島県内今回の講座は、土器の編年研究研修というよりは、福島県内
の大洞各型式期の土器の文様変化をビジュアルに研修するこの大洞各型式期の土器の文様変化をビジュアルに研修するこ
とに主眼を置いたことをご理解下さい。とに主眼を置いたことをご理解下さい。
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亀ケ岡式土器の基本的文様亀ケ岡式土器の基本的文様
変化を覚えましょう変化を覚えましょう

「企画展「企画展 縄文の四季－亀ケ岡文化の世界－」福島県立博物館１９８９縄文の四季－亀ケ岡文化の世界－」福島県立博物館１９８９ よりより

亀ケ岡式土器の亀ケ岡式土器の

文様変化は、基文様変化は、基
本的に、三叉文本的に、三叉文
から始まり、羊から始まり、羊
歯状文・雲形文歯状文・雲形文
へ変化した後、へ変化した後、

工字文へ姿を変工字文へ姿を変
え、変形工字文え、変形工字文
に至って次世代に至って次世代
の弥生土器にバの弥生土器にバ

トンタッチいたトンタッチいた
します。します。
このような基本このような基本
的文的文様様は、さらは、さら
に、地域や遺跡に、地域や遺跡

で様々に変化いで様々に変化い
たしますたします。。



縄文土器には口縁部や頸部・胴部などの部位がありますが、それぞれの部位に文様が縄文土器には口縁部や頸部・胴部などの部位がありますが、それぞれの部位に文様が

帯状に巡っています。それのことを文様帯と言います。故山内清男博士により文様帯系帯状に巡っています。それのことを文様帯と言います。故山内清男博士により文様帯系
統論が提唱されておりますが、亀ケ岡式土器理解のためには、文様帯の変化を理解す統論が提唱されておりますが、亀ケ岡式土器理解のためには、文様帯の変化を理解す
る必要があります。る必要があります。

口頸部口頸部文様帯文様帯

体部体部文様帯文様帯

体部体部文様帯文様帯かか

ら分裂した頸ら分裂した頸
部部文様帯文様帯

山内清男 昭和39年「Ⅴ文様帯系統論」『日本原始美術Ⅰ』講談社

山内清男 昭和16年

「日本先史土器図譜
Ⅹ集」より

東京都小豆沢貝
塚出土安行３ａ式
土器



東北地方後期半ば～後期末東北地方後期半ば～後期末 関東地方晩期（安行３ａ式）関東地方晩期（安行３ａ式）

東北地方晩期（亀ケ岡式）東北地方晩期（亀ケ岡式）

ⅠⅠ

ⅡⅡ
ⅡⅡａａ

ⅡⅡ

ⅡⅡｃｃ

ⅠⅠ

ⅡⅡ

晩期晩期後期後半後期後半
東北地方後期後半の土器は東北地方後期後半の土器はⅡⅡ文様帯が文様帯がⅡⅡａとａと

ⅡⅡに分かれて、に分かれて、ⅠⅠ・・ⅡⅡａ・ａ・ⅡⅡの順になるが、晩期の順になるが、晩期
になるとになるとⅡⅡ文様帯が再び文様帯が再びⅡⅡｃｃととⅡⅡに二分される。に二分される。
ⅡⅡｃｃは幅狭く主として口頸部に位置する。は幅狭く主として口頸部に位置する。

口縁部口縁部

頸部頸部

体部体部山内清男 昭和39年「Ⅴ文様帯系統論」『日本原始美術Ⅰ』講談社

後期前半後期前半



大洞Ｂ式土器は、口頸部に大洞Ｂ式土器は、口頸部にⅡⅡｃｃ文様帯が巡る土器で文様帯が巡る土器で

あるが、その前に文様帯あるが、その前に文様帯ⅠⅠ・・ⅡⅡａ・ａ・ⅡⅡからなる三叉文からなる三叉文
が施された土器群の時期（東京都小豆沢貝塚出土が施された土器群の時期（東京都小豆沢貝塚出土
安行３ａ式土器に代表されるような）が確認され、大安行３ａ式土器に代表されるような）が確認され、大
洞Ｂ１式と細分された。洞Ｂ１式と細分された。

ⅠⅠ

ⅡⅡａａ

ⅡⅡ

須賀川市洞川岸Ａ遺跡出土の土器で、大洞Ｂ須賀川市洞川岸Ａ遺跡出土の土器で、大洞Ｂ

式でも古い段階の所産（大洞Ｂ１式期）と推定式でも古い段階の所産（大洞Ｂ１式期）と推定
される。される。

ⅠⅠ文様帯は、山形突起の基部に三叉状文様帯は、山形突起の基部に三叉状
の刻み込みやの刻み込みや魚眼状魚眼状三叉文が施される。三叉文が施される。

ⅡⅡａ文様帯は、入組帯状文のａ文様帯は、入組帯状文の端端部に三部に三
叉状の刻み込みが施される。叉状の刻み込みが施される。

ⅡⅡ文様帯は、入組帯状文の入組部に文様帯は、入組帯状文の入組部に
魚眼状の魚眼状の三叉文の刻み込みが施され三叉文の刻み込みが施され
る。る。

魚眼状三叉魚眼状三叉
文（玉抱き文（玉抱き
三叉文とも三叉文とも
いう）いう）

「母畑地区遺跡分布調査報告「母畑地区遺跡分布調査報告ⅦⅦ」１９８３年」１９８３年 よりより



十腰内第十腰内第ⅥⅥ群土器群土器 今井富士雄・磯崎正彦今井富士雄・磯崎正彦 １９６９年１９６９年『『十腰内十腰内』』青森県弘前市十腰内縄文式遺跡調査予報より青森県弘前市十腰内縄文式遺跡調査予報より

山内山内 私は亀ケ岡式の文様を頸部と体部の文様をあげてその変遷を非常に簡単に示したわけですね。そのうちに私は亀ケ岡式の文様を頸部と体部の文様をあげてその変遷を非常に簡単に示したわけですね。そのうちに
中間の形式がみつかってＢの前にもう一つ、ＢとＢＣの間にもう一つ中間の形式がみつかってＢの前にもう一つ、ＢとＢＣの間にもう一つ…………

平山平山 いまおっしゃったＢの前っての型式名はどうなんですか？いまおっしゃったＢの前っての型式名はどうなんですか？

山内山内 磯崎君が書いていますがね。十腰内の磯崎君が書いていますがね。十腰内のⅥⅥか？か？

山内山内 ………………形式としてはＢ１、Ｂ２としてるんです。それからＢＣ１にしてＢＣ２にして、Ｃ１Ｃ２で、Ａの次にＡ２とやっ形式としてはＢ１、Ｂ２としてるんです。それからＢＣ１にしてＢＣ２にして、Ｃ１Ｃ２で、Ａの次にＡ２とやっ

ちちゃゃうんです。その次がＡうんです。その次がＡ‘‘。Ａ２ってやつは文様帯の幅がせまくなっちゃうんだな。。Ａ２ってやつは文様帯の幅がせまくなっちゃうんだな。

聞きて平山久夫・安藤幸吉・中村五郎聞きて平山久夫・安藤幸吉・中村五郎 昭和４６年「山内清男先生と語る」昭和４６年「山内清男先生と語る」『『北奥古代文化第３号北奥古代文化第３号』』 ７１Ｐ記載７１Ｐ記載

第第ⅥⅥ群土器の在り方についての私達の考え方は、この式が亀ケ岡式に近く、晩期最古の型式として理解しようと群土器の在り方についての私達の考え方は、この式が亀ケ岡式に近く、晩期最古の型式として理解しようと
する立場に他ならない。つまり、第する立場に他ならない。つまり、第ⅥⅥ群土器は大洞Ｂ式の中に含め、これまで大洞Ｂ式として理解されてきたもの群土器は大洞Ｂ式の中に含め、これまで大洞Ｂ式として理解されてきたもの
は大洞Ｂ式の新しいものとしてＢ２式とし、第は大洞Ｂ式の新しいものとしてＢ２式とし、第ⅥⅥ群的なものを先行型式としてＢ１式と呼び、大洞Ｂの中に細別型式群的なものを先行型式としてＢ１式と呼び、大洞Ｂの中に細別型式
の存在を認めようとするのである。の存在を認めようとするのである。

今井富士雄・磯崎正彦今井富士雄・磯崎正彦 １９６９年１９６９年『『十腰内十腰内』』青森県弘前市十腰内縄文式遺跡調査予報青森県弘前市十腰内縄文式遺跡調査予報 ３８５Ｐ記載３８５Ｐ記載

大洞Ｂ式をＢ１式とＢ２式に細別したいきさつ大洞Ｂ式をＢ１式とＢ２式に細別したいきさつ



「（十腰内）第「（十腰内）第ⅥⅥ群土器は群土器は 仙台湾地方の宮戸仙台湾地方の宮戸ⅢⅢｂｂ式の一部（台囲貝塚第五類式の一部（台囲貝塚第五類

土器、かつての宮戸土器、かつての宮戸ⅣⅣ式）に当たる。」式）に当たる。」（今井富士雄・磯崎正彦（今井富士雄・磯崎正彦 １９６９年１９６９年『『十腰内十腰内』』青森県弘前市青森県弘前市

十腰内縄文式遺跡調査予報十腰内縄文式遺跡調査予報 ３８４Ｐ）３８４Ｐ）とされ、それらの土器は福島県の洞川岸Ａ遺跡や町Ｂとされ、それらの土器は福島県の洞川岸Ａ遺跡や町Ｂ
遺跡などから出土した晩期最初頭の土器とほぼ同じ特徴を持つ。遺跡などから出土した晩期最初頭の土器とほぼ同じ特徴を持つ。

宮城県台囲貝塚出土土器宮城県台囲貝塚出土土器
齋藤良治齋藤良治 昭和４３昭和４３年年「陸前地方縄文文化後期後半の土器編年について」「陸前地方縄文文化後期後半の土器編年について」『『仙台湾周辺仙台湾周辺
の考古学的研究の考古学的研究』』宮城教育大学歴史研究会編宮城教育大学歴史研究会編 よりより



郡山市町Ｂ遺跡の発掘調郡山市町Ｂ遺跡の発掘調
査によって、縄文時代後査によって、縄文時代後
期末葉からの文様の変化期末葉からの文様の変化
が追える資料が出土した。が追える資料が出土した。

後期末葉の入組帯状文後期末葉の入組帯状文

土器土器

ⅠⅠ文様帯の山形突起の文様帯の山形突起の

基部と基部とⅡⅡａ・ａ・ⅡⅡ文様帯の文様帯の
入組帯状文入組部に三入組帯状文入組部に三
叉状の刻みが現れる。叉状の刻みが現れる。

ⅠⅠ

ⅡⅡａａ

ⅠⅠ

ⅡⅡａａ

ⅡⅡａａ

ⅡⅡａａ

ⅡⅡａａ

ⅠⅠ

ⅠⅠ

ⅠⅠ

ⅠⅠ ⅡⅡ

ⅡⅡ

ⅡⅡ

ⅡⅡａａ
＋＋

ⅡⅡ文様帯の入組帯状文文様帯の入組帯状文

入組部に入組部に魚眼状（玉抱魚眼状（玉抱
き）き）三叉文が表現される。三叉文が表現される。

ⅡⅡａ・ａ・ⅡⅡ文様帯の入組文様帯の入組

帯状文入組部が巴状帯状文入組部が巴状
入組に変化し核に玉入組に変化し核に玉
を抱く。を抱く。

押山雄三他押山雄三他 平成１７年平成１７年『『阿武隈川築堤関連阿武隈川築堤関連 町Ｂ遺跡町Ｂ遺跡』』 郡山市教育委員会郡山市教育委員会 よりより



入組帯状文から巴文に変化がたどれる入組帯状文から巴文に変化がたどれる
大洞Ｂ１式土器である。大洞Ｂ１式土器である。

ⅠⅠ文様帯は玉を核とした渦状三叉文文様帯は玉を核とした渦状三叉文

ⅡⅡａ文様帯は入組帯状文ａ文様帯は入組帯状文
の入組部と帯状部が分離の入組部と帯状部が分離
し、それぞれ巴文に変化し、それぞれ巴文に変化

する。する。

ⅡⅡ文様帯入組帯状文の入文様帯入組帯状文の入
組部は三叉文に挟まれる。組部は三叉文に挟まれる。

ⅠⅠ

ⅡⅡａａ

ⅡⅡ

郡山市町Ｂ遺跡郡山市町Ｂ遺跡



須賀川市一斗内遺跡出土土器須賀川市一斗内遺跡出土土器

ⅡⅡ ⅡⅡ

ⅡⅡ

ⅠⅠ
ⅠⅠ

ⅠⅠ

ⅡⅡａａ

ⅡⅡａａ

ⅡⅡａａ

ⅡⅡａａ

ⅡⅡ

いずれも、いずれも、ⅠⅠ・・ⅡⅡａ・ａ・ⅡⅡ文様帯からな文様帯からな
る大洞Ｂ１式土器である。る大洞Ｂ１式土器である。

「母畑地区遺跡発掘調査報告１６」１９８４年「母畑地区遺跡発掘調査報告１６」１９８４年 よりより



飯舘村羽白Ｃ遺跡出土土器飯舘村羽白Ｃ遺跡出土土器

飯舘村日向南遺跡出土土器飯舘村日向南遺跡出土土器 いずれも、いずれも、ⅠⅠ・・ⅡⅡａ・ａ・ⅡⅡ文様帯からなる、大洞Ｂ１式土器文様帯からなる、大洞Ｂ１式土器
である。である。

「真野ダム関連遺跡発掘調査報告「真野ダム関連遺跡発掘調査報告ⅩⅡⅩⅡ」１９８８年」１９８８年 よりより

「真野ダム関連遺跡発掘調査報告「真野ダム関連遺跡発掘調査報告ⅨⅨ」１９８７年」１９８７年 よりより



古い要素 新しい要素

文様帯文様帯ⅠⅠ・・ⅡⅡａ・ａ・ⅡⅡ

文様帯文様帯ⅡⅡａ・ａ・ⅡⅡの入の入
組帯状文組帯状文

三叉文三叉文

口縁部山形突起の基部や入組口縁部山形突起の基部や入組
帯状文の端部に刻まれる帯状文の端部に刻まれる

魚眼状三叉文魚眼状三叉文

口縁部山形突起の基部や入組口縁部山形突起の基部や入組
帯状文の連繋部に刻まれる帯状文の連繋部に刻まれる

巴文巴文

多段の入組帯状文が１段となり、多段の入組帯状文が１段となり、

入組帯状文の連繋部に形成され入組帯状文の連繋部に形成され
た魚眼状三叉文が発展的に強た魚眼状三叉文が発展的に強

調されたモチーフか調されたモチーフか※※１１？？

前段階の新地式か前段階の新地式か
らの伝統を残すらの伝統を残す

※※１１ 単純な文様変化論的な考え方で単純な文様変化論的な考え方で
あって、前後の層位的裏付けはない。あって、前後の層位的裏付けはない。
多くの遺跡資料を検討する要あり。多くの遺跡資料を検討する要あり。

土器型式は、土器型式は、伝統的伝統的
な要素を引き継ぎな要素を引き継ぎ
ながら、新しい要ながら、新しい要

素が加わって変化素が加わって変化
してゆく。してゆく。



昭和５９年に須賀川市昭和５９年に須賀川市
一斗内遺跡の報告書一斗内遺跡の報告書
を作成した折りに、新を作成した折りに、新
地式（当時はコブ付土地式（当時はコブ付土
器と称した）から大洞器と称した）から大洞
Ｂ１式にかけてのＢ１式にかけてのⅠⅠ・・
ⅡⅡａ・ａ・ⅡⅡ文様帯の文様文様帯の文様
変化模式図を作成し変化模式図を作成し
た。資料はいずれも一た。資料はいずれも一
斗内遺跡出土土器。斗内遺跡出土土器。

大河・山内・福島・江花大河・山内・福島・江花 １９８４１９８４年年
『『国営総合農地開発事業母畑地国営総合農地開発事業母畑地
区遺跡発掘調査報告１６一斗内区遺跡発掘調査報告１６一斗内
遺跡遺跡』』福島県文化センター・福島福島県文化センター・福島
県教育委員会県教育委員会 よりより

この文様変遷模式図は、当時、安孫子昭二この文様変遷模式図は、当時、安孫子昭二19691969年「東年「東

北地方における縄文後期後半の土器様式～所謂「コブ北地方における縄文後期後半の土器様式～所謂「コブ
付土器」の編年」付土器」の編年」『『石器時代第９号石器時代第９号』』を参考に作成した。を参考に作成した。

文様帯文様帯ⅠⅠの変化模式図の変化模式図 加曽利加曽利Ｂ３式から大洞Ｂ１式期まで、文様帯Ｂ３式から大洞Ｂ１式期まで、文様帯ⅠⅠが系統的に変化した様子を模式化した。が系統的に変化した様子を模式化した。

大洞Ｂ１式大洞Ｂ１式

新地式新地式

大洞Ｂ１式大洞Ｂ１式
賀曽利Ｂ３式賀曽利Ｂ３式 新地式新地式



森幸彦他森幸彦他 １９８８年１９８８年『『三貫地貝塚三貫地貝塚』』福島県立博物館調査報告第１７集福島県立博物館調査報告第１７集 よりより

新地町三貫地貝塚出土土器新地町三貫地貝塚出土土器

ⅡⅡＣＣ

ⅡⅡＣＣ

ⅡⅡＣＣ

ⅡⅡＣＣ

文様帯文様帯ⅡⅡＣが巡る土器である。文様としては入組Ｃが巡る土器である。文様としては入組
三叉文などが描かれる。三叉文などが描かれる。

新しい要素とし新しい要素とし
て体部に結節回て体部に結節回
転文ある縄文が転文ある縄文が
施される施される



新地町三貫地貝塚出土大洞Ｂ２式土器新地町三貫地貝塚出土大洞Ｂ２式土器

台付鉢・浅鉢・各種壺・注口土器などが出土した。入台付鉢・浅鉢・各種壺・注口土器などが出土した。入
組三叉文や巴文などが認められる。組三叉文や巴文などが認められる。



飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ｂ２式土器飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ｂ２式土器

飯舘村日向南遺跡出土大洞Ｂ２式土器飯舘村日向南遺跡出土大洞Ｂ２式土器 「真野ダム関連遺跡発掘調査報告「真野ダム関連遺跡発掘調査報告ⅩⅤⅩⅤ」１９９０年」１９９０年 よりより



郡山市町Ｂ遺跡出土大洞Ｂ２式土器郡山市町Ｂ遺跡出土大洞Ｂ２式土器



大洞ＢＣ式土器は、Ｂ式の三叉文から変化した羊歯状文が文様帯大洞ＢＣ式土器は、Ｂ式の三叉文から変化した羊歯状文が文様帯
ⅡⅡｃｃに施される。体部は縄文のみが施されるものと、文様帯に施される。体部は縄文のみが施されるものと、文様帯ⅡⅡとしとし
て磨消縄文による文様が施されるものとがある。山内清男博士にて磨消縄文による文様が施されるものとがある。山内清男博士に
よってＢＣ１式とＢＣ２式に細分されたが、その具体的な差異につよってＢＣ１式とＢＣ２式に細分されたが、その具体的な差異につ
いては明らかでない。いては明らかでない。

文様帯文様帯ⅡⅡｃｃ 羊歯状文羊歯状文

文様帯文様帯ⅡⅡ 磨消縄文によって磨消縄文によって
巴状に入り組んだ文様が描巴状に入り組んだ文様が描
かれている。かれている。

新地町三貫地貝塚出土土器新地町三貫地貝塚出土土器

※※ なお、この巴状に入り組んだなお、この巴状に入り組んだ
文様は、大洞Ｃ１式で紹介す文様は、大洞Ｃ１式で紹介す
る、区画文手法による文様割る、区画文手法による文様割
りり付けである。付けである。



左のような文様を羊歯状文と左のような文様を羊歯状文と
よぶ。三叉文からの変化と云よぶ。三叉文からの変化と云
われているが、どのような変われているが、どのような変
化を辿ったのだろうか？化を辿ったのだろうか？

大洞Ｂ２式大洞Ｂ２式 文様帯文様帯ⅡⅡｃｃ 大洞ＢＣ式大洞ＢＣ式 文様帯文様帯ⅡⅡｃｃ

ネガティブなネガティブな
三叉文様から三叉文様から
ポジティブなポジティブな
羊歯状文様へ羊歯状文様へ
変化してゆく変化してゆく
様子が観察さ様子が観察さ
れるれる※※。。

※※「企画展「企画展 縄文の四季－亀ケ岡文化の世界－」福島県立博物館１９８９縄文の四季－亀ケ岡文化の世界－」福島県立博物館１９８９



昭和５９年に須賀川市一斗内遺跡の報告書を作成した折りに、大洞Ｂ２式から大洞ＢＣ式昭和５９年に須賀川市一斗内遺跡の報告書を作成した折りに、大洞Ｂ２式から大洞ＢＣ式

土器にかけての土器にかけてのⅡⅡｃｃ文様帯の文様変化模式図を作成した。資料はいずれも一斗内遺跡出文様帯の文様変化模式図を作成した。資料はいずれも一斗内遺跡出
土土器。当時は、一斗内遺跡資料だけを見て、このような、入組三叉文から羊歯状文への土土器。当時は、一斗内遺跡資料だけを見て、このような、入組三叉文から羊歯状文への
変化を推測したが、このような変化だけではないことが、次のスクリーンを見ればおわかり変化を推測したが、このような変化だけではないことが、次のスクリーンを見ればおわかり
いただけると思う。いただけると思う。

大河・山内・福島・江花大河・山内・福島・江花 １９８４１９８４年年『『国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告１６一斗内遺跡国営総合農地開発事業母畑地区遺跡発掘調査報告１６一斗内遺跡』』福島県文福島県文
化センター・福島県教育委員会化センター・福島県教育委員会

※※なお、このことについては、須藤隆１９９８年「第１章東北地方における晩期縄文土器の成立過程」なお、このことについては、須藤隆１９９８年「第１章東北地方における晩期縄文土器の成立過程」『『東北日本先史時東北日本先史時
代文化変容・社会変動の研究代文化変容・社会変動の研究』』纂修堂に詳しい。纂修堂に詳しい。



ⅡⅡｃｃ ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ ⅡⅡｃｃ

大熊町砂出遺跡出土大洞ＢＣ式土器大熊町砂出遺跡出土大洞ＢＣ式土器

馬目順一他馬目順一他 昭和５９年昭和５９年『『大熊町史第二巻大熊町史第二巻』』大熊町大熊町 よりより

沈線による比較的ネガティブな羊歯状文沈線による比較的ネガティブな羊歯状文

赤でなぞったように、入組三叉文を軸とし赤でなぞったように、入組三叉文を軸とし
て展開した羊歯状文であることがわかる。て展開した羊歯状文であることがわかる。

このように、入組三叉文の構図が残っていて、それがこのように、入組三叉文の構図が残っていて、それが
文様の基軸となっている羊歯状文は、どちらかというと、文様の基軸となっている羊歯状文は、どちらかというと、

大洞ＢＣ式の中でも古い要素と考えられる。大洞ＢＣ式の中でも古い要素と考えられる。



大熊町砂出遺跡出土大洞ＢＣ式土器大熊町砂出遺跡出土大洞ＢＣ式土器

沈線による比較的ネガティブ沈線による比較的ネガティブ
な羊歯状文からポジティブなな羊歯状文からポジティブな
羊歯状文に変化している例も羊歯状文に変化している例も

ある。ある。



大熊町砂出遺跡出土大洞大熊町砂出遺跡出土大洞
ＢＣ式土器ＢＣ式土器

浮彫状の比較浮彫状の比較
的ポジティブ的ポジティブ

なＸ字状の羊なＸ字状の羊
歯状文歯状文



須賀川市浜井場Ｂ遺跡出土大洞ＢＣ式土器須賀川市浜井場Ｂ遺跡出土大洞ＢＣ式土器

沈線による比較的ネ沈線による比較的ネ
ガティブな羊歯状文ガティブな羊歯状文

「母畑地区遺跡発掘調査報告２５」１９８８年「母畑地区遺跡発掘調査報告２５」１９８８年 よりより



郡山市町Ｂ遺跡出土大洞ＢＣ式土器郡山市町Ｂ遺跡出土大洞ＢＣ式土器

浮彫状の比較的ポジティブな羊歯状文が巡る浮彫状の比較的ポジティブな羊歯状文が巡る

ⅡⅡｃｃ



郡山市町Ｂ遺跡出土大洞ＢＣ式土器郡山市町Ｂ遺跡出土大洞ＢＣ式土器浮彫状の比較的ポジティブなモチーフに縄文が浮彫状の比較的ポジティブなモチーフに縄文が
施され、雲形文的な文様に変化した例。施され、雲形文的な文様に変化した例。

ⅡⅡｃｃ ⅡⅡｃｃ
ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ

浮彫状のポ浮彫状のポ
ジティブなジティブな
羊歯状文羊歯状文



新地町三貫地貝塚出土大洞ＢＣ式土器新地町三貫地貝塚出土大洞ＢＣ式土器

ⅡⅡｃｃ ⅡⅡｃｃ
ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ
ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡ

ⅡⅡ

文様帯文様帯ⅡⅡｃｃととⅡⅡにより構成される鉢形土器や、により構成される鉢形土器や、
「「ＸＸ」字や「」字や「ＺＺ」字文が施される注口土器が認めら」字文が施される注口土器が認めら
れる。鉢形土器の文様帯れる。鉢形土器の文様帯ⅡⅡには磨消縄文手法には磨消縄文手法
による雲形文（区画文）が構成される例もある。による雲形文（区画文）が構成される例もある。

ＺＺ 字文字文

ＸＸ 字文字文



飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞ＢＣ式土器飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞ＢＣ式土器

ⅡⅡ ⅡⅡ
ⅡⅡ

ⅡⅡ

ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ
ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ

文様帯文様帯ⅡⅡｃｃととⅡⅡにより構成される鉢形土器や、「により構成される鉢形土器や、「ＸＸ 」字や「」字や「ＺＺ 」字文が施される注」字文が施される注

口土器が認められる。文様帯口土器が認められる。文様帯ⅡⅡに磨消縄文手法による雲形文（区画文）が巡るに磨消縄文手法による雲形文（区画文）が巡る
例も存在する。例も存在する。

ＺＺ 字文字文

ＺＺ 字文字文

ＺＺ 字文字文

ＸＸ 字文字文

「真野ダム関連遺跡発掘調査報「真野ダム関連遺跡発掘調査報ⅩⅡⅩⅡ・・ⅩⅢⅩⅢ」１９８８年・１９８９年」１９８８年・１９８９年 よりより



大洞ＢＣ式大洞ＢＣ式

いわゆる半精製土器いわゆる半精製土器

文様帯文様帯ⅡⅡｃｃには、平行沈線間に連続した刻目（いわゆる二溝には、平行沈線間に連続した刻目（いわゆる二溝
間の截痕）や１～２段の点刻列が施されるようになる。間の截痕）や１～２段の点刻列が施されるようになる。

大洞ＢＣ式の文様帯大洞ＢＣ式の文様帯ⅡⅡｃｃに羊歯状文が巡る土器は、やがて、大洞Ｃ１式のいわゆる半精に羊歯状文が巡る土器は、やがて、大洞Ｃ１式のいわゆる半精

製土器に変化してゆく。製土器に変化してゆく。

ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ
ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ

二溝間の二溝間の
截痕截痕※※

点刻列点刻列

※※ 二溝間の截痕という表現は、山内清男昭和５年「所謂亀ケ岡式土器の分布と縄紋式二溝間の截痕という表現は、山内清男昭和５年「所謂亀ケ岡式土器の分布と縄紋式
土器の終末」土器の終末」『『考古学第１巻第３号考古学第１巻第３号』』によるものによるもの

点列状の羊歯状文点列状の羊歯状文



須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ１式半精製土器須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ１式半精製土器

大洞Ｃ１式～Ｃ２式の半精製土器という表現は、大洞Ｃ１式～Ｃ２式の半精製土器という表現は、
学史的に使われてきたものの、問題もある。いわ学史的に使われてきたものの、問題もある。いわ
ば、文様帯ば、文様帯ⅡⅡＣのみが巡る土器が半精製土器にＣのみが巡る土器が半精製土器に

分類されるか？分類されるか？

いわゆる精製土器は、文様帯いわゆる精製土器は、文様帯ⅡⅡＣとＣとⅡⅡが巡る土が巡る土
器と言えるのではないか。器と言えるのではないか。



須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ１式半精製土器須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ１式半精製土器



飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ｃ１式半精製土器飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ｃ１式半精製土器



すでに半精製土器についすでに半精製土器につい
ては触れたが、精製土器ては触れたが、精製土器
ははⅡⅡｃｃ文様帯と文様帯とⅡⅡ文様帯か文様帯か
らなり、らなり、 ⅡⅡｃｃ文様帯は二溝文様帯は二溝

間の截痕が巡り、間の截痕が巡り、ⅡⅡ文様文様
帯には肉彫的な区画文や帯には肉彫的な区画文や
配置文配置文※※１１等の磨消縄文文等の磨消縄文文
様が構成されている。様が構成されている。

※※１１ 藤沼邦彦１９８９年「亀ケ岡式土器の藤沼邦彦１９８９年「亀ケ岡式土器の
文様の描き方－雲形文を中心として－」文様の描き方－雲形文を中心として－」
『『考古学論叢考古学論叢Ⅱ』Ⅱ』芹沢長介先生還暦記念芹沢長介先生還暦記念
論文集刊行会論文集刊行会 において、藤沼氏は雲形において、藤沼氏は雲形
文の描き方について、区画文や配置文な文の描き方について、区画文や配置文な
どの文様割り付けの方法を復元されていどの文様割り付けの方法を復元されてい
る。る。

ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡ

ⅡⅡ

ⅡⅡｃｃ

配置文配置文

区画文区画文

なお、区画文手法による文様割り付けは、大洞ＢＣ式のなお、区画文手法による文様割り付けは、大洞ＢＣ式のⅡⅡ文様帯から、文様帯から、
用いられている。用いられている。

※※ 区画文は、文様区画文は、文様
帯を横に分割して帯を横に分割して
文様を割り付ける文様を割り付ける
手法手法

※※ 配置文は、文様帯の配置文は、文様帯の
内部にうめこんで文様を内部にうめこんで文様を
配置する手法配置する手法



飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ｃ１式精製土器飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ｃ１式精製土器

浅鉢形土器浅鉢形土器
は肉彫的なは肉彫的な
口縁部の装口縁部の装
飾が特徴飾が特徴

区画文や配置文の変化や描き方については、藤沼邦彦区画文や配置文の変化や描き方については、藤沼邦彦
先生の講座で詳しくご説明いただく予定です。先生の講座で詳しくご説明いただく予定です。「真野ダム関連遺跡発掘調査報「真野ダム関連遺跡発掘調査報ⅩⅡⅩⅡ・・ⅩⅢⅩⅢ」１９８８年・」１９８８年・

１９８９年１９８９年 よりより



飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ｃ１式精製土器飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ｃ１式精製土器



飯舘村岩下Ｂ遺跡１号住居跡出土大洞Ｃ１飯舘村岩下Ｂ遺跡１号住居跡出土大洞Ｃ１
式精製土器式精製土器

岩下Ｂ遺跡１号住居跡から出土した岩下Ｂ遺跡１号住居跡から出土した
大洞Ｃ１式土器群は、当時の土器の大洞Ｃ１式土器群は、当時の土器の
セット関係を知る上で重要である。セット関係を知る上で重要である。

「真野ダム関連遺跡発掘調査報告「真野ダム関連遺跡発掘調査報告ⅦⅦ」１９８５年」１９８５年 よりより



飯舘村岩下Ｂ遺跡１号住居跡出土大洞Ｃ１式半精製土器・粗製土器飯舘村岩下Ｂ遺跡１号住居跡出土大洞Ｃ１式半精製土器・粗製土器



須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ１式精製土器須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ１式精製土器



須賀川市浜井場Ｂ遺跡出土大洞Ｃ１式精製土器須賀川市浜井場Ｂ遺跡出土大洞Ｃ１式精製土器



郡山市町Ｂ遺跡出土大洞Ｃ１式精製土器郡山市町Ｂ遺跡出土大洞Ｃ１式精製土器



郡山市町Ｂ遺跡出土大洞Ｃ１式精製土器郡山市町Ｂ遺跡出土大洞Ｃ１式精製土器



玉川村鬼渕遺跡出土大洞Ｃ２式土器玉川村鬼渕遺跡出土大洞Ｃ２式土器

大洞Ｃ２式土器が出土する遺跡は、福島県内にも数多くあるが、土大洞Ｃ２式土器が出土する遺跡は、福島県内にも数多くあるが、土
器の特徴、特に文様の変化を見ると、古・新の２段階、あるいは古・器の特徴、特に文様の変化を見ると、古・新の２段階、あるいは古・
中・新の３段階に分かれるようである。中・新の３段階に分かれるようである。

ⅡⅡｃｃ ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡ ⅡⅡ

ⅡⅡ

ⅡⅡ

大洞Ｃ２式古段階の文様帯は、大洞Ｃ２式古段階の文様帯は、ⅡⅡｃｃとと
ⅡⅡにより構成されるが、により構成されるが、ⅡⅡｃｃは平行沈は平行沈
線や平行沈線と刻目列との組み合わ線や平行沈線と刻目列との組み合わ

せ、せ、ⅡⅡは雲形文でも配置文のパターは雲形文でも配置文のパター
ンが多い。ンが多い。

「母畑地区遺跡分布調査報告「母畑地区遺跡分布調査報告ⅩⅩ」１９８６年」１９８６年 よりより



深鉢・長胴壺形土器文様帯深鉢・長胴壺形土器文様帯ⅡⅡ模式図模式図

須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器 古段階古段階

浅鉢形土器文様帯浅鉢形土器文様帯ⅡⅡ模式図模式図

一般的に、大洞Ｃ２式の文様帯一般的に、大洞Ｃ２式の文様帯ⅡⅡは直線化した雲形は直線化した雲形
文と言われているが、古段階の文様は曲線的な配置文と言われているが、古段階の文様は曲線的な配置
文のパターンが多い。この古段階の文様パターンは文のパターンが多い。この古段階の文様パターンは

東北一円に広がりが認められる。東北一円に広がりが認められる。



印が大洞Ｃ２式古段階印が大洞Ｃ２式古段階



文様帯文様帯ⅡⅡｃｃ例集例集

「溝底の刺痕」「溝底の刺痕」※※

※※ 溝底の刺痕という表現は、山内清男溝底の刺痕という表現は、山内清男
昭和５年「所謂亀ケ岡式土器の分布と縄昭和５年「所謂亀ケ岡式土器の分布と縄
紋式土器の終末」紋式土器の終末」『『考古学第１巻第３号考古学第１巻第３号』』
によるものによるもの

二溝間の截痕も残る二溝間の截痕も残る

平行沈線のみの例もある。平行沈線のみの例もある。

截痕と平行沈線の重畳例截痕と平行沈線の重畳例

連続刺痕のみの例連続刺痕のみの例



須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器 古段階古段階



須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器 古段階古段階



須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器 古段階古段階



飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ｃ２式土器飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ｃ２式土器 古段階古段階



飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ｃ２式土器飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ｃ２式土器 古段階古段階



郡山市町Ｂ遺跡出土大洞Ｃ２式土器郡山市町Ｂ遺跡出土大洞Ｃ２式土器 古段階古段階



郡山市町Ｂ遺跡出土大洞Ｃ２式土器郡山市町Ｂ遺跡出土大洞Ｃ２式土器 古段階古段階

胴部に網目状胴部に網目状
撚糸文が施され撚糸文が施され
るようになる。こるようになる。こ

の網目状撚糸の網目状撚糸
文の分布範囲文の分布範囲

は、東北地方南は、東北地方南
部である。部である。



郡山市町Ｂ遺跡郡山市町Ｂ遺跡
出土大洞Ｃ２式土出土大洞Ｃ２式土
器器 古段階古段階



須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器 中段階中段階

大洞Ｃ２式中段階の土器は、大洞Ｃ２式中段階の土器は、ⅡⅡ文様帯の配置文パターンの文様がさらに簡略化文様帯の配置文パターンの文様がさらに簡略化
している。かつて、一斗内遺跡出土資料を整理した際に、大洞Ｃ２式土器の古いしている。かつて、一斗内遺跡出土資料を整理した際に、大洞Ｃ２式土器の古い
段階と、新しい段階との間に、一段階、区分されるべき段階の土器群があるもの段階と、新しい段階との間に、一段階、区分されるべき段階の土器群があるもの
と認識して設定した。と認識して設定した。

文様帯文様帯ⅡⅡｃｃは、沈線に連続刺突を重ねる「溝底の刺は、沈線に連続刺突を重ねる「溝底の刺
痕」や平行沈線が巡る。なお、口縁部と文様帯痕」や平行沈線が巡る。なお、口縁部と文様帯ⅡⅡｃｃとと
の間に狭い無文帯が巡ることが特徴的。文様帯の間に狭い無文帯が巡ることが特徴的。文様帯ⅡⅡにに
は、古段階で多く見られた配置文パターン文様がさらは、古段階で多く見られた配置文パターン文様がさら
に簡略化された磨消縄文文様や、肉彫的な入り組みに簡略化された磨消縄文文様や、肉彫的な入り組み
文様が巡る。文様が巡る。

ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡｃｃ

ⅡⅡ

ⅡⅡ

ⅡⅡ

無文帯無文帯

無文帯無文帯

Ａ突起Ａ突起

Ｂ突起Ｂ突起Ｂ突起Ｂ突起

「溝底の刺痕」「溝底の刺痕」

この段階から、東北地方北部この段階から、東北地方北部
と南部の土器の特徴の違いと南部の土器の特徴の違い
が顕著になる。が顕著になる。



須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器 中段階中段階

いわゆる「溝底の刺痕」は、沈線を引いた後、連続した刺突いわゆる「溝底の刺痕」は、沈線を引いた後、連続した刺突
を重ねて加えたものである。を重ねて加えたものである。

壺形土器の文様帯壺形土器の文様帯ⅡⅡには、このような肉彫的な入組文が巡る。には、このような肉彫的な入組文が巡る。

短頸壺形土器短頸壺形土器

長胴壺形土器長胴壺形土器



須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器 中段階中段階



須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器 中段階中段階

大洞Ｃ２式中段階は、短頸壺形土器・長胴壺形大洞Ｃ２式中段階は、短頸壺形土器・長胴壺形

土器・深鉢形土器の胴部に、撚糸文や網目状土器・深鉢形土器の胴部に、撚糸文や網目状
撚糸文が施される。この特徴の分布は、東北撚糸文が施される。この特徴の分布は、東北
地方南部を中心とした広がりとなっている。地方南部を中心とした広がりとなっている。



深鉢・長胴壺形土器文様帯深鉢・長胴壺形土器文様帯ⅡⅡ模式図模式図

浅鉢形土器文様帯浅鉢形土器文様帯ⅡⅡ模式図模式図

文様帯文様帯ⅡⅡ肉彫的入組文への肉彫的入組文への
変化模式図変化模式図

深鉢や浅鉢形土器の文様帯深鉢や浅鉢形土器の文様帯ⅡⅡには、には、大洞Ｃ２式古段階のもの大洞Ｃ２式古段階のもの
よりよりさらによりよりさらに簡略化された配置文のパターンが巡る。この文簡略化された配置文のパターンが巡る。この文

様パターンの分布は、東北地方南部を中心とした広がりとなっ様パターンの分布は、東北地方南部を中心とした広がりとなっ
ている。ている。

肉彫的な入組文は、右上図の肉彫的な入組文は、右上図の

ようにＣ字入り組み文を連続さようにＣ字入り組み文を連続さ
せてレリーフ化したことによるせてレリーフ化したことによる
変化と考えられる。変化と考えられる。



磐梯町寺西遺跡出土大洞Ｃ２式土器磐梯町寺西遺跡出土大洞Ｃ２式土器 新段階新段階

大洞Ｃ２式新段階の土器は、大洞Ｃ２式新段階の土器は、ⅡⅡ文様帯の文様がさらに簡略化して、横位のＣ字文様帯の文様がさらに簡略化して、横位のＣ字
文や入組三角文などが巡り、浅鉢形土器の頸部には「メガネ状付帯文」が認めら文や入組三角文などが巡り、浅鉢形土器の頸部には「メガネ状付帯文」が認めら
れる。特徴的には、新潟の上野原式土器に類似する例が多いれる。特徴的には、新潟の上野原式土器に類似する例が多い※※。。

メガネ状付帯文メガネ状付帯文

※※ 石川日出志石川日出志 昭和６３年昭和６３年 「三「三 鳥屋１式・２式土器とその編年的位置」鳥屋１式・２式土器とその編年的位置」
『『鳥屋遺跡鳥屋遺跡ⅠⅠ・・ⅡⅡ－新潟県豊栄市鳥屋遺跡発掘調査報告－－新潟県豊栄市鳥屋遺跡発掘調査報告－』』



磐梯町寺西遺跡出土大洞Ｃ２式土器磐梯町寺西遺跡出土大洞Ｃ２式土器 新段階新段階

浅鉢形土器の数が多く、特徴は新潟県の上野原式とほ浅鉢形土器の数が多く、特徴は新潟県の上野原式とほ
ぼ同じである。上野原式は大洞Ｃ２式の新段階に併行とぼ同じである。上野原式は大洞Ｃ２式の新段階に併行と
考えられている。（前出考えられている。（前出 石川日出志論文石川日出志論文 ３４４頁）３４４頁）

中村五郎他中村五郎他 昭和５１年昭和５１年『『磐梯町の縄紋土器磐梯町の縄紋土器』』磐梯町教育委員会磐梯町教育委員会 よりより



福島市南諏訪原遺跡出土大洞Ｃ２式土器福島市南諏訪原遺跡出土大洞Ｃ２式土器 新段階新段階

短頸壺の文様帯短頸壺の文様帯ⅡⅡは、大洞Ｃ２中段階の肉彫的入は、大洞Ｃ２中段階の肉彫的入

組文から、工字文に変化し、口縁部にはメガネ状付組文から、工字文に変化し、口縁部にはメガネ状付
帯文が巡り、Ａ突起が付く。帯文が巡り、Ａ突起が付く。



福島市南諏訪原遺跡出土大洞Ｃ２式土器福島市南諏訪原遺跡出土大洞Ｃ２式土器 新段階新段階

武田耕平他武田耕平他 １９９１年１９９１年『『南諏訪原遺跡松川小学校移転用地内発掘調査報告南諏訪原遺跡松川小学校移転用地内発掘調査報告』』福島市教育委員会福島市教育委員会 よりより



須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器 新段階新段階

深鉢形土器の肩部に入組工深鉢形土器の肩部に入組工
字文風の文様が巡る。字文風の文様が巡る。



須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ｃ２式土器 新段階新段階



福島県内における大洞Ａ式期の土器は、大洞Ａ式土器と様相が異福島県内における大洞Ａ式期の土器は、大洞Ａ式土器と様相が異
なる。工字文など共通する要素もあるが、浮線文や沈線文など、どなる。工字文など共通する要素もあるが、浮線文や沈線文など、ど
ちらかというと、新潟の鳥屋式土器や、関東の千網式土器などと類ちらかというと、新潟の鳥屋式土器や、関東の千網式土器などと類
似する土器の多さが目立つ。似する土器の多さが目立つ。

工字文工字文 浮線文浮線文 沈線文沈線文



三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ式期土器三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ式期土器
中村五郎中村五郎 １９９０年「第１９９０年「第ⅤⅤ章第１節土器」章第１節土器」『『荒屋敷遺跡荒屋敷遺跡Ⅱ』Ⅱ』三島町教育委員会三島町教育委員会 よりより



三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ式期土器三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ式期土器



三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ式期土器三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ式期土器



三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ式期土器三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ式期土器



浮線文は、いわゆる入組工字文から変化した浮線文は、いわゆる入組工字文から変化した
文様と考えられる。文様と考えられる。



三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ式期土器三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ式期土器

口縁部に多条の平行口縁部に多条の平行
沈線文、口縁部や胴沈線文、口縁部や胴
部に綾杉状の沈線文部に綾杉状の沈線文
が施される。が施される。



三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ式期土器三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ式期土器

口縁部に多条の平行沈線文、口縁部口縁部に多条の平行沈線文、口縁部
や胴部に綾杉状の沈線文が施される。や胴部に綾杉状の沈線文が施される。



飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ａ式期土器飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ａ式期土器



福島市南諏訪原遺跡出土大洞Ａ式期土器福島市南諏訪原遺跡出土大洞Ａ式期土器



大洞Ａ大洞Ａ‘‘式期土器の文様は、変形工字文や浮線文などにより構成式期土器の文様は、変形工字文や浮線文などにより構成
される。阿賀川流域の遺跡では浮線文の割合が高く、鳥屋２ｂ式される。阿賀川流域の遺跡では浮線文の割合が高く、鳥屋２ｂ式※※

や中部高地の氷式に類似する例も認められる。や中部高地の氷式に類似する例も認められる。
※※ 石川日出志石川日出志 昭和６３年昭和６３年 「三「三 鳥屋１式・２式土器とその編年的位置」鳥屋１式・２式土器とその編年的位置」『『鳥屋遺跡鳥屋遺跡ⅠⅠ・・ⅡⅡ
－新潟県豊栄市鳥屋遺跡発掘調査報告－－新潟県豊栄市鳥屋遺跡発掘調査報告－』』

変形工字文変形工字文 変形工字文変形工字文 浮線文浮線文



三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ‘‘式期土器式期土器



三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ‘‘式期土器式期土器



三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ‘‘式期土器式期土器



三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ‘‘式期土器式期土器



三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ三島町荒屋敷遺跡出土大洞Ａ‘‘式期土器式期土器



変形工字文をベースとした文様変化変形工字文をベースとした文様変化

浮線文の文様浮線文の文様
変化も、変形工変化も、変形工
字文の影響を字文の影響を

受けている様受けている様
子が確認され子が確認され

る。る。



飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ａ飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ａ‘‘式期土器式期土器



飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ａ飯舘村羽白Ｃ遺跡出土大洞Ａ‘‘式期土器式期土器

須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ａ須賀川市一斗内遺跡出土大洞Ａ‘‘式期土器式期土器

飯舘村宮内Ｂ遺跡出土大洞Ａ飯舘村宮内Ｂ遺跡出土大洞Ａ‘‘式式

期土器期土器
「真野ダム関連遺跡発掘調査報告「真野ダム関連遺跡発掘調査報告ⅩⅢⅩⅢ」」
１９８５年１９８５年 よりより



変形工字文をベースとした文様変化変形工字文をベースとした文様変化

飯舘村羽白Ｃ遺跡飯舘村羽白Ｃ遺跡 匹字文匹字文

飯舘村羽白Ｃ遺跡飯舘村羽白Ｃ遺跡

須賀川市一斗内遺跡須賀川市一斗内遺跡

飯舘村宮内Ｂ遺跡飯舘村宮内Ｂ遺跡

いわゆる「匹」字文など、羽白Ｃ遺跡資料に見いわゆる「匹」字文など、羽白Ｃ遺跡資料に見
られるような浮彫的な文様も、変形工字文とられるような浮彫的な文様も、変形工字文と
共通した文様変化が認められる。共通した文様変化が認められる。



今日の研修は、福島県内の亀ｹ岡式土器の文様変化につ今日の研修は、福島県内の亀ｹ岡式土器の文様変化につ
いて、ビジュアルに眺め、だいたいのところを覚えていただいて、ビジュアルに眺め、だいたいのところを覚えていただ
くのが目的です。くのが目的です。

大洞Ｂ１式から大洞Ａ大洞Ｂ１式から大洞Ａ‘‘式期の土器にかけて、さらに詳し式期の土器にかけて、さらに詳し
く研修するとなると、何日もかかってしまいます。そのことく研修するとなると、何日もかかってしまいます。そのこと
については、日を改めて、「まほろん」の専門研修などで企については、日を改めて、「まほろん」の専門研修などで企
画したいと思います。その際にはぜひご参加下さいませ。画したいと思います。その際にはぜひご参加下さいませ。


