
平成２４年度・２５年度円筒土器集落データベースの成果について 

円筒土器文化総合研究について 

 
１．研究計画 

 円筒土器出土遺跡に関する情報を集成し、「円筒土器文化集落データベース」を作成す

るとともに、円筒土器文化圏における三内丸山遺跡の位置付けを検討する。 
 研究成果は三内丸山遺跡総括報告書に活用する。 

 
２．作業と成果 
(１) 平成２４年度の作業と成果 

【作業】 
 ①４道県および周縁地域での円筒土器出土遺跡を抽出した。 
②報告書抄録から、円筒土器出土遺跡の基本情報（所在地・緯度・経度・立地・標高・

地形区分・発掘調査面積など）のデータを抽出・入力を行った。 
③円筒土器文化関連遺跡の書誌作成を行った。 

 ④２回の「円筒土器文化集落データベース」作成検討会を開催し、データベースの項目・

遺物の分類基準について意見交換をした。また時間軸の統一性を図るため、北海道・

青森・秋田・岩手の土器編年について議論を行い、概ね共通理解を得た。 
【成果】 
①遺跡数確認 
平成 14 年刊行の「青森県史 別編 三内丸山遺跡」で 257 遺跡だった円筒土器出土遺

跡数は、３倍強となる 841 遺跡を確認した。 
 ②遺跡基本情報のデータベース化 

円筒土器出土遺跡の基本情報一覧表を作成した。 
 ③関連書誌作成 

円筒土器文化関連遺跡の書誌を作成した。 
 
(２) 平成２５年度の作業と成果 
【作業】 

   ①  平成２５年度は集落遺跡の規模・継続性を把握するために、竪穴建物跡のデータ

を把握することとし、発掘調査事例が多い青森市域・八戸市域の遺跡のデータ抽出

を行った。 
② 北海道・北東北４道県の時期ごとの円筒土器出土遺跡分布図を作成した。 
③ 青森市・八戸市の円筒土器文化期の時期ごとの遺跡分布図を作成した、さらに竪

穴建物検出数を遺跡分布図上に表現し、集落規模と消長を示すグラフを作成した。 

53



【成果】 
   ①遺跡数の増減の把握 

  時期ごと（前期中葉（円筒下層 a・b 式期）・前期後葉（円筒下層 c・d 式期）・中

期前葉（円筒上層 a・b・c 式期）・中期中葉（円筒上層 d・e 式期）・中期後葉（榎

林・最花式））の円筒土器出土遺跡数の変化を把握した。遺跡数が最も多くなるのは

縄文時代前期後葉～中期前葉であり、その後、中期中葉から後葉へと減少傾向にあ

る。これは、青森市域・八戸地地域でも同様の傾向である。 
②遺跡分布の推移の把握 
縄文時代前期後葉～中期前葉に、北海道では石狩低地帯で遺跡数が増加し、秋田県

南地域でも増加するなど、前時期よりも南北にやや分布が広がりを見せている。また

この時期に円筒土器文化圏を越えた遠隔地でも、円筒土器やその影響を受けた土器が

出土する。 
青森市域では、青森平野に臨む丘稜上に多くの遺跡が立地し、少ないものの河川上

流域の山間部や沖積微高地にも見られる。全時期を通じて市西部の三内丸山遺跡周辺

に集中するが、南側や東側の丘稜部にも数の多少はあるが、継続的に見られる。 
八戸地域では、新井田川中流域（畑内遺跡周辺）と新井田川下流域（松ヶ崎遺跡周

辺）に遺跡が集中する傾向がある。馬渕川流域や海岸部に近い段丘上にも、遺跡分布

は各期を通じて見られるが、中期後葉以降は新井田川流域を除いて、ほとんど見られ

なくなる。 
③青森市・八戸市における竪穴建物跡を検出した集落の推移の把握 

 青森市域では、前期中葉～後葉には中規模の集落が市西部の三内丸山遺跡を中心と

した沖館川流域に多く分布している。 
前期末葉には、それらに加え、市の東部や南部でも見られるようになる。 
中期前葉には、三内丸山遺跡周辺に集中する傾向を示し、中期中葉には、ほぼこの

地区に限定的に、竪穴建物跡数検出が多い３集落（三内丸山・三内丸山(6)・近野）が

近接する。 
遺跡数がピーク時（中期前葉）の半分以下に減少した中期後末葉も、三内丸山遺跡

周辺への集中傾向は変わらず、この傾向は円筒土器文化成立期から終焉後も継続して

いる。 
 八戸市域では、前期中葉には新井田川中流域の畑内遺跡で多数の竪穴建物跡が検出

されており、前期後末葉には畑内遺跡に加え、下流域の重地遺跡でも検出数が多い。 
中期前葉には、竪穴建物跡の検出数が多い笹ノ沢(3)遺跡が、突如として馬渕川と五

戸川の中間の段丘上に現れるが、ほぼ土器一型式期という短期間で姿を消している。

一方で、新井田川下流域においては、松ヶ崎遺跡や一王寺(1)遺跡のように、一定数の

竪穴建物跡が継続的に検出される遺跡がある。 
遺跡数が顕著に減少した中期中葉と後葉には、新井田川下流域の松ヶ崎遺跡に集中
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する。中期末葉の新井田川下流域では松ヶ崎遺跡での集中が解消され、周辺の数遺跡

への分散傾向が見られるが、新井田川中流域の松石橋遺跡でやや多くの竪穴建物跡が、

田代遺跡ではこの時期を中心とした短期間の多数の竪穴建物跡が検出されている。 
まとめ 
ａ 青森市においては、西部の三内丸山遺跡を中心に遺跡の集中と継続が見られる。

一方、青森市東部と南部においても遺跡のまとまりは見られるものの、あまり集中

せず、規模および継続性も突出した例は見られない。 
  中期中葉（円筒上層ｅ式期）から中期後葉（榎林式）へと継続するものは、一部、

三内丸山遺跡において見られる程度であり、拠点集落を除いては、円筒土器文化の

終焉が集落の終焉と重なる。 
ｂ 八戸市においては、当初は新井田川中流域の畑内遺跡が突出するが、前期後葉段

階以降新井田川下流域において竪穴住居の検出が安定的に続く。 
中期前葉には八戸市北部の笹ノ沢(3)遺跡で突如大規模な集落が見られるが、中期

中葉から後葉にかけては、松ヶ崎遺跡への集中傾向が見られ、末葉にはその周辺に

加え、新井田川中流域にも大規模な集落が出現している。 
八戸地市域においても青森市内同様、中期中葉と中期後葉の断絶が見られ、両時

期をまたいで継続する松ヶ崎遺跡は、拠点集落と捉えられよう。 
 

３．今後の研究について 
 平成２４年・２５年と円筒土器文化集落データベース作成作業を二ヵ年にわたり、行

っている。平成２４年度に各遺跡の基礎データの一覧表を作成し、円筒土器出土遺跡を

概観することが可能となった。 
 平成２５年度は、円筒土器文化の中心地域である青森県内の各遺跡の詳細データの抽

出に着手した。重要遺跡が存在し、遺跡数・調査事例が多い青森市域・八戸市域の遺跡

の竪穴建物跡について把握し、現在は青森県全体の 60％強の進捗状況である。また他の

遺構（掘立柱建物跡・土坑（土坑墓・フラスコ状土坑含む）・埋設土器・配石遺構など）

のデータ抽出を進めることにより、より集落の性格や地域性・時期差による変異が明ら

かになるもの考えられる。平成２６年度は、竪穴建物跡以外の遺構についてもデータ収

集を行い、具体的な集落の様相を明らかにする。 
 具体的には、円筒土器文化と大木土器文化を跨いで、継続する遺跡（長期継続遺跡）

と非継続の遺跡（短期間存続の遺跡）の違いが、拠点集落の姿を明確にする可能性があ

る。また各地域における遺跡集中と継続性を特徴とする核地域の存在を明らかにし、円

筒土器文化と大木土器文化の境界地帯の集落遺跡の精査により、境界域の変動や大木系

文化の受容実態も明らかにできる。 
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円筒土器出土遺跡の分布図 

北 
石狩低地帯 
 
南 
太平洋側         
 陸前高田市付近 

日本海側         
  

①４道県および周縁地域での 
 円筒土器出土遺跡を抽出した。 

→平成14年度の『青森県史』で257遺   

  跡が、３倍増の841遺跡に。 

 
②報告書抄録から基本情報(所在 
 地・緯度・経度・立地・標高・  
 地形区分・調査面積等)の抽出 
 し、一覧表を作成した。 
 
③円筒土器文化関連遺跡の書誌を 
 作成した。 

 
④ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ作成検討会を２回開催
し、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ項目・土器編年・遺
物の分類基準の意見交換を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２４年度の成果 

① 遺跡数の増減の把握時 
 期ごとの円筒土器出土遺 
 跡数の変化を把握した。 
  
 遺跡数が最も多くなる 
 のは、前期後葉～中期前 
 葉であり、その後、中期 
 中葉～後葉へと減少傾向 
 にある。 
 
  青森市・八戸市域でも 
 同様の傾向を示す。 

２５年度の成果① 
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② 遺跡分布の推移 
 前期後葉に北海道 
 石狩低地帯と秋田 
 県南地域でも増加 
 
 →南北に分布の 
   広がり。 
   
   

２５年度の成果② 

 青森市の遺跡立地       
  青森市域では、青森平野に臨む丘稜上に多くの遺跡が立地し、河川上流 
 域や沖積微高地にも見られる。全時期を通じて市西部の三内丸山遺跡周辺 

 に集中。青森平野の南側や東側の台地にも継続的に見られる。  
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  八戸市域では 
 新井田川中流域( 
 畑内遺跡周辺)と 
 新井田川下流域 
 (松ヶ崎遺跡周辺)に 
 遺跡集中の傾向。 
  
  馬渕川流域や海岸 
 部に近い段丘上にも 
 遺跡分布は各期を通 
 じて見られるが、中 
 期後葉以降は新井田 
 川流域を除き、ほと 
 んど見られなくなる。 
 
   
   

八戸市の遺跡立地 

円筒土器の分布と南限 
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 円筒土器文化の広がり
は、開始期にはほぼ確立
されていた。 
 
 南は北緯40°ラインの
奥羽山脈以東に分布する
が、秋田側では米代川流
域まで。 
  
 客体的であるが雫石・
盛岡で一定数見られ、北
緯39°ラインの北上盆地
と大船渡市(旧三陸町)に、
既に点的に入り込んでい
る。 
  
  
   
   

 前段階よりも176％ 
となり大幅増加。 
  
 南の主体的な分布
は馬渕川(安比川)と
北上川の分水嶺の七
時雨山を越える。 
 
 秋田県側では、雄
物川下流域に多く見
られるほか、上流域
や鳥海山北側の子吉
川流域にも見られる。 
 
 北上盆地と大船渡
市(旧三陸町)・山形
県尾花沢市・新潟市
でも点的に出土。 
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 前段階から80％ 
とやや減少する。 
  
 前期後末葉とほぼ 
同じ分布を示すが、 
北緯39°ラインでの 
出土がやや増加して
いるようである。  
 
 秋田県南では日本
海側から川を遡って
持ち込まれたような
分布を示している。 
 
 秋田県の米代川水
系の小又川流域で大
木７式との共伴例が
増える。 
  
  
     

 前段階から63％と
遺跡数激減。 
  
 遺跡数は減少する
が、主体的な分布や 
点的な分布もあまり
変わらないように見
える。 
 
 しかし秋田県の米
代川流域や分水嶺七
時雨山付近、北三陸
においても大木８ａ
式土器との共伴例が
増え、大木文化の北
進状況がうかがえる。 
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青森市の円筒土器遺跡動態 
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青森市のまとめ 
① 前期中～後葉には中規模の遺跡が市西部の三内丸山 
 遺跡を中心とした沖館川流域に多く分布。 
 
② 前期末葉には遺跡数が前時期の130％になり、中規模 
 遺跡が市の東部や南部の丘稜でも見られる。 
 
③ 中期前葉には三内丸山遺跡周辺に集中傾向を示し、  
 中期中葉には前時期の65％まで遺跡数が激減し、三内 
 丸山遺跡を含む竪穴建物跡の検出数が多い３集落が隣 
 接する。 
 
④ 遺跡数がピーク時（中期中葉）の半分以下に減少し 
 た中期後末葉も三内丸山遺跡周辺への集中傾向は継続 
 し、円筒土器文化成立期から終焉後も続いた。 
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八戸市の円筒土器遺跡動態 
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八戸市のまとめ 
①前期中葉には新井田川中流域の畑内遺跡で多数の竪穴 
 建物跡が検出されている。 
②前期後末葉には、下流域の重地遺跡でも検出例が多い。 
③中期中葉には、多数の竪穴建物跡の検出された笹ノ沢 
 (3)遺跡が八戸市北部に現れるが、短期間で姿を消す。 
④新井田川下流域では、松ヶ崎遺跡や一王寺(1)遺跡のよ 
 うに、一定数の竪穴建物跡が継続的に検出される遺跡 
 がある。 
⑤遺跡数が激減した中期中後葉には、新井田川下流域の 
 松ヶ崎遺跡に集中する。 
⑥中期末葉には、新井田川下流域での松ヶ崎遺跡への集 
 中が解消され、周辺の数遺跡への分散傾向が見られる。 
 新井田川中流域の松石橋遺跡でやや多くの竪穴建物跡 
 が、田代遺跡ではこの時期を中心とした短期間の多数 
 の竪穴建物跡が検出されている。 
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