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１．円筒土器文化総合研究について
　平成４年に開始した三内丸山遺跡の大規模な発
掘調査より20年、平成14年の『青森県史　別編　
三内丸山遺跡』刊行から10年を経過した。その後
も円筒土器出土遺跡は年々増加しており、円筒土
器文化の現状を把握する必要性が生じている。
　そこで、三内丸山遺跡保存活用推進室は、新た
な遺跡のデータを追加した「円筒土器文化総合研
究データベース」を作成することとした。
　円筒土器文化の集落遺跡を対象に、悉皆的な報
告書の内容確認を行い、集落の時期や遺構・遺物
に関する情報を集成する。その情報は、三内丸山
遺跡に関する研究に止まらず、縄文時代の遺跡の
比較研究や新たな情報発信を行い、縄文文化に対
する新たな関心や埋蔵文化財に対する理解を促進
する。
　対象範囲が広大であることから、各道県の研究
者からなる「円筒土器文化総合研究データベース
作成プロジェクトチーム」を組織した。検討会を
年２～３回開催し、作業内容の報告とデータベー
ス作成及び活用への議論を行った。また、データ
ベース作成については、ＮＰＯ法人「縄文発信の
会」の協力を得た。
　当初、平成24・25年度の２年計画であった
が、平成26年度にもデータベース作成及び検討
会を継続し、データの充実と一層の活用を図っ
た。

２．データベース作成について
（１）作成作業と体制
　データベースの項目設定、データ内容の確認
は、プロジェクトチームと検討を重ねながら作業
を進めた。
　各遺跡のデータ抽出作業は、当室職員の指示の
下、「縄文発信の会」が雇用した作業員２名が、
当課所蔵の文献を中心に円筒土器出土が掲載され
ている各報告書から、各種データを抽出し、表に
入力した。入力したデータは定期的に当室職員が
確認を行いながら、作業を進行した。

（２）円筒土器データベース作成プロジェクト
チーム員
　データベースの作成について、専門的な助言及
び協力を得るため、円筒土器文化圏の各道県の研
究者に依頼し、プロジェクトチームを結成した。
各年度のメンバーは以下のとおりである。

平成24年度
青森県　岡田　康博（青森県教育庁文化財保護課）
　　　　全体作業統括者
　　　　小笠原　雅行（青森県教育庁文化財保護

課埋蔵文化財グループ）
秋田県　小林　克（秋田県埋蔵文化財センター）
　　　　嶋影　壮憲（大館市教育委員会 郷土博

物館文化財保護係）
岩手県　星　雅之（公益財団法人 岩手県文化振

興事業団埋蔵文化財センター）
北海道　福田　裕二（函館市教育委員会 生涯学

習部文化財課）
三内丸山遺跡保存活用推進室専門職員

円筒土器文化総合研究データベース作成
青森県教育庁文化財保護課　三内丸山遺跡保存活用推進室

３　共同研究
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平成25年度に追加となったメンバー
青森県　齋藤　岳（青森県埋蔵文化財調査セン

ター）
　　　　永瀬　史人（青森県埋蔵文化財調査セン

ター）
北海道　藤原　秀樹（北海道教育庁生涯学習推進

局 文化財・博物館課文化財調査グルー
プ）

平成26年度に追加となったメンバー
青森県　茅野　嘉雄（青森県埋蔵文化財調査セン

ター）
　平成24年度には６名だったメンバーは、最終
年の平成26年度には10名となった。

３．作業内容と成果
（１）平成24年度の作業と成果
　各地の円筒土器文化集落の基礎データの抽出・
入力を行うため、まず各地の円筒土器出土遺跡の
確認作業を行った。
　円筒土器文化の中心地域である北海道南部・青
森県・秋田県・岩手県では、遺跡台帳掲載の縄文
時代前期・中期の遺跡の中から、円筒土器出土遺
跡を抽出した。円筒土器文化周縁地である北海道
東・北部、南東北・北陸地方については、関連文
献掲載の情報より円筒土器出土遺跡を抽出した。
　出土遺跡の把握後、各報告書より基本情報（所
在地、立地、地形、標高、緯度/経度、出土土器
型式、遺跡の時期、遺構の種類、遺物の種類、発
掘調査面積）を確認し、一覧表を作成した（表
１）。
　円筒土器出土遺跡の数は、平成24年度末の時
点で、平成14年刊行『青森県史　別編　三内丸
山遺跡』での257遺跡から、３倍強の841遺跡が
確認され、その分布図を作成した（図１）。
　また、円筒土器出土の各遺跡の内容が記された
発掘調査報告書や論文等、関連文献の書誌一覧を
作成した（表２）。
　平成24年度の作業で、より多くの円筒土器出

土遺跡を把握し、遺跡の位置情報からその地理的
分布を確認することが可能となった。

（２）平成25年度の作業と成果
　円筒土器出土遺跡の基礎データ表を利用して、
時期ごとの分布図の作成を行った。
　これで円筒土器出土遺跡の分布の変遷や南に隣
接する大木式土器文化圏との境界付近の様子も捉
えることが出来るようになった。
　更に、発掘調査事例の多い青森県内の自治体
（青森市・八戸市）における、より詳細な遺構
データの抽出と入力を行った。円筒土器出土遺跡
の竪穴建物跡、掘立柱建物跡、貯蔵穴、土坑墓、
埋設土器等の遺構数、時期を報告書等で確認し、
入力作業を行った。
　中でも時期ごとの竪穴建物跡数の確認は、各地
域での円筒土器文化期の集落の動態把握に繋がっ
た（図９・10）。一例を挙げると、青森・八戸両
市域共に、縄文時代前期後葉に分散していた小・
中規模の集落が、中期中葉になると集落数は減少
するものの集約・大規模化が進み、特に青森平野
における三内丸山遺跡とその周辺に顕著な傾向が
見られた。

（３）平成26年度の作業と成果
　円筒土器文化の南に広がった大木式土器文化と
の時間関係を整理するため、各地で実施された放
射性年代測定や両型式の遺構内での共伴事例を集
めた。その後、プロジェクトチームと検討を重ね
て、北海道から北東北の縄文時代前期・中期の広
域編年案を作成した（表３）。さらに、円筒土器
文化に特徴的とされる遺物（半円状扁平打製石
器・北海道式石冠など）の出土遺跡、時期・数量
を確認した。
　また、前年度に続き、円筒土器出土遺跡の遺構
データを抽出し、ムラを構成する諸施設（竪穴建
物跡、掘立柱建物跡、貯蔵穴、墓、盛土など）の
内容を確認した。
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表１　円筒土器データベース作成の一例

表２　書誌一覧作成の一例
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図１　円筒土器出土遺跡図
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４．成果と活用
（１）データベースの作成
　三内丸山遺跡と同時代の縄文遺跡の比較・検討
を行い、新たな情報発信に繋げるため、「円筒土
器文化データベース」を３年に渡り作成した。
　基礎的情報（遺跡名（読み）、遺跡の所在地、
緯度/経度、立地、標高、地形区分、発掘調査面
積、出土土器型式、時期）に加え、集落情報（検
出遺構の種別と数、特定の遺物の出土の有無と
数）の抽出・入力を進めた。
　集落研究の中心となる竪穴建物跡については、
青森県内の遺跡から詳細情報（遺跡名、遺構番
号、時期及び土器型式期、長軸長、短軸長、壁
高、主柱数、炉の形態、付帯施設等）の抽出・入
力を行った。
　さらに、円筒土器文化の集落構造を把握するた
めに、竪穴建物跡の検出が５棟以上である遺跡に
ついて、遺構配置図の画像データを作成した。
　これらの更なる充実により、円筒土器出土遺跡
の基礎情報・集落情報の把握が容易になり、集落
研究の進展に繋がると考えられる。

（２）円筒土器出土遺跡の確認と関連書誌一覧の
作成
　円筒土器文化研究の基礎となる各種文献を悉皆
的に調査する中で、円筒土器出土の有無を確認
し、書誌一覧の作成を行った。
　青森県文化財保護課所蔵の文献の他、青森県埋
蔵文化財調査センター所蔵、プロジェクトメン
バー所蔵文献を中心に書誌を作成した。明らかに
円筒土器が出土している遺跡にも関わらず、上記
の範囲で入手できないものは、他機関より入手し
書誌作成を行ったものもある。
　その結果、平成14年刊行の『青森県史　別編　
三内丸山遺跡』で村越潔氏が確認した円筒土器出
土遺跡が257遺跡（円筒下層式土器207遺跡、円
筒上層式土器146遺跡）から、平成26年度末には
1,117遺跡（円筒下層式土器697遺跡、円筒上層

式土器618遺跡）へと４倍強の遺跡数となった。

（３）広域編年案の作成
　円筒土器文化は南北約350kmに及ぶ広大な範
囲に広がった文化であり、北海道南部・青森県全
域・岩手県北半・秋田県北半を中心とした。青森
県を除く北海道・岩手県・秋田県では、円筒土器
とは異なる土器型式が、円筒土器文化圏に隣接し
て分布している。
　研究の進展には、各地の土器型式の時間関係の
共通認識が不可欠であることから、平成24年度
のデータベース作成検討会の当初より、プロジェ
クトチームメンバーと共に、議論と検討を重ね、
北海道・北東北地方における当該期の編年案の作
成を進めてきた。
　円筒土器文化の中心である青森県においては円
筒下層諸型式、円筒上層諸型式が研究の初期より
概ね用いられてきた。一方、北海道においてはサ
イベ沢諸型式が設定されている。また、各地域に
おいて設定された所謂地方型式が存在するが、そ
の型式内容をあらためて確認・再検討し、現代的
にはどのように評価すべきものであるかも議論し
た。
　このようにして作成した平成26年度の編年案
が表３である。概ねこれまでの編年観に沿ったも
のであるが、地方型式を含めた多型式間の時間関
係を明確にし、大木諸型式との関係も整理され
た。

（４）各遺物の出土分布の把握
　データベースを利用して、円筒土器文化に特徴
的とされる遺物の出土遺跡・出土数・時期を確認
し、その分布範囲を把握することが可能となっ
た。
　半円状扁平打製石器、北海道式石冠についてそ
の事例を提示する。
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表3　北海道・北東北の円筒土器型式期の広域編年案

図２　平成24年度第１回円筒土器データベース作成検討会の様子
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【半円状扁平打製石器】
　円筒土器文化に特有の遺物として捉えられるも
のに、半円状扁平打製石器がある。
　円筒土器データベースを利用して、その分布を
確認した（図３）。
　北は北海道石狩低地帯から、南は太平洋側では
北上川中流域の北上盆地、日本海側では雄物川中
流域の大仙市まで分布が確認されている。
　北海道は円筒土器の主要分布の北限とされる石
狩低地帯には僅かに存在がみられる程度である
が、噴火湾西岸から津軽海峡に面した地域には出
土が多い。青森県では全域でみられるが、岩手・
秋田両県では円筒土器文化圏を越えて、大木式土
器文化圏まで分布している。
　円筒土器文化圏と大木式土器文化園との境界の
目安として一般に用いられる北緯40°ラインより
も60～70km南まで面的に分布しており、円筒土
器文化圏に色濃い分布を示すものの、必ずしも円
筒土器文化圏に限った分布を示す遺物ではないこ
とがわかる。

【北海道式石冠】
　北海道式石冠も円筒土器文化期にみられる遺物
である。
　円筒土器データベースを利用して、その分布を
確認した（図４）。
　北は北海道の石狩低地帯を越え、沙流川流域・
上川盆地まで及び、石狩低地帯での出土も多い。
南は青森県域の出土が多いが、岩手・秋田両県に
はあまり出土例が多くみられない。
　半円状扁平打製石器とは異なりやや北に分布が
寄っている。

　半円状扁平打製石器と北海道式石冠の２例を提
示したが、他の遺物でも同様に円筒土器データ
ベースを用いて、分布を把握することは可能であ
る。
　さらに、時期別の詳細な分布を図化すること
で、岩偶や青竜刀形石器など、特定遺物の分布の
変遷が把握できるであろう。

図３　半円状扁平打製石器の分布

図４　北海道式石冠の分布
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【縄文時代前期後葉】（図６）
　円筒土器出土遺跡の増加期である。前段階の分
布の全域において、遺跡が増加して、密な分布状
況を示している。また、秋田県中南部の雄物川・
子吉川流域にも新たに分布が広がっており、主要

（５）円筒土器の出土分布の変遷
　北海道・北東北における時期ごとの円筒土器出
土遺跡数及び分布を図化した。
　円筒土器文化成立期より主要な分布圏は不変で
ある。縄文時代前期後葉に遺跡数はピークに達
し、中期中葉にはピーク時の半減となる。
【縄文時代前期中葉】（図５）
　円筒土器文化の成立期である。分布図を見る
と、北海道石狩低地帯ではやや数が少ない。青森
県全域、岩手県の馬渕川・新井田川流域以北、秋
田県の米代川流域以北の北緯40°ラインより北に
は濃密な分布が確認されている。円筒土器文化の
成立間もないこの時期には既に、円筒土器の主要
分布圏は確立されていたといえる。

分布圏以外にも広がりをみせる時期である。
　遺跡数は前段階比176％と大幅に増加し、北海
道では積丹半島の南西側海岸域や噴火湾北岸域に
も出土が確認されている。岩手県においては、主
要分布圏が馬渕川・北上川の分水嶺を越える。北
三陸地方においても円筒土器が大木式土器に比し
て多い割合を示す時期であり、太平洋側において
主要分布圏がやや南進した時期と捉えられる。

【縄文時代中期前葉】（図７）
　円筒土器出土遺跡の安定期である。前段階より
やや減少（約80％）するが、遺跡数は依然多い。
　全域において遺跡密度はやや下がるが、分布圏
も前段階とあまり変わらない。岩手県の南三陸地
方においてやや出土の増加がみられる。
　縄文時代前期後葉の遺跡増加期と縄文時代中期
中葉の遺跡集約期の間を占める時期であり、その
中間的様相を示す時期といえよう。
【縄文時代中期中葉】（図８）
　円筒土器出土遺跡の集約期である。前段階より

図５　円筒土器出土分布図（縄文時代前期中葉）

図６　円筒土器出土分布図（縄文時代前期後葉）
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大幅な減少を示し（約63％）、前期後葉に比して
約51％と半減している。

　後述するが、この遺跡数の減少は円筒土器文化
最終段階における集落の集約と拡大を示す可能性
がある。
　周縁部の分布にも変化がみられ、秋田県中南部
の雄物川・子吉川流域では出土がない。秋田県の
米代川流域、岩手県の馬渕川・北上川分水嶺付
近、北三陸地域で大木８a式土器との共伴例が増
加し、大木式土器文化の影響が顕在化し始める時
期である。

（６）特定地域における円筒土器文化期の遺跡動
態
　個々の遺跡面積の発掘率により左右されるデー
タではあるが、竪穴建物跡の時期ごとの検出数は、
集落規模を想定する上で目安となるものである。
　ここではデータベースを活用し、円筒土器出土
遺跡の調査事例が多い青森市域と八戸市域の２地
域を対象に、竪穴建物跡検出数の推移を図化した。
　陸奥湾に面した青森平野と馬渕川・新井田川と
いう大河川の下流域に開けた八戸平野は、それぞ
れ概ね青森市域、八戸市域と重なるが、円筒土器
文化期の集落推移では、興味深いデータを示した。
　ここでは、検出された竪穴建物数を用いて、仮
に小規模集落（１～20棟）、中規模集落（21～
40棟）、大規模集落（41棟以上）と分類し、論を
進める。
①青森市域
【縄文時代前期中葉】（図９ 左上）
　青森平野西部の沖館川流域に小中規模集落の集
中が見られる。平野東部、南部は遺跡数も少なめ
で、検出されている竪穴建物数も少数である。
【縄文時代前期後葉】（図９ 右上）
　西部の沖館川流域での遺跡集中は継続してみら
れるが、新たに東部と南部で遺跡数が増加し、中
規模集落が確認される。沖館川の上流域において
も比較的竪穴建物数の検出数が多い遺跡がある。
一方、中規模集落が拡散し、それまでの沖館川流
域における一極集中の解消傾向がみられる時期と

図７　円筒土器出土分布図（縄文時代中期前葉）

図８　円筒土器出土分布図（縄文時代中期中葉）
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いえよう。その中で、三内丸山遺跡での竪穴建物
検出数は順調に増加傾向を示している。
【縄文時代中期前葉】（図９ 左下）
　西部では三内丸山遺跡で34棟が検出されてお
り、その周辺域には竪穴建物跡が極少数検出され
た遺跡が多数存在する。沖館川上流域の遺跡もみ
られなくなる。
　東部や南部では遺跡数はあまり減少しないが、
１～２棟検出程度の小規模集落しかない。
　西部の三内丸山遺跡では順調に竪穴建物数が増
加しており、沖館川流域の遺跡が中流域にある三
内丸山遺跡とその周辺への集中傾向を示してい
る。
【縄文時代中期中葉】（図９ 右下）
　全体に遺跡数が減少している。東部で数棟程度
の集落は認められるが、南部と共に目立つ遺跡は
ない。
　一方、三内丸山遺跡が100棟を超す大規模集落
となり、さらにその周辺に小・中・大規模の集落
が集中していることが明らかである。当該期は三
内丸山遺跡の集落範囲が最も広大になった時期で
あり、この地域においては集落の集約化と大規模
化が進んだ時期と考えられよう。

②八戸市域
【縄文時代前期中葉】（図10 左上）
　新井田川上流域において、中規模の集落が検出
されているが、下流域では数棟程度の小規模集落
がみられるのみである。
【縄文時代前期後葉】（図10 右上）
　新井田川上流域には小規模集落が引き続き残る
が、下流域においても検出竪穴建物数10棟を超
える集落がみられるようになる。
【縄文時代中期前葉】（図10 左下）
　この段階には八戸市域北側の五戸川流域に突如
中規模集落笹ノ沢（３）遺跡が現れる。これは翌
時期には終息へ向かう比較的存続期間の短い集落
であるが、施設が列状に配置される集落構造をな

す拠点集落と考えられるものである。
　一方、新井田川流域では前段階に上流域・下流
域でみられた比較的竪穴建物の検出数が多い集落
が姿を消し、中流域の松ヶ崎遺跡周辺への遺跡集
中傾向をみせ始める。次段階で多くの竪穴建物が
検出される松ヶ崎遺跡であるが、この段階では依
然数棟規模の検出に止まっている。
【縄文時代中期中葉】（図10 右下）
　全域で遺跡数が減少している。新井田川中流域
の松ヶ崎遺跡で31棟が検出されており、その周
辺に遺跡が集中する傾向がみられる。

「青森市域・八戸市域の集落変遷」
　青森市域では青森平野西部の沖館川流域と東
部・南部の３地域に、主に当該期の集落跡がみら
れる。
　西部の沖館川流域への集落集中は円筒土器文化
期を通して継続的であるが、中期になると上流域
の遺跡も僅かとなり、中流域の三内丸山遺跡周辺
へ集中している。
　南部・東部では遺跡数が増加した前期後葉に
は、中規模集落が現れる。しかし、中期に入ると
それらは姿を消し、中期中葉には平野の多くの集
落が三内丸山遺跡周辺に集約したような印象を受
け、平野西部への一極集中の様相を呈する。
　円筒土器文化期の拠点集落と評価される三内丸
山遺跡であるが、集落成立期より一貫して青森平
野における中心集落であり、大規模集落化した中
期中葉に更に顕在化している。
　一方、八戸市域では三内丸山遺跡のような継続
性を有する拠点集落の姿は今のところみえない。
時期によって、小中規模集落が新井田川上流域
（前期中葉）→新井田川上・下流域（前期後葉）
→新井田川中流域・五戸川流域（中期前葉）→新
井田川中流域（中期中葉）と転々と移動している
印象を受ける。
　八戸地域から馬渕川・新井田川流域及び北三陸
地方に視点を移すと、三内丸山遺跡同様に継続的



－　73　－

第3　特別研究推進事業成果概要報告

な拠点集落が、岩手県普代村力持遺跡にみられ
る。このように地域によって中心となる集落が継
続性を有するものであるかは、さらに他地域の状
況も調査する必要があり、八戸地域でも更なる調
査の進展により、同様の遺跡の存在が判明する可
能性もあろう。

５．今後の円筒土器文化データベース
　平成24～26年度の３年にわたって、円筒土器
文化データベースの作成に取り組んだ。
　確認された円筒土器出土遺跡の大幅な増加や円
筒土器文化に特徴的とされた遺物の出土分布、地
域による集落変遷の把握など、その活用法と可能
性は大きく広がる。
　この成果は報告書として正式に公開されるもの
であるが、調査の進行と共に新たにデータベース
は更新され続けるべきものである。

　青森県は円筒土器文化圏の中心である。青森県
のほぼ中央に位置する青森平野は円筒土器文化圏
の中央であり、その中に位置する拠点集落三内丸
山遺跡は円筒土器文化の中心集落でもある。
　その保存活用にあたる青森県は、円筒土器文化
の実像を明らかにし、伝え続ける必要がある。
　平成27年度には、三内丸山遺跡第２回企画展
「円筒土器文化を探る―データベースの分析か
ら」を開催し、ここまでの成果を公表した。
　今後、新たな円筒土器出土遺跡の基礎データの
追加作業に加え、過去の発掘調査例の詳細な集落
データの充実が研究の進展には不可欠であり、定
期的な更新・公開が求められよう。

図９　青森市の円筒土器文化期の竪穴建物検出数
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図10　八戸市の円筒土器文化期の竪穴建物検出数
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図11　平成24～26年度の円筒土器データベース作成検討会の様子

円筒土器データベース作成検討会 事務局より作業状況の報告

ＰＴ員　小林克氏による発言

ＰＴ員　星雅之氏による発言

ＰＴ員　藤原秀樹氏による発言ＰＴ員　嶋影壮憲氏による発言

ＰＴ員　福田裕二氏による発言

プロジェクターを用いた発表の後、議論




