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特別史跡三内丸⼭遺跡は縄⽂時代における集落の全体像や⽣活、⾃然環

境等とその変遷を具体的に解明できる、⽇本を代表する遺跡と評価され、

平成12年11⽉には国の特別史跡に指定されました。

⻘森県は、三内丸⼭遺跡を貴重な歴史的遺産として保存し、平成６年度

より遺跡の整備と⼀般公開を⾏ってきました。⾒学者は平成14年７⽉に延

べ300万⼈を超え、多くの⽅々に三内丸⼭遺跡を⾒学して頂きました。

平成14年度は、東北新幹線⼋⼾駅開業を記念したシンポジウムや企画展

をはじめとする、多くの普及活動が実施されました。また、公園センター

「縄⽂時遊館」がオープンし、より⾝近に三内丸⼭遺跡を活⽤していただ

けるようになりました。

この年報は、平成14年度の三内丸⼭遺跡の整備・調査研究・活⽤事業の

概要についてまとめたものですが、三内丸⼭遺跡の理解や埋蔵⽂化財の保

護と研究に役⽴てば幸いです。

刊⾏にあたり、三内丸⼭遺跡の保護・活⽤に御⽀援、御指導を賜りまし

た皆様に対し深くお礼申し上げますとともに、今後ともより⼀層の御指導

をお願い申し上げます。

平成16年３⽉

⻘森県教育委員会

教 育 ⻑ 花 ⽥ 隆 則
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１ 整備状況

(1) 平成14年度の整備の内容

①遺跡整備

特別史跡三内丸⼭遺跡の整備は公園整備事業と

して、平成６年度に策定された⻘森県総合運動公

園遺跡ゾーン基本構想、平成９年度の同基本計画

に基づき進められている。

平成14年度は整備検討委員会と植⽣復元部会を

各１回開催した。植⽣復元部会での検討内容と整

備の概要は以下のとおりである。

○植⽣復元

植⽣復元及び管理の技術的データの蓄積を図る

ことを⽬的として、平成10年度に実施したクリ⽣

⽊移植と樹林（クリ林）造成試験植裁、平成11年

度に⾏ったブナ林の樹林造成試験植裁についての

モニタリング調査、草地植⽣復元のための草地の

刈り取り管理試験を継続して⾏った。

調査の最終年度となりクリ移植、クリ・ブナ林

造成調査をとりまとめ、草地管理⽅針を検討した。

○集落復元

竪⽳住居は平成10年度に基本計画・基本設計、

11年度に予備設計、12年度に詳細設計、13年度に

設計仕様が決定され、遺跡最盛期の11棟の復元が

予定されている。14年度は⼟葺き２棟、樹⽪葺き

２棟、茅葺き１棟の計５棟が復元された。

○縄⽂時遊館（公園センター）の整備

公園施設の中核となる縄⽂時遊館の整備を進

め、平成14年11⽉30⽇に開館した。

②公開遺構の整備

平成７年以降の公開に伴い、劣化が進んだ箇所

については修復、補充の保存処理を⾏った。

③遺構⼀部損傷事故

天候不順による整備⼯事の遅れから、⼯事受注

業者が平成14年８⽉25⽇（⽇）に県の⽴ち会いを

求めずに暗渠排⽔敷設⼯事を施⼯し、遺跡南⻄の

墓域で遺構⼀部損傷事故が発⽣した。

11⽉１⽇∼20⽇に遺構損傷の状況を検証するた

めの発掘調査を実施し、３基の環状配⽯墓の⼀部

損傷が明らかになった。以降は整備主体の都市公

園事務所、⼯事業者、三内丸⼭遺跡対策室による

⼯程会議の実施など、⼀層の連携を図っている。

(2) 縄⽂⽂化交流拠点基礎調査について

①調査⽬的

整備の基本構想、基本計画において、遺跡活⽤

の中核的な施設として縄⽂⽂化交流拠点の整備が

提⾔されている。その理念は「単に展⺬と収蔵の

機能を中⼼とした施設ではなく、縄⽂を核とした

交流を国内外に求め、縄⽂を世界的視点から研究

し、その成果を⼀般市⺠が様々に体験できる総合

的」なもので、さらに「サイトミュージアムであ

る三内丸⼭遺跡をフィールドとして相互⼀体の役

割を果たす施設として計画し、世界へ向けて発信

できる場を創造していく」としている。

これを踏まえ、その検討を進めるための基礎資

料を得ることを⽬的に調査を⾏った。

②調査⽅法と内容

縄⽂⽂化交流拠点の基本機能である調査・研究

及び展⺬が隣接した２施設で担われている⿅児島

県⽴埋蔵⽂化財調査センターと上野原縄⽂の森展

⺬館の施設調査を⾏った。
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２ 調査研究

(1) 三内丸⼭遺跡調査

遺跡の全体像、特に環境と集落構造の変遷の解

明や、今後の保存・活⽤、整備計画の策定や推進

のための資料収集を⽬的とした学術調査を、⻑期

間にわたって継続して⾏っている。

平成９年度設置の三内丸⼭遺跡発掘調査委員会

での検討結果に基づいて実施した。

また、今後の⻑期的な整備、活⽤に備えて、関

連する遺跡の調査、事例調査、積極的な情報発信

のための事業を⾏った。

○発掘調査

前年度に継続して、集落南⻄側の墓域と道路跡

の範囲確認、⻄側の墓域と道路跡の範囲確認、北

⻄側の掘⽴柱建物跡の精査を⽬的として３地点

（第23次・24次・25次調査区）の発掘調査を⾏っ

た。

・調査期間 平成14年５⽉13⽇∼10⽉31⽇

・調査⾯積 4,021㎡

・主な検出遺構と出⼟遺物

縄⽂時代の竪⽳住居跡、⼟坑、環状配⽯墓、配

⽯遺構、掘⽴柱建物跡、埋設⼟器遺構、道路跡。

縄⽂⼟器、⽯器などダンボール箱37箱分。

○第23次調査

第23次調査は集落南⻄側の墓域と道路跡の調査

である。この地区では平成10∼13年度の発掘３査

で、縄⽂時代中期中葉∼後葉（今から約4,500

∼4,000年前）と考えられる列状に並ぶ墓と、これ

に沿うように延びる道路跡が確認されている。墓

列は環状配⽯墓・配⽯墓・⼟坑墓などで構成され、

道路跡⽚側の⻄側斜⾯上⽅に並ぶ。その⼀⽅で、

墓列の向かい側にあたる東側斜⾯下⽅では、これ

とは対照的に遺構の分布は認められていなかっ

た。しかし、平成13年度の調査で、墓列の向かい

側において列状に配列した配⽯遺構が２基確認さ

れた。第23次調査はこの南東側に隣接する地区で

調査を⾏った。

調査の結果、新たに６基の環状配⽯墓を確認し、

これらが道路跡の両側に並ぶ様相が明らかになっ

た。墓域と道路跡は約260mにわたって延びてお

り、さらに南東側に続く可能性が⾼い。また、道

路跡上に設置された円筒上層ｃ式期（縄⽂時代中

期前葉）の埋設⼟器遺構も新たに検出した。

○第24次調査

第24次調査は遺跡⻄側の調査で、この地区では

平成12年度から継続して調査を⾏っている。これ

までの調査で、縄⽂時代中期の⼟坑墓列と道路跡、

貯蔵⽳と考えられる⼟坑群、掘⽴柱建物跡などが

三内丸⼭遺跡年報−７−

― 2 ―

第23次調査 道路跡のエレベーション（断⾯形）

環状配⽯遺構（第23次調査）



確認されている。特に⼟坑墓は北東⽅向に⻑軸の

向きを揃え、約40mにわたって北⻄⽅向に列状に

並ぶ。

調査の結果、墓列の東側でこれに平⾏しながら

延びる道路跡を約80mにわたって確認した。さら

に、道路跡の東側では新たに⼟坑墓と14基の埋設

⼟器遺構を確認し、道路跡の両側に墓域が存在す

ることが明らかになった。

○第25次調査

第25次調査は遺跡の北⻄側斜⾯の調査である。

この地区では平成12年度の調査（第19次調査）で

47基の柱⽳が確認され、その組み合わせにより６

棟の掘⽴柱建物跡が推定された。また、２基の柱

⽳で⽊柱が残存している状況が確認され、これら

の取り上げを⾏っている。その結果、遺存状態が

良好で、詳細な分析を⾏うことができた。そこで

第25次調査では、第19次調査で取り上げられた⽊

柱と、同じ建物を構成すると考えられる柱⽳を対

象に調査することにした。

調査の結果、柱⽳の規模や柱の痕跡は、第19次

調査で取り上げを⾏った柱とは対応せず、異なる

建物を構成する柱⽳と判断された。この結果を踏

まえて柱⽳の組み⽅を検討し、次年度以降に改め

て調査することにした。

(2) 関連遺跡調査

①国内関連遺跡調査

新たな発掘調査成果が得られている県内外の縄

⽂遺跡を調査し、最新の情報を得ることにより、

三内丸⼭遺跡の学術的解明を進めていくととも

に、遺跡間のネットワークの形成にむけ交流を図

るものである。平成14年度は北海道、東北北部、

北陸地⽅の遺跡で実施した。

②東アジア関連遺跡調査

三内丸⼭遺跡の整備、学術的解明を進めていく

上で、国内の遺跡だけではなく、世界的な規模で

縄⽂⽂化を検討、位置づけていくために、類似点

をもった東アジアの関連遺跡調査を実施するもの

である。

平成12年度からは中国東北部の新⽯器⽂化の解

明及び縄⽂⽂化との関連についての調査のため、

東奥⽇報社・⻘森県教育委員会・⻘森市教育委員

会からなる⽇中先史時代遺跡調査実⾏委員会に参

加し、経費の⼀部を負担している。実⾏委員会は

平成13年度からは中国社会科学院考古研究所が中

国東北部内蒙古⾃治区の興隆溝遺跡で実施する発

掘調査に際し、遺構測量、⾃然科学的分析などに

ついて協⼒を⾏っている。

興隆溝遺跡は内蒙古⾃治区⾚峰市敖漢旗宝国吐

郷興隆溝村に所在する。遺跡は、標⾼約560m前後

で、⼭の傾⾯から平坦地に⽴地している。現在は

ソバやヒマワリなどの畑となっており、広さは約

５万k㎡と広⼤である。

遺跡は1982年に⾏われた分布調査の際に発⾒さ

れ、1998年には住居跡の灰⼟圏の実測や遺物採集

が⾏われ、2000年にはその成果について報告され

ている（「内蒙古敖漢旗興隆溝新⽯器時代遺跡調

査」『考古』2000第９期）。それによると竪⽳住居

跡とみられる灰⼟圏は北東から南⻄⽅向に列をな

して145基発⾒されており、分布域も３区分でき

るとしている。

平成13年度は遺跡北東部の第１区と呼ばれる地

Ⅰ 平成14年度の事業について
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点で実施し、興隆窪⽂化の12棟の竪⽳住居跡が検

出されている。住居跡からは⼟器や⽯器（細⽯

刃・⽯鍬・⽯斧など）、獣⾻、⾙、⽟器が出⼟し、

住居跡の床下に⼟坑墓を持つものがあり⼈⾻や副

葬品の管⽟等が出⼟している。

平成14年度は８⽉から10⽉にかけて、第１区の

⻄に位置する第2区を1,100㎡調査した。第２区で

は67基の灰⼟圏が確認されているが、今回の調査

では11棟の竪⽳住居跡の調査が⾏われた。時代は

昨年と同様、興隆窪⽂化期のものである。竪⽳住

居跡の平⾯形は⽅形で、中央に掘り込みを持つ地

床炉がつくられ、南壁中央付近には出⼊⼝の浅い

窪みを持つ。床⾯には４本を基本とした柱⽳の配

置が確認された。住居跡の北壁及び⻄壁付近には

⼟坑墓を伴うものがあり、検出された⼈⾻の保存

状況は良好であった。また、住居跡床⾯から⼈⾻

が検出される例があり、多数の細⽯刃が上にまか

れているものもあった。

調査では、ＧＰＳやトータルステーションを⽤

いた精密な測量が⾏われた。動植物遺存体などに

関する⾃然科学的なデータも増え、現在は乾燥地

域ではあるが、遺跡が営まれた時期は周囲に森が

広がっていたことが動物相や植物相から明らかに

なった。

(3) 遺跡環境調査

遺跡の⻑期的保護に向けて、その具体的対応を

検討するための基礎的な資料を得るため、外気温、

室温、湿度等について定期的にデータ収集を⾏っ

た。

(4) 三内丸⼭遺跡発掘調査委員会

三内丸⼭遺跡に関する学術的な解明や継続的な

発掘調査計画検討のため、専⾨家による委員会を

平成９年度から設置しており、11・13年度に改選

し14年度からは協⼒委員をおかないこととなっ

た。年３回の会議を開催しており、構成は次の通

りである。

委員⻑

村越 潔（⻘森⼤学考古学研究所顧問）

副委員⻑

⼩⼭修三（国⽴⺠族学博物館名誉教授）

委 員

町⽥ 章（独⽴⾏政法⼈⽂化財研究所

奈良⽂化財研究所所⻑）

⼩林達雄（國學院⼤學教授）

⼤塚和義（国⽴⺠族学博物館教授）

鈴⽊三男（東北⼤学⼤学院教授）

⻄本豊弘（国⽴歴史⺠俗博物館教授）

⾼島成侑（⼋⼾⼯業⼤学教授）

市川⾦丸（⻘森県考古学会会⻑）

辻誠⼀郎（国⽴歴史⺠俗博物館助教授）

顧 問

江坂輝彌（慶應義塾⼤学名誉教授）

芹沢⻑介（東北⼤学名誉教授）

坪井清⾜（財団法⼈ 元興寺⽂化財研究所

所⻑）

佐原 眞（前国⽴歴史⺠俗博物館館⻑）

○第１回発掘調査委員会

開催期⽇ 平成14年６⽉６⽇

開催場所 体験学習館（以下同じ）

検討内容 今年度の発掘調査について
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遺跡現地指導

特別研究推進事業について

○第２回 平成14年10⽉29⽇

検討内容 発掘調査の状況について

遺跡現地指導

今後の発掘調査計画について

特別研究推進事業について

○第３回 平成15年３⽉13⽇

検討内容 今年度の発掘調査の成果について

平成15年度の発掘調査について

特別研究推進事業について

(5) 特別研究推進事業

遺跡の全体像解明と縄⽂⽂化の解明を進めるた

め、平成10年度から実施している事業である。平

成14年度は総合研究と公募研究に分けて⾏った。

総合研究は三内丸⼭遺跡発掘調査委員会委員を

研究代表とし研究を委託するものである。公募研

究は全国から研究課題を公募し、発掘調査委員会

委員の審査により研究費を補助するものである。

①総合研究

『縄⽂時代におけるクリ資源利⽤と資源再⽣に関

する総合研究（２）』

（研究代表者 鈴⽊三男 東北⼤学）

②公募研究Ａ（個⼈研究）

＊『三内丸⼭遺跡における墓域の基礎的検討』

（⼭⽥康弘 島根⼤学）

＊『竪⽳住居形式の分析からみた三内丸⼭遺跡の

空間構成と変遷』

（⾕⼝康浩 國學院⼤学）

＊『円筒⼟器⽂化圏における⼟器・⼟偶の移動に

関する研究』

（松本建速 筑波⼤学）

＊『円筒⼟器様式の地域性と周辺⼟器様式との接

触について』

（茅野嘉雄

⻘森県埋蔵⽂化財調査センター）

＊『円筒⼟器⽂化圏における⽯器ならびに⼟器表

⾯加⼯技術に関する研究』

（⾚沼英男 岩⼿県⽴博物館）

＊『縄⽂時代中期『円筒上層式⼟器』の変遷と地

域性』

（⼩笠原雅⾏

⻘森県埋蔵⽂化財調査センター）

③公募研究Ｂ（共同研究）

『ＤＮＡ考古学による縄⽂植⽣の再⽣』

（研究代表者 ⽯川隆⼆ 弘前⼤学）

Ⅰ 平成14年度の事業について
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３ 普及啓発

(1) シンポジウム等

①三内丸⼭遺跡 縄⽂シンポジウム2002

『ストーンサークルのなぞ』

⽇時：平成14年11⽉17⽇（⽇）

10：30∼16：00

会場：東京 有楽町朝⽇ホール

主催：⻘森県、⻘森県教育委員会

内容：

・第１部 調査報告

「三内丸⼭遺跡最新情報の報告

−発掘調査から−」

佐々⽊雅裕（⻘森県教育庁）

・第２部 遺跡からの報告

「⼩牧野遺跡」

児⽟⼤成（⻘森市教育委員会）

「太師森遺跡」

渡部 学（平賀町教育委員会）

「秋⽥県の環状列⽯」

⼩林 克（秋⽥県埋蔵⽂化財センター）

・第３部 講演

「縄⽂時代のストーンサークル」

岡村道雄（奈良⽂化財研究所）

・第４部 パネルディスカッション

「ストーンサークルのなぞ」

岡村道雄（奈良⽂化財研究所）

岡⽥康博（⽂化庁記念物課） 司会

児⽟⼤成（⻘森市教育委員会）

渡部 学（平賀町教育委員会）

⼩林 克（秋⽥県埋蔵⽂化財センター）

秦 光次郎（⻘森県教育庁）

第１部では今年度の三内丸⼭遺跡の発掘調査に

ついての報告を⾏った。第２部ではストーンサー

クルについて注⽬されている３遺跡についての報

告が⾏われた。第３部では縄⽂時代のストーン

サークルについての討論が⾏われた。

②三内丸⼭遺跡 縄⽂フォーラム2002

⽇時：平成14年11⽉22⽇（⾦）

18：00∼21：00

会場：⻘森国際ホテル

主催：三内丸⼭遺跡縄⽂フォーラム実⾏委員会

⻘森県教育委員会、東奥⽇報

内容：

・第１部

「三内丸⼭遺跡最新情報

−本年度の発掘調査から−」

佐々⽊雅裕（⻘森県教育庁）

・第２部

「本年度の興隆溝遺跡発掘調査の報告」

齋藤 岳（⻘森県教育庁）

・第３部

パネルディスカッション

「北からの波動∼⼤陸と北⽇本の交差点・

興隆溝遺跡から⾒えてきたもの∼」

岡村道雄（奈良⽂化財研究所）

鈴⽊三男（東北⼤学）

⻄本豊弘（国⽴歴史⺠俗博物館）

佐川正敏（東北学院⼤学）

岡⽥康博（⽂化庁記念物課） 司会

第１部では今年度の三内丸⼭遺跡の発掘調査に
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ついての報告を⾏った。第２部では興隆溝遺跡の

発掘調査の成果についてスライドを⽤いて報告

し、貴重な遺物や遺構を紹介した。第３部では興

隆溝遺跡の住居跡の炭化材や動物遺体から縄⽂時

代の⽣活についての話し合いが⾏われた。

③東北新幹線⼋⼾駅開業記念縄⽂シンポジウム

『輝け!北の縄⽂2003』

⽇時：平成15年１⽉19⽇（⽇）

10：30∼16：00

会場：⼋⼾市公会堂

主催：⻘森県、⻘森県教育委員会

内容：

・第１部 遺跡からの報告

「宮畑遺跡」

斎藤義弘（福島市教育委員会）

「御所野遺跡」

⾼⽥和徳（⼀⼾町教育委員会）

「⼩牧野遺跡」

児⽟⼤成（⻘森市教育委員会）

「三内丸⼭遺跡」

中村美杉（⻘森県教育庁）

「是川遺跡」

村⽊ 淳（⼋⼾市教育委員会）

・第２部 パネルディスカッション

コーディネーター 岡⽥康博

（⽂化庁記念物課）

パネラー 岡村道雄（奈良⽂化財研究所）

斎藤義弘（福島市教育委員会）

⾼⽥和徳（⼀⼾町教育委員会）

児⽟⼤成（⻘森市教育委員会）

村⽊ 淳（⼋⼾市教育委員会）

中村美杉（⻘森県教育庁）

・第３部 トーク「縄⽂探検」

⼩⼭修三（国⽴⺠族学博物館名誉教授）

岡村道雄（奈良⽂化財研究所）

⽵下景⼦（⼥優）

第１部では最近調査された東北地⽅の縄⽂遺跡

の中で注⽬されている５遺跡の報告を⾏った。第

２部では遺構や遺物の関連性についての討論が

⾏われた。第３部では縄⽂時代の⾷料やファッ

ションなどについて話し合いが⾏われた。

④三内丸⼭遺跡報告会

⽇時：平成15年３⽉23⽇（⽇）

10：30∼16：45

会場：⻘森県総合社会教育センター

主催：⻘森県教育委員会

内容：

・調査報告

「平成14年度発掘調査成果報告」

佐々⽊雅裕（⻘森県教育庁）

「⽇中共同研究成果報告」

齋藤 岳（⻘森県教育庁）

・特別研究成果報告

【公募研究Ａ】

「三内丸⼭遺跡における墓域の基礎的研究

−階層性の有無を中⼼に−」

⼭⽥康弘（島根⼤学）

「竪⽳住居形式の分析から⾒た三内丸⼭遺跡

の空間構成と変遷」

⾕⼝康浩（國學院⼤学）

「円筒⼟器⽂化圏における⼟器・⼟偶の移動

に関する研究」
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松本建速（筑波⼤学）

「円筒⼟器様式の地域性と周辺⼟器様式との

接触について」

茅野嘉雄

（⻘森県埋蔵⽂化財調査センター）

「円筒⼟器⽂化圏における⽯器ならびに⼟器

表⾯加⼯技術に関する研究−三内丸⼭遺跡

及び周辺遺跡を中⼼として−」

⾚沼英男（岩⼿県⽴博物館）

「縄⽂時代中期『円筒上層式⼟器』の変遷と

地域性」

⼩笠原雅⾏

（⻘森県埋蔵⽂化財調査センター）

【公募研究Ｂ】

『ＤＮＡ考古学による縄⽂植⽣の再⽣』

⽯川隆⼆（弘前⼤学）

【総合研究】

『縄⽂時代におけるクリ資源利⽤と資源再⽣

に関する総合研究Ⅱ』

鈴⽊三男（東北⼤学）

(2) イベント

①サマーフェスタin三内丸⼭2002

⽇程：平成14年７⽉20⽇（⼟）∼９⽉21⽇（⼟）

会場：三内丸⼭遺跡、みちのく北⽅漁船博物館

主催：サマーフェスタin三内丸⼭実⾏委員会

内容：

平成14年度の「サマーフェスタin三内丸⼭」

のオープニングフェスタ（７⽉20⽇、21⽇）

は、「みちのく船のフェスティバル」の合同企画

イベントとして、みちのく北⽅漁船博物館で

⾏った。また、「ミニコンサート」及び「ムサ

サビの⽳キャンプ」は、三内丸⼭遺跡を会場と

した。

「丸⽊⾈体験」（７⽉20⽇、21⽇）

プールで縄⽂時代に使⽤されたと想定され

る丸⽊⾈の乗船を体験。

「縄⽂体験教室」（７⽉20⽇、21⽇）

まが⽟や組みひもの製作体験。

「釣り針づくり体験」（７⽉20⽇、21⽇）

シカの⾓を削って釣り針を作製。

「⽕おこし体験」（７⽉20⽇、21⽇）

道具を使って、⽕おこしを体験する。

「縄⽂料理試⾷」（７⽉20⽇、21⽇）

縄⽂パンの試⾷。

「クイズラリー」

会場内に数ヶ所設けたチェックポイントを

まわって、三内丸⼭遺跡や船に関したクイ

ズに挑戦する。

「ミニコンサート」

復元⼤型住居内で津軽三味線などの演奏

「ムササビの⽳キャンプ」

遺跡で宿泊し、縄⽂⽣活を体験する。

三内丸⼭遺跡年報−７−
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②三内丸⼭遺跡・雪ランド2003

⽇時：平成15年２⽉１⽇（⼟）、２⽇（⽇）、

８⽇（⼟）、９⽇（⽇）、11⽇（祝）

会場：三内丸⼭遺跡

主催：⻘森県、⻘森県教育委員会

内容：

冬の三内丸⼭遺跡を体験できるとともに、楽

しめるようなメニューを中⼼とした。

「ミニかまくら作り」（２⽉９⽇）

バケツを利⽤して、ミニかまくらを作製。

「⼤型すべり台」（２⽉１⽇∼11⽇）

雪で作った⻑さ100mの⼤型すべり台でソリ

すべり。

「縄⽂⼟器の復元体験」

（２⽉１⽇、２⽇、９⽇、11⽇）

三内丸⼭遺跡から出⼟した⼟器の復元体

験。

「縄⽂⼿作り体験学習」

（２⽉１⽇、２⽇、８⽇、９⽇、11⽇）

⼟偶や組みひも、縄⽂ポシェットを作製。

「縄⽂クッキー作り」

（２⽉１⽇、２⽇、９⽇、11⽇）

ゴマや松の実、レーズンを混ぜて板状⼟偶

をかたどったクッキー作り。

「餅つき」（２⽉１⽇、２⽇、９⽇、11⽇）

復元⼤型住居内で餅つき。

「ふるまい鍋」（２⽉１⽇、２⽇、９⽇、11⽇）

来場者に豚汁をふるまう。

「雪のイルミネーション」

（２⽉１⽇、２⽇、９⽇、11⽇）

夜にかまくらに灯りをともし、復元⼤型掘

⽴柱建物や園路をライトアップ。

「縄⽂ストラックアウト」

（２⽉１⽇、２⽇、９⽇、11⽇）

縄⽂時代に⽣息していたと思われる動物が

描かれた９枚の的をねらう的当てゲーム。

「三内丸⼭遺跡クイズラリー」

（２⽉１⽇、２⽇、９⽇、11⽇）

会場内に数ヶ所設けたチェックポイントを

まわって、三内丸⼭遺跡に関したクイズに

挑戦する。

(3) 企画展及び最新情報展

①企画展

『三内まほろば縄⽂展』

会期：平成15年１⽉から３⽉まで

会場：三内丸⼭遺跡展⺬室

新幹線⼋⼾駅開業及び縄⽂時遊館オープン

を記念し、重要⽂化財に指定予定の遺物や、

これまでの発掘調査成果をパネルで解説し

た。
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②最新情報展

三内丸⼭遺跡への理解を深めてもらうため、調

査及び研究で明らかとなった最新情報展を⾏っ

た。

『縄⽂⼈の失敗？』

期間：平成14年６⽉∼11⽉

遺跡の出⼟品の中から模様をつけ間違えた

⼟器、指の数を間違えた⼟偶など、失敗作と

思われる遺物を展⺬した。

『⿊曜⽯の産地を訪ねて』

期間：平成15年１⽉∼

北海道５地点、本州８地点の⿊曜⽯産地につ

いて、写真や原⽯など⽤いて解説・展⺬した。

『平成14年度の発掘調査の成果』

期間：平成15年３⽉∼

出⼟した遺物やパネルなどの展⺬をとおし

て発掘調査の成果を紹介した。

(4) 体験学習

体験学習は三内丸⼭遺跡等の発掘調査から得ら

れた成果から考えられる縄⽂時代の⽣活の⼀部を

体験してもらうことを⽬的に、平成８年度から実

施している。

14年度は５⽉から10⽉までの⼟曜⽇、⽇曜⽇に

計13回⾏った。１回コース、２回コース、５回コー

スをもうけ、じっくりと時間をかけて⾏うように

した。メニューによっては専⾨家に講師を依頼

し、参加者がより詳しい知識を得られるようにし

た。いずれのメニューも三内丸⼭応援隊のボラン

ティアの協⼒を得て⾏った。

【１回コース】

①「岩偶作り」

実施⽇：平成14年５⽉11⽇（⼟）

内 容：やわらかい⽯（凝灰岩や泥岩）で⼈形

を作製する。

参加者：41名

②「発掘体験」

実施⽇：平成14年６⽉15⽇（⼟）

内 容：三内丸⼭遺跡の発掘を体験する。

参加者：午前の部23名、午後の部20名

③「三内丸⼭遺跡探検」

実施⽇：平成14年６⽉29⽇（⼟）

内 容：三内丸⼭遺跡周辺の植物観察をする。

講 師：辻誠⼀郎（国⽴歴史⺠俗博物館）

参加者：30名

④「⼟偶作り」

実施⽇：平成14年７⽉13⽇（⼟）

内 容：三内丸⼭遺跡と同じ⼟で⼟偶を作り、

野焼きをする。

参加者：43名

⑤「⽯器作り」

実施⽇：平成14年10⽉26⽇（⼟）

内 容：⿊曜⽯で⽯器を作る。

参加者：17名

⑥「レプリカ作り」

実施⽇：平成14年11⽉９⽇（⼟）

内 容：遺物の複製品を作製する。

講 師：堀江武史（株式会社 東芸）

参加者：19名

⑦「腕輪づくり」

実施⽇：平成14年12⽉７⽇（⼟）

内 容：ベンケイ⾙で腕輪を作る。

参加者：18名

三内丸⼭遺跡年報−７−
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【２回コース】

①「住まいの考古学」

実施⽇：平成14年９⽉14⽇（⼟）、15⽇（⽇）

内 容：竪⽳住居を作る。

講 師：⾼島成侑（⼋⼾⼯業⼤学）

参加者：延べ18名

②「海の考古学」

実施⽇：平成14年10⽉12⽇（⼟）、13⽇（⽇）

内 容：釣り針の作製と⿂釣りの体験

講 師：市川⾦丸（⻘森県考古学会会⻑）

参加者：延べ32名

③「装いの考古学」

実施⽇：平成15年１⽉11⽇（⼟）、12⽇（⽇）

内 容：⾃分で作った⽷で、縄⽂時代の布をつ

くる。

講 師：尾関清⼦（東海学園⼥⼦短⼤名誉教授）

参加者：延べ18名

【５回コース】

①「⼟器作り１」

実施⽇：平成14年６⽉１⽇（⼟）

内 容：三内丸⼭遺跡と同じ⼟で⽣地を作る。

講 師：誉⽥実（陸奥美窯）

参加者：33名

②「⼟器作り２」

実施⽇：平成14年７⽉６⽇（⼟）

内 容：⼟器に模様をつけるための縄を作る。

参加者：30名

③「⼟器作り３」

実施⽇：平成14年７⽉27⽇（⼟）

内 容：粘⼟で⼟器を作る。

参加者：34名

④「⼟器作り４」

実施⽇：平成14年８⽉25⽇（⽇）

内 容：⼟器を野焼きする。

参加者：34名

⑤「⼟器作り５」

⾬天のため、実施を中⽌した。

予定内容：⽕を起こし、作った⼟器で煮炊きを

する。

(5) 印刷物の発⾏

①『年報６』

Ａ４ 50ページ 500部発⾏

平成13年度の事業、⾒学者の動向、研究ノー

ト、特別研究推進事業成果報告、平成14年

度発掘調査の概要、⽇誌妙録。

②『⻘森県埋蔵⽂化財発掘調査報告書第361集

三内丸⼭遺跡21 −第23次∼25次調査概要報

告書−』

Ａ４ 34ページ 500部発⾏

平成14年度に実施した第23次∼25次調査の

概要報告。

③『⻘森県埋蔵⽂化財発掘調査報告書第362集

三内丸⼭遺跡22 −第13・14・17・20次調査

報告書１−』

Ａ４ 239ページ 500部発⾏

平成10∼13年度に調査した第13・14・17・

20次調査のうち、遺構及び遺構内遺物に関

する調査報告。

④『⻘森県埋蔵⽂化財発掘調査報告書第363集

特別史跡三内丸⼭遺跡⼀部損傷事故に係る発

掘調査報告書』

Ⅰ 平成14年度の事業について
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Ａ４ 28ページ 500部発⾏

園路整備に伴う排⽔暗渠⼯事において、遺

構の⼀部を損傷した事故の報告書。

⑤『三内丸⼭通信』第26∼29号

Ａ３両⾯ 3,000部発⾏

三内丸⼭遺跡の調査、イベント、トピック

スなどの最新情報。

⑥リーフレット（⼀般）

遺跡⾒学者を対象とした、公開中の遺構の

解説を中⼼としたリーフレット。

⑦縄⽂探検マップ

遺跡を分かりやすく解説したイラストマッ

プ。

(6) 資料貸し出し

今年度も遺物及び遺物レプリカ、写真等の貸し

出しを⾏った。主な貸し出しは以下の通りである。

なお、雑誌掲載⽤等の写真貸し出しは除外した。

①⻘森県⽴郷⼟館常設展⺬資料

平成14年４⽉１⽇∼15年３⽉31⽇

⼟器・ヒスイ・⾻⾓器・装⾝具・⼟偶など

計14点

②中⾥町⽴博物館常設展⺬資料

平成14年４⽉１⽇∼15年３⽉31⽇

⼟器 ２点

③御所野縄⽂博物館「縄⽂の森フェスタ2002」

平成14年７⽉15⽇∼29⽇

縄⽂服（尾関清⼦⽒製作） ３点

④上⽥市⽴信濃国分寺資料館「三内丸⼭遺跡と信

濃の縄⽂⽂化−⻘森県と⻑野県の縄⽂時代−」

平成14年９⽉４⽇∼11⽉７⽇

⼟器・⾻⾓器・ヒスイ・⽯器・⼟偶・動植物

遺体等 計55点

⑤⽶沢市上杉博物館「いにしえのロマン ⽶沢考

古学のあゆみ」

平成14年９⽉10⽇∼11⽉11⽇

⼟器 ３点

⑥東北電⼒ビル（仙台市）「東北と縄⽂展∼縄⽂か

ら未来へ遥かなるメッセージ」

平成14年11⽉18⽇∼12⽉15⽇

⼟器・ヒスイ・⽯器・⼟偶 計６点

(7) ⼦ども向けホームページ「サンマルタン

ケンタイ」の開設

学校や家庭におけるインターネットの普及に伴

い、三内丸⼭遺跡の情報を分かりやすく発信でき

るよう、⼦ども向けホームページ「サンマルタン

ケンタイ」を開設した。

URL【http：//sannaimaruyama.pref.aomori.jp/kids/】

内容：

「どんなところ?」

三内丸⼭遺跡の概要、施設などの紹介。

「これ、なあに?」

遺構や遺物、復元建物などをクイズ形式で解説。

「じょうもんＱ＆Ａ」

三内丸⼭遺跡や縄⽂時代に関して、よくある質

問と回答を掲載。

「イベントのおしらせ」

体験学習や雪ランドなどのイベントの案内

「もっとしらべてみよう!」

⻘森県内の縄⽂遺跡について調べられる博物館

三内丸⼭遺跡年報−７−
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や資料館を掲載。

「『さんまる』だよ。よろしくね!」

マスコットキャラクター「さんまる」について

の紹介。

(8) 縄⽂時遊館の開館

平成14年11⽉30⽇に公園施設の中核となる縄⽂

時遊館が開館した。同館には遺跡を５∼15分の映

像で紹介する「縄⽂シアター」がある。「縄⽂ギャ

ラリー」には、縄⽂⼈の⽣活やファッションなど

をパソコンで学べる「冒険ライブラリ」、レプリカ

⼟器の復元体験・えんぴつ拓本・⽕おこし・⽯器

切れ味体験・縄⽂服の試着・組み紐体験ができる

「さんまるハンズオン」など、来館者が縄⽂時代

の暮らしや環境を体験できるようになっている。

また、個⼈や団体の⾒学者が体験学習をする「体

験⼯房」、飲⾷・物販、休憩スペースなどを備えて

いる。さらに来園者の利便性を⾼めるため、遺跡

を案内するボランティアガイドの通年案内が開始

された。

(9) 来場者300万⼈達成のセレモニー

平成14年７⽉26⽇に三内丸⼭遺跡の来場者が

300万⼈に達し、記念セレモニーが⾏われた。300

万⼈⽬となったのは、茨城県⽔⼾市の吉川幸宏君

（11歳）で、家族で旅⾏中の⼩学校６年⽣である。

セレモニーでは、三内丸⼭遺跡対策室⻑から、花

束や⼤型板状⼟偶のレプリカなどが記念品として

贈られた。また、前後合わせて10⼈にも、⼟偶の

ミニレプリカなどが贈られた。

(10) スコットキャラクターの着ぐるみ作成

平成13年度に三内丸⼭遺跡のマスコットキャラ

クター「さんまる」が決定された。平成14年度に

は、遺跡に対してよりいっそう親しみを持っても

らうため、マスコットキャラクターの着ぐるみを

作成した。各種イベントで遺跡の魅⼒の向上を図

るために活躍をしている。

Ⅰ 平成14年度の事業について
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平成14年度の展⺬室の⼊場者数は､224,582⼈で

平成９年度をピークに減少傾向にある｡

⽉ごとの⼊館者数は５⽉と８⽉にピークがあ

る｡これはゴールデンウィーク､ねぶた祭りによる

観光客の増加が要因であると考えられる｡また､２

⽉は冬季イベントである｢三内丸⼭遺跡･雪ランド

2003｣を開催したため､⼊場者が増えている｡公園

センター｢縄⽂時遊館｣が11⽉30⽇にオープンした

ことに伴い､12⽉１⽇から縄⽂時遊館の⼊館者数

をカウントしている｡
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展⺬室
⼊館者数

縄⽂時遊館
⼊館者数

団体
⼊館者数

展⺬室の１⽇
平均利⽤者数

４⽉ 16,269 − 4,850 542.3

５⽉ 34,365 − 14,586 1108.5

６⽉ 25,140 − 14,415 838.0

７⽉ 20,365 − 6,133 656.9

８⽉ 54,302 − 5,382 1751.7

９⽉ 25,332 − 9,167 844.4

10⽉ 25,847 − 10,260 833.8

11⽉ 8,863 − 3,330 295.4

12⽉ 2,494 19,193 653 80.5

１⽉ 1,162 12,762 535 37.5

２⽉ 6,061 26,091 1,336 216.5

３⽉ 4,382 20,732 1,079 141.4

計 224,582 78,778 71,726 612.2

人 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

展示室入館者数 
縄文時遊館入館者数 
団体申込者数 
 

(1) 展⺬室及び縄⽂時遊館の⼊館者数

展⺬室⼊館者数

平成６年度 61,807

７年度 269,597

８年度 510,337

９年度 565,376

10年度 485,917

11年度 387,021

12年度 343,050

13年度 287,182

14年度 224,582

計 3,134,869

0

10

20

30

40

50

60

6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 

万人 

グラフ１ 平成14年度までの展⺬室⼊館者数表１ 平成14年度までの⼊館者数

※展⺬室は12⽉31⽇から１⽉２⽇まで休館
※縄⽂時遊館は12⽉１⽇からカウント

表２ 平成14年度⼊館者数 グラフ２ 平成14年度⼊館者数

Ⅱ 平成14年度の⾒学者動向についてⅡ 平成14年度の⾒学者動向について



団体の⾒学者数は５、６⽉および９、10⽉にピー

クがみられる｡５、６⽉は⼩･中学校の⾒学者が多

く、９、10⽉は⼀般団体の⾒学者が多い｡

修学旅⾏⽣は圧倒的に中学校が多い｡修学旅⾏

⽣は北海道からが多く､修学旅⾏⽣全体の８割を

占める｡県内の学校利⽤は⼩学⽣が多い｡
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（２）団体⾒学者の傾向

⼩学校 中学校 その他学校 ⼀般 総 計

学校数 ⼈数 学校数 ⼈数 学校数 ⼈数 団体数 ⼈数 団体数 ⼈数

４⽉ 12 657 21 1,273 0 0 102 2,920 135 4,850

５⽉ 36 1,939 113 9,472 2 300 140 2,875 291 14,586

６⽉ 70 3,897 38 5,817 2 39 186 4,662 296 14,415

７⽉ 13 786 4 448 2 291 198 4,608 217 6,133

８⽉ 3 78 7 448 1 5 198 4,851 209 5,382

９⽉ 14 765 20 999 5 354 235 7,049 274 9,167

10⽉ 18 768 6 553 7 781 308 8,158 339 10,260

11⽉ 10 351 0 0 1 6 90 2,973 101 3,330

12⽉ 1 23 0 0 1 25 38 605 40 653

１⽉ 0 0 1 20 0 0 37 515 38 535

２⽉ 1 106 0 0 3 100 37 1,130 41 1,336

３⽉ 0 0 0 0 0 0 39 1,079 39 1,079

計 178 9,370 210 19,030 24 1,901 1,608 41,425 2,020 71,726

⼩学校 中学校 その他学校 ⼀般 総 計

学校数 ⼈数 学校数 ⼈数 学校数 ⼈数 団体数 ⼈数 団体数 ⼈数

県内 106 5,394 13 696 13 1,110 394 8,712 526 15,912

県外 72 3,976 197 18,334 11 791 1,214 32,713 1,494 55,814

計 178 9,370 210 19,030 24 1,901 1,608 41,425 2,020 71,726

0

2,000

4,000
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14,000

16,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

人 

一般 

その他学校 

中学校 

小学校 

グラフ３ 平成14年度団体⾒学者数

表３ 平成14年度団体⾒学者数

表４ 平成14年度団体⾒学者の地域別

県内 
22％ 

一般 
46％ 

一般 
12％ 

中学校 
25％ 

中学校 
1％ 

小学校 
7％ 

小学校 
6％ 

その他学校 
2％ 

その他学校 
1％ 

県外 
78％ 北海道�

18,025人  79％�

その他246人�
1％�関西755人�

3％�

関東2,839人�
12％�

東北1,236人�
5％�

グラフ４ 平成14年度団体⾒学者数の割合 グラフ５ 平成14年度修学旅⾏⽣の地域別割合



１．はじめに

磨製⽯斧は⼀定⽅向に⼒がかかる⽊材や⽊⼯品

の製作などの作業に使われるため、⼀定⽅向に結

晶が並び緻密な構造をした⽯材が適している。こ

のような⽯材として北海道では⾼圧変成作⽤を受

け、特徴的な⻘⾊を呈する神居古潭結晶⽚岩−⻘

⾊⽚岩−（合地、1983a）が斜⾥町の尾河台地遺跡

や余市町のフゴッペ⾙塚の⽯斧などに使⽤されて

いることが明らかになってきた（合地、1983b；渡

辺、1991）。

結晶⽚岩は、溶岩や堆積岩が新たに圧⼒・温度

を受け、その状態で安定な変成鉱物が圧⼒に対し

て直⾓⽅向に成⻑したものである。原岩が溶岩の

場合は鉄、マグネシウムに富むのでそれらの元素

を含む有⾊鉱物が多く形成され、圧⼒・温度の差

により緑⾊⽚岩や⻘⾊⽚岩が形成される。原岩が

堆積岩の場合は⽯英や⻑⽯、また化⽯などの有機

物−炭素が多く、変成作⽤を受けてもシリカ、ア

ルミニウム、炭素で構成される⿊⾊⽚岩になる。

変成作⽤を受けた温度圧⼒状態の違いで変成鉱物

の種類も異なり、圧⼒が⾼くなると⽐重の⾼い緻

密な鉱物の⽅が安定になる。例えば、ヒスイ輝⽯

形成反応（図１）では曹⻑⽯の体積よりもヒスイ

輝⽯+⽯英の体積の⽅が⼩さいためにヒスイ輝⽯

の⽅が⾼圧で安定になる。⾓閃⽯では藍閃⽯の⽅

がアクチノ閃⽯より⾼圧で安定であり、カルシウ

ム−アルミニウム鉱物ではローソン⽯の⽅が緑簾

⽯より⾼圧で安定である。

神居古潭構造体帯から産出する典型的な結晶⽚

岩として、⻘⾊の藍閃⽯を含む典型的な⾼圧低温

の変成作⽤で形成された｢⻘⾊⽚岩｣と⻩⾊の緑簾

⽯と緑⾊のアクチノ閃⽯と緑泥⽯を含むため緑⾊

を呈し、それほど⾼圧でない｢緑⾊⽚岩｣に⼤きく

分けられる（図１）。その中間の温度圧⼒の場合、

岩⽯の化学組成により中間的な鉱物産状になる。

そしてそれらの温度圧⼒を⺬す変成鉱物は神居古

潭変成作⽤を⽣じた構造運動を反映しており、地

域ごとに鉱物産状に特徴を持つ。

２．鉱物産状

今回、⻘森県教育庁⽂化財保護課三内丸⼭遺跡

対策室から三内丸⼭遺跡出⼟磨製⽯斧の資料21点

の提供を受け、岩⽯薄⽚を製作し偏光顕微鏡で鉱

物観察を⾏った。その結果（表１）、⼤きくＡ、Ｂ

２つのグループに分けられた。

Ａのグループは、藍閃⽯、ローソン⽯、パンペ

リー⽯、緑泥⽯を含み、それに場合によりヒスイ

三内丸⼭遺跡年報−７−
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三内丸⼭遺跡出⼟磨製⽯斧の産地について

斜⾥町⽴知床博物館 合地 信⽣

図１ ⻘⾊⽚岩と緑⾊⽚岩が形成された温度、圧⼒

Ⅲ 研究ノートⅢ 研究ノート



輝⽯（より⾼圧）や斑状変晶の曹⻑⽯（より⾼温）

を含む。⾁眼では⻘⾊（⻘⾊⽚岩）から表１：番

号21のように⻘⿊⾊を呈し、このグループには普

通⾓閃⽯を多く含む⾓閃岩（表１：番号13）も含

まれる。⿊⾊⽚岩は、⼀般的には堆積岩を原岩と

した炭素を多く含む⿊⾊を呈する岩⽯を呼ぶが、

今回のように⻘⾊の藍閃⽯を多く含むと⻘味を帯

びた⿊⾊を⺬す。したがって、単なる⾊からの判

断だけでは誤解を⽣む可能性があり、注意が必要

である。写真１、２には⻘⾊で繊維状の藍閃⽯、⽩

⾊で柱状のローソン⽯など⾼圧鉱物が観察される。

Ｂのグループは、緑簾⽯、アクチノ閃⽯、緑泥

⽯を含み、場合によりアクチノ閃⽯にNaが含まれ

るため（より⾼圧）⻘⾊を帯びる。⾁眼では明る

い緑⾊（緑⾊⽚岩）を⺬す。写真３、４には、⻩⾊

で粒状の緑簾⽯、緑⾊で繊維状のアクチノ閃⽯、

その間を埋める緑⾊の緑泥⽯が観察される。

３．⽯斧の産地について

神居古潭構造帯では、構造運動を反映して鉱物

産状が地域的に異なる。

ヒスイ輝⽯や斑状の曹⻑⽯を含む⻘⾊⽚岩は旭

川市⻄⽅の神居古潭峡⾕から芦別市にかけての構

造帯⻄側の蛇紋岩ブロックに産する（図２）。ヒス

イ輝⽯は⻘海や⽷⿂川の特殊な化学組成を持つ曹

⻑岩に産するのが⼀般に知られ、ヒスイ⽟の⽯材

になっている。⼀般的な岩⽯組成にヒスイ輝⽯が

産するのは⽇本では神居古潭変成岩と四国の⿊瀬

川構造帯中のブロックに限られている。そのよう

に神居古潭変成帯の⻘⾊⽚岩はヒスイ輝⽯が形成

される程緻密で硬い岩⽯であるため、地元では｢古

潭⽯｣と呼び、特別視してきた。最近、神居古潭峡

⾕⻄側の深川市の発掘調査で膨⼤な磨製⽯斧製作

の岩⽚が発掘され、磨製⽯斧の⼯場と推察されて

いる。

特徴的な鉱物を含む⻘⾊⽚岩は産地の特定が可

能なのに対し、緑⾊⽚岩は神居古潭構造帯全体か

ら観察される。さらに緑⾊⽚岩は神居古潭構造帯

の東に位置する⽇⾼構造帯にも⾒られる。しかし

⻘味を帯びたアクチノ閃⽯を含む緑⾊⽚岩は⾼圧

タイプの緑⾊⽚岩と推察されるので、より詳細な

分析が今後必要であるが現時点では神居古潭構造

帯の緑⾊岩と考えても⽭盾が無い。北海道平取町

沙流川⽀流の額平川付近の神居古潭構造帯の緑⾊

岩には⻘味を帯びたアクチノ閃⽯がしばしば観察

され、岩⽯も⻘味を帯び、⻘と緑の縞模様が特徴
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図２ 神宮古潭帯の地質概略図と⽯斧の産地
（加藤誠ほか、1990）



的なので｢⻘⻁⽯｣と呼ばれている。この岩⽯は⻘

⾊⽚岩ほどは硬くはないが⼀様な硬さと粘りを

持っている。またこの地域の遺跡から磨製⽯斧を

製作した跡が発掘されている（森岡談）。

４．結論および今後の課題

以上のデータより、

①三内丸⼭遺跡から発掘された⻘⾊⽚岩は神居古

潭峡⾕から芦別市にかけての神居古潭構造帯⻄側

の地域（図２では神居古潭峡⾕と表⺬）の⽯材で

あると推察される。

②緑⾊⽚岩は沙流川⽀流の額平川地域の⽯材であ

ると推察される。

今回は分析点数が少なく、また分析も偏光顕微

鏡による鉱物組み合わせのみによった。また、現

在著者が把握している岩⽯データから北海道を主

に考えたが、⻘味がかったアクチノ閃⽯が形成さ

れる⾼圧タイプの緑⾊⽚岩については早池峰変成

岩など東北地⽅も検討の余地がある。今後分析点

数の増加とＸ線分析による鉱物の化学組成からよ

り詳細なデータを広域に収集する必要がある。

また、硬いがもろい性質の⻘⾊⽚岩と、それほ

ど硬くはないが粘りのある緑⾊⽚岩という異なる

⽯質を持つ変成岩を時代とともにどのように使い

分けたか⾮常に興味が持たれる。表１に三内丸⼭

遺跡対策室より提供された磨製⽯斧が出⼟した時

期のデータを掲載した。詳細な検討は三内丸⼭遺

跡対策室の考古学的分析に委ねるが、今回の分析

結果では緑⾊⽚岩は縄⽂時代の前期に、⻘⾊⽚岩

は中期に出⼟する傾向が⾒られ、今後の更なる検

討が必要である。

最後に変質が激しい磨製⽯斧が⾒つかったので

記録する。表１：番号13は緑泥⽯の酸化が激しく

茶⾊の酸化緑泥⽯に変質している。また表１：番

号９は炭化物の付着が激しく、鉱物間にまで染み

込んでいた。使⽤⽅法について何かを⺬している

のかもしれない。

今回、貴重な磨製⽯斧資料を提供して下さった

⻘森県教育庁⽂化財保護課三内丸⼭遺跡対策室

と、平取町額平川における岩⽯調査を指導して下

さり貴重な情報を提供していただいた平取町沙流

川歴史館森岡健治⽒にお礼申し上げます。

５．引⽤⽂献

合地信⽣、1983a：旭川市⻄⽅の神居古潭変成岩類、

岩鉱、78、383-393

合地信⽣、1983b：⽯斧の⽯材産地およびベニガラ

の⽣成について、『尾河台地遺跡発掘調査報告

書』、253-257、斜⾥町教育委員会

加藤誠、勝井義雄、北川芳男、松井愈、1990：⽇

本の地質１ 北海道地⽅、共⽴出版、340ｐ

渡辺暉夫、1991：フゴッペ⾙塚出⼟⽯器⽯材の岩

⽯鑑定、『余市町フゴッペ⾙塚』、563-568、北海

道埋蔵⽂化財センター
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１．はじめに

合地信⽣⽒により磨製⽯斧の産地分析（16⾴

∼20⾴）が⾏われた。分析結果は本州と北海道の

間に磨製⽯斧という⽇⽤必需品の流れの存在を⺬

す重要なものであった。試料を提供した側として

三内丸⼭遺跡の磨製⽯斧の全体像と、そのなかで

分析資料が占める位置を明らかにすることがまず

必要であり、本稿では分析結果が考古学的に⽀持

されるかについても三内丸⼭遺跡の事例を元にし

て検討したい。あわせて、議論を広げ深めて⾏く

ためにも、現段階で三内丸⼭遺跡への磨製⽯斧の

流通についての⾒通しについても述べておくこと

にしたい。

２．分析試料の性格

合地⽒の分析資料は第６鉄塔地区出⼟資料を中

⼼としたものである。同地区は、⾃然遺物や⾻⾓

器を含めて遺物の⼀括性が⾼いうえ層位的な取り

上げがなされ、三内丸⼭遺跡の⽯器の全体像を予

察できる地区である（斎藤2003ａ）。これに同じ

台地斜⾯部で、第６鉄塔地区では把握しずらい中

期の時期差を検討できる第1･6･9次調査の資料（⻘

森県教育委員会1996・1998ｃ・2002)、そして集落

変遷の変⾰期である⼤⽊10式併⾏期の資料である

第19号住居跡出⼟品（⻘森県教育委員会1998ｂ）

を加え141点を三内丸⼭遺跡の磨製⽯斧⽯材を予

察できる資料体とみなすこととした（表１）。

これを合地⽒による⾁眼鑑定を受け（注１）、全

体の傾向性をつかんだうえで、各層・各⽯材のも

のを選びだして分析試料としたものが19⾴の表１

の21点である。

分析資料は⼩破⽚のため報告書中で図⺬してい

ないものが多く図１に、また第６鉄塔地区の磨製

⽯斧・擦切具については報告書中に掲載できな

かったものがあり図２に⺬す。これに報告済みの

ものを加えて図３にまとめ、分析することにした。

３．形態変化

図３から、磨製⽯斧の形態差について述べる。

⽯材による製作技法の違いを反映したものでは、

花崗閃緑岩は、⼩型品・鑿状のものがなく、側⾯

が丸みを帯び、敲打加⼯の痕跡や⾃然⾯（を軽く

研磨した）痕跡が残る。⻘⾊⽚岩は剥離による成

型痕が残り、緑⾊⽚岩（注２）は剥離による成型

痕が残るものと擦切技法の痕跡が残るものや側⾯

がほぼ直⾓になるものがある。

時期を反映したものとしては同じ緑⾊⽚岩で

も、前期中葉のものは、基部に凹凸があり⾃然⾯

が未研磨のまま残るものや⾃然⾯を軽く研磨した

だけのものが多い。また、擦切・⾮擦切にかかわ

らず基部は左右⾮対称で⽚側に向かって収束する

ものが多い。中期になると基部が左右対称のもの

が多く側⾯の擦切痕を残すことなく研磨されるも

のが多い。

４．⽯材の状況と産地推定結果

⽯材については、合地⽒の分析結果にあるよう

に、縄⽂時代前期には緑⾊⽚岩が、中期には⻘⾊

⽚岩・⿊⾊⽚岩・⾓閃岩がみられる。⽒によると

⻘⾊⽚岩は北海道中央部の神居古潭帯のなかでも

旭川市⻄⽅の神居古潭峡⾕付近に産するという。

分析資料は単純に量的⽐率を反映させたものでは

ないために表１のように中期においても緑⾊⽚岩

が多数となる。緑⾊⽚岩については、三内丸⼭遺

跡では前期から中期にかけて⼀貫して出⼟量が多

い。⻘森県内では同質と考えられる⽯材は縄⽂時
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⻘森県教育庁⽂化財保護課 齋藤 岳
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整理番号 出⼟地点 調査区 層位 時期 重さ 旧⽯質 ⽯質 分類 焼
鉱物
分析 残存状況 備考 報告書 ページ 番号

3930 ⅦG-75-3 6鉄塔 Ⅵb 前期中葉 下層a式 130.8 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部側破⽚ 擦切痕 Ⅸ-1 P190 152

62684 ⅦF-75-1 6鉄塔 Ⅵb 前期中葉 下層a式 29.5 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 刃部破⽚ Ⅸ-1 P190 153

75673 ⅦF-75-2 6鉄塔 Ⅵb 前期中葉 下層a式 0.1 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚ ⽔洗選別資料

62164 ⅦF-75-2 6鉄塔 Ⅵa 前期中葉 下層a式 15.5 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ ⼩破⽚

62307 ⅦF-75-3 6鉄塔 Ⅵa 前期中葉 下層a式 24.0 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 破⽚ 擦切痕

67797 ⅦG-75-1 6鉄塔 Ⅵa 前期中葉 下層a式 42.7 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 破⽚ 擦切痕

68085 ⅦG-75-2 6鉄塔 Ⅵa 前期中葉 下層a式 37.9 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部側破⽚ ノミ状 擦切痕 Ⅸ-1 P116 505

70218 Ⅶ -75-2 6鉄塔 Ⅵa 前期中葉 下層a式 68.3 ⾴ 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 基部側破⽚ ノミ状か⼩型⽯斧 Ⅸ-1 P117 508

71489 ⅦH-74-1 6鉄塔 Ⅵa 前期中葉 下層a式 16.4 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚

72693 ⅦG-75-4 6鉄塔 Ⅵa 前期中葉 下層a式 0.9 粘 結晶⽚岩? ⽯斧 ⼩破⽚ ⾵化激

72934 ⅦG-74-2 6鉄塔 Ⅵa 前期中葉 下層a式 218.0 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ? 基部側破⽚ 擦切痕 ⿊⾊変化 Ⅸ-1 P116 506

73044 ⅦG-74-4 6鉄塔 Ⅵa 前期中葉 下層a式 153.2 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 基部側破⽚ 基部原⽯⾯ Ⅸ-1 P117 507

75671 ⅦG-74-2 6鉄塔 Ⅵa 前期中葉 下層a式 1.1 緑細凝 緑⾊⽚岩 剥⽚ ⼩⽚ 線打⾯ ⽔洗選別資料

75672 ⅦG-74-3 6鉄塔 Ⅵa 前期中葉 下層a式 0.1 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚ ⽔洗選別資料

3927 ⅦG-76 6鉄塔 Ⅵ 前期中葉 下層a式 25.2 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 基部破⽚ 基部剥離⾯残 剥離整形痕

72834 ⅦF-76 6鉄塔 Ⅵ 前期中葉 下層a式 213.4 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部側破⽚ 擦切痕 ⅩⅦ P71 212

72838 ⅦF-76 6鉄塔 Ⅵ 前期中葉 下層a式 214.2 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部側破⽚ 正⾯凹凸有 剥離→研磨 今回

72478 ⅦH-74 6鉄塔 東⻄トレ 前期中葉 下層a式 157.2 ⾴ 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 刃部側破⽚ 側⾯⾓張る ⅩⅦ P71 214

60395 ⅦF-74 6鉄塔 Ⅴc 前期中葉 下層a･b式 1.8 緑細凝 緑⾊⽚岩 剥⽚ ⼩⽚ ⽯斧素材

60447 ⅦF-74 6鉄塔 Ⅴc 前期中葉 下層a･b式 4.8 緑細凝 緑⾊⽚岩 剥⽚ ⼩⽚ ⿊く変⾊

61626 ⅦF-75 6鉄塔 Ⅴc 前期中葉 下層a･b式 3.8 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚

61691 ⅦF-75 6鉄塔 Ⅴc 前期中葉 下層a･b式 1.6 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚ 擦切痕

72825 ⅦG-76-1 6鉄塔 Ⅴc 前期中葉 下層a･b式 421.6 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ? 基部側破⽚ ⿊⾊変化 基部原⽯⾯残 Ⅷ-2 P268 144

72846 ⅦG-75-3 6鉄塔 Ⅴc 前期中葉 下層a･b式 5.6 緑細凝 緑⾊⽚岩 剥⽚ ○ ⼩⽚

72848 ⅦF-76 6鉄塔 Ⅴb下⾯ 前期中葉 下層b式 3.3 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚

3929 ⅦG-74 6鉄塔 Ⅴb下 前期中葉 下層b式 37.0 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部側破⽚ ノミ状 擦切痕 Ⅷ-2 P172 342

67715 ⅦG-75 6鉄塔 Ⅴb下 前期中葉 下層b式 1.7 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚ ノミ状?

67631 ⅦG-75 6鉄塔 Ⅴb上 前期中葉 下層b式 35.2 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 刃部側破⽚ 側⾯⾓張る

72958 ⅦH-74 6鉄塔 Ⅴb上 前期中葉 下層b式 243.1 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 完全形 表⾯⿊⾊ 内側からヒビ 重⽂ Ⅷ-2 P173 344

3928 ⅦF-74 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 29.2 ⾴ 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ? 完全形 表⾯⿊⾊ 基部等濃緑⾊ 今回

61382 ⅦF-75 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 35.0 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 破⽚ 側⾯⾓張る

61490 ⅦF-75 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 2.7 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚

61896 ⅦF-75 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 146.6 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 基部側破⽚ 擦切痕 (旧75412) Ⅷ-2 P173 346

61950 ⅦF-76 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 340.3 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部⼀部⽋ (旧75413) 重⽂ Ⅷ-2 P172 341

63272 ⅦF-76 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 6.8 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部⼩破⽚ Ⅷ-2 P173 345

63420 ⅦF-76 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 24.0 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部⼩破⽚ 側⾯⾓張る Ⅷ-2 P171 340

69091 ⅦG-76 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 3.8 緑細凝 緑⾊⽚岩 剥⽚ ○ ⼩⽚

69092 ⅦG-76 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 8.4 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ ⼩破⽚

69114 ⅦG-76 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 3.7 緑細凝 緑⾊⽚岩 剥⽚ ⼩⽚ ⽯斧素材

70224 ⅦG-76 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 221.6 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 完全形 原⽯⾯･剥離痕残 重⽂ Ⅷ-2 P171 338

70225 ⅦG-76 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 340.3 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部のみ⽋ 基部剥離⾯残 擦切痕 Ⅷ-2 P172 343

72821 ⅦH-74 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 82.0 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 刃部側破⽚

72830 ⅦF-75 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 36.1 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 基部破⽚

72840 ⅦF-76 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 72.4 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 破⽚ 側⾯⾓張る

72845 ⅦG-75 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 7.2 粘 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ノミ状斧⼩破⽚

72963 ⅦH-74 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 219.0 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 基部側⼤破⽚ 基部に原⽯⾯残る 重⽂ Ⅷ-2 P171 339

73069 ⅦH-76 6鉄塔 Ⅴb 前期中葉 下層b式 95.4 緑細凝 泥岩 ⽯斧 ? 刃部側破⽚ 側⾯⾓張る Ⅷ-2 P173 347

2883 ⅦF-77 6鉄塔 Ⅴa 前期中葉 下層b式 7.6 粘 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ ⼩破⽚ 側⾯⾓張る

3382 ⅦF-76 6鉄塔 Ⅴa 前期中葉 下層b式 5.3 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚ 側⾯⾓張る

63091 ⅦF-76 6鉄塔 Ⅴa 前期中葉 下層b式 10.0 珪⾴ 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ ⼩破⽚

63959 ⅦF-77 6鉄塔 Ⅴa 前期中葉 下層b式 7.9 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚

64957 ⅦF-77 6鉄塔 Ⅴa 前期中葉 下層b式 24.8 粘 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ ⼩型状刃部破⽚ 側⾯⾓張る

64053 ⅦF-77 6鉄塔 Ⅴa 前期中葉 下層b式 13.7 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 刃部⼩破⽚

64069 ⅦF-77 6鉄塔 Ⅴa 前期中葉 下層b式 7.2 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚ 擦切痕

69770 ⅦG-77 6鉄塔 Ⅴa 前期中葉 下層b式 3.5 粘 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚

72839 ⅦF-76 6鉄塔 Ⅴa 前期中葉 下層b式 39.8 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 基部破⽚

73016 ⅦF-76 6鉄塔 Ⅴa 前期中葉 下層b式 132.5 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部側破⽚ 擦切痕 正⾯割れ⾯を軽く研磨 Ⅷ-1 P296 230

62738 ⅦF-75 6鉄塔 Ⅳトレ 前期後半 下層b･d式 17.0 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚ 擦切痕

72843 ⅦH-74 6鉄塔 Ⅳ下 前期後半 下層b･d式 11.6 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ ⼩破⽚

3927 ⅦG-76 6鉄塔 Ⅳ 前期後半 下層b･d式 25.2 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 基部破⽚ 剥離→研磨 今回

61265 ⅦH-75 6鉄塔 Ⅳ 前期後半 下層b･d式 76.6 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 基部側破⽚ (旧75402) 剥離整形痕 線状のこげむら Ⅷ-1 P220 109

72169 ⅦH-75 6鉄塔 Ⅳ 前期後半 下層b･d式 12.3 粘 ⿊⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 破⽚ 軽い変成を受けた堆積岩

72831 ⅦF-75 6鉄塔 Ⅳ 前期後半 下層b･d式 79.8 粘 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 基部側破⽚ 擦切痕

72832 ⅦH-76 6鉄塔 Ⅳ 前期後半 下層b･d式 88.5 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ? 基部破⽚ ⿊⾊変化 剥離整形痕 Ⅷ-1 P220 110

73024 ⅦH-75 6鉄塔 Ⅳ 前期後半 下層b･d式 66.5 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ほぼ完全形 ⽚刃 重⽂ Ⅷ-1 P219 106

73026 ⅦG-76 6鉄塔 Ⅳ 前期後半 下層b･d式 142.8 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部側破⽚ 擦切痕 剥離整形痕 Ⅷ-1 P219 118

73029 ⅦG-75 6鉄塔 Ⅳ 前期後半 下層b･d式 66.4 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ほぼ完全形 剥離整形痕 重⽂ Ⅷ-1 P219 105

73031 ⅦG-76 6鉄塔 Ⅳ 前期後半 下層b･d式 157.7 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部側破⽚ 擦切痕 Ⅷ-1 P219 107

72833 ⅦF-74 6鉄塔 Ⅲ(間層24) 中期初 上層a式 152.2 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部側破⽚ 側⾯⾓張る

70989 ⅦE-77 6鉄塔 Ⅲトレ 中期初頭∼後葉 309.8 閃 花崗閃緑岩 ⽯斧 基部⽋損? 今回

72979 ⅦH-75 6鉄塔 Ⅲトレ 中期初頭∼後葉 27.1 珪⾴ 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部側破⽚ ノミ状 Ⅷ-1 P114 270
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72998 ⅦF-75 6鉄塔 Ⅲトレ 中期初頭∼後葉 128.2 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 基部側破⽚ 基部剥離⾯残 擦切痕 Ⅷ-1 P117 278

60238 ⅦF-74 6鉄塔 Ⅲ下 中期初頭∼後葉 7.2 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 刃部破⽚

70120 ⅦG-74 6鉄塔 Ⅲ下 中期初頭∼後葉 49.8 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ ほぼ完全形 重⽂ Ⅷ-1 P116 276

65919 ⅦG-74 6鉄塔 Ⅲ(Ⅲa) 中期初頭∼後葉 4.6 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ ⼩破⽚

72847 ⅦG-74 6鉄塔 Ⅲ(Ⅲa) 中期初頭∼後葉 2.5 緑細凝 緑⾊⽚岩 剥⽚ ⼩⽚

72850 ⅦG-76 6鉄塔 Ⅲ(Ⅲa) 中期初頭∼後葉 3.6 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部⼩破⽚

60139 ⅦF-74 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 5.9 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚

61004 ⅦF-75 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 5.7 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部⼩破⽚

67019 ⅦG-75 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 2.0 緑細凝 緑⾊⽚岩 剥⽚ ⼩⽚ 今回

67076 ⅦG-75 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 3.1 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部⼩破⽚

67143 ⅦG-75 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 1.2 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚

68645 ⅦG-76 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 4.1 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚

68839 ⅦG-76 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 18.3 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 破⽚

71800 ⅦH-75 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 83.5 粘 ⻘⾊⽚岩 ⽯斧 刃部⼩⽋損 神居古潭 ノミ状 剥離整形痕 基部剥離⾯ 今回

71914 ⅦH-76 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 1.7 粘 結晶⽚岩? ⽯斧 ? 刃部⼩破⽚ 焼け?⾵化?激

72829 ⅦF-75 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 109.1 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 刃部側破⽚ Ⅷ-1 P116 275

72835 ⅦF-75 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 283.4 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 刃部側破⽚ 側⾯⾓張る Ⅷ-1 P115 274

72837 ⅦF-75 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 241.9 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ? 基部側破⽚ 剥離整形痕? Ⅷ-1 P116 277

72975 ⅦF-77 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 126.2 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部側破⽚ 剥離整形痕? Ⅷ-1 P114 271

73045 ⅦF-75 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 50.3 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 完全形 敲打痕多く残る 擦切痕 重⽂ Ⅷ-1 P114 272

74401 ⅦG-76 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 241.0 閃 花崗閃緑岩 ⽯斧 基部破⽚ 研磨部分的 Ⅷ-1 P117 280

74878 ⅦF-76 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 70.4 緑細凝 ⻘⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 刃部破⽚ 神居古潭 Ⅷ-1 P117 279

75407 ⅦG-75 6鉄塔 Ⅲ 中期初頭∼後葉 274.0 緑細凝 ⻘⾊⽚岩 ⽯斧 基部のみ⽋損 Ⅷ-1 P115 273

70957 ⅦE-76 6鉄塔 Ⅱ(拡幅部) 中期末･⼤⽊10式 125.4 粘 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ? 基部側⼩破⽚ 剥離整形痕

70988 ⅦE-76 6鉄塔 Ⅱ 中期末･⼤⽊10式 179.1 ⾴ 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ? ⼤破⽚ ⿊⾊変化 剥離再加⼯ 擦切痕 今回

72828 ⅦG-74 6鉄塔 Ⅱ 中期末･⼤⽊10式 59.3 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 基部破⽚ 剥離整形痕

64827 ⅦG-74 6鉄塔 Ⅰ 中期末主体 5.9 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 破⽚

71851 ⅦH-76 6鉄塔 Ⅰ 中期末主体 4.4 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚

72826 ⅦH-76 6鉄塔 Ⅰ 中期末主体 118.1 粘 緑⾊⽚岩? ⽯斧 基部側正⾯破⽚ 剥離整形痕

72841 ⅦF-74 6鉄塔 Ⅰ 中期末主体 8.2 ⾴ 緑⾊⽚岩 ⽯斧? ○ ⼩破⽚

72842 ⅦG-75 6鉄塔 Ⅰ 中期末主体 19.2 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 基部破⽚ 基部剥離⾯ 礫⾯残

72844 ⅦF-76 6鉄塔 Ⅰ 中期末主体 21.0 輝緑凝灰岩 緑⾊⽚岩 ⽯斧 破⽚ ⾓閃⽯⼊る

72849 ⅦG-75 6鉄塔 Ⅰ 中期末主体 3.4 閃 花崗閃緑岩 ⽯斧 ⼩破⽚

72862 ⅦG-74 6鉄塔 Ⅰ 中期末主体 1.2 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚

64879 ⅦF-75 6鉄塔 --- 61.4 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 刃部のみ⽋損 剥離整形痕 (旧75255) ⅩⅦ P71 213

72827 ⅦF-75 6鉄塔 --- 58.5 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ? 破⽚

74335 ⅦG-77 6鉄塔 --- 1.9 粘 ⻘⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚ 低圧下で変成?

74353 ⅦG-77 6鉄塔 --- 2.3 粘 結晶⽚岩? ⽯斧 ? ⼩破⽚ 焼け?⾵化?激

31162 ⅧO-95 6次 Ⅲ-28 前期末 下層d 233.1 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 擦切残⽚ Ⅹ1 P261 2

30980 ⅧO-95 6次 Ⅲ-3 前期末∼中期後 130.3 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 基部側破⽚ 剥離整形痕

30982 ⅧO-95 6次 Ⅲ-3 前期末∼中期後 90.5 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 基部破⽚ ⅩⅠ P114 2

33750 ⅧQ-94 9次 Ⅲ-3 前期末∼中期後 4.6 緑細凝 ⻘⾊⽚岩 ⽯斧 ○ ⼩破⽚ 神居古潭

35183 ⅧQ-95 9次 Ⅲ-3 前期末∼中期後 234.8 凝 れき岩 ⽯斧 刃部側破⽚

34628 ⅧQ-95 9次 Ⅲ 前期末∼中期後 2.2 粘 ⻘⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚ 神居古潭

34658 ⅧQ-95 9次 Ⅲ 前期末∼中期後 7.2 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ ⼩破⽚

35517 ⅧP-94 9次 Ⅲ 前期末∼中期後 35.7 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ○ ⼩破⽚ 剥⽚?

37290 ⅧQ-95 9次 Ⅲ 前期末∼中期後 91.7 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 基部破⽚ 弱い変成

37295 ⅧP-95 9次 Ⅲ 前期末∼中期後 9.1 不明 ⾓閃岩 ⽯斧 ○ ⼩破⽚

30145 ⅧO-95 1次 Ⅱ 中期後半主体 153.6 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 基部のみ⽋損 ⅩⅠ P108 14

37217 ⅧP-95 9次 Ⅱ 中期末主体 6.4 緑細凝 緑∼⻘⾊⽚岩 ⽯斧 ○ ⼩破⽚

30946 ⅧO-95 6次 Ⅰ 9.8 凝 ⻘⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 刃部⼩破⽚

30950 ⅧO-95 6次 Ⅰ 15.6 珪化⽊ ⻘⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 基部⼩破⽚ 神居古潭の通称｢⽊⽯｣か｡剥⽚?

33214 ⅧO-94 9次 Ⅰ 5.7 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚

33345 ⅧP-94 9次 Ⅰ 3.5 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚

33860 ⅧP-95 9次 Ⅰ 2.5 緑細凝 緑⾊⽚岩 剥⽚ ⼩破⽚

33963 ⅧP-95 9次 Ⅰ 8.0 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 ⼩破⽚

35182 ⅧP-94 9次 Ⅰ 162.7 粘 ⾓閃岩 ⽯斧 基部のみ⽋損 ⾼圧下に形成 神居古潭

35184 ⅧP-96 9次 Ⅰ 105.7 粘 ⻘⾊⽚岩 ⽯斧 基部側破⽚ 神居古潭 剥離整形痕

36291 ⅧQ-95 9次 Ⅰ 5.6 粘 結晶⽚岩? ⽯斧 ⼩破⽚ ⾵化激

34939 崩落⼟ 9次 --- 13.8 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 基部破⽚ 剥離整形痕

30129 ⅧF-94 1次 ⾕Ⅲ-5 中期中頃? 78.4 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 基部側破⽚ Ⅴ P33 3

30068 ⅦE-93 1次 ⾕Ⅲ-4 中期中頃? 17.1 粘 ⾓閃岩 ⽯斧 基部のみ⽋損 ノミ状 Ⅴ P32 7

30190 ⅧE-93 1次 ⾕Ⅲ-2 中期後? 最花式? 11.1 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 基部破⽚ Ⅴ P32 6

104825 ⅦE-93 1次 ⾕Ⅲ-2 中期後? 最花式? 66.9 粘 ⻘⾊⽚岩 ⽯斧 ○ 破⽚

30142 ⅧM-95 1次 Ⅱ 中期後半主体 368.5 ホル ⽯斧 刃部のみ⽋損 ⽯質再調査未実施 Ⅴ P53 140

30191 ⅧJ-95 1次 Ⅱ 中期後半主体 52.8 緑細凝 ⻘⾊⽚岩 ⽯斧 完形 ノミ状 基部側再加⼯? 神居古潭 Ⅴ P53 139

30125 780⼟ 1次 堆積⼟ 中期末 353.1 緑細凝 緑⾊⽚岩 敲磨器類 基部破⽚ 磨製⽯斧転⽤敲⽯ Ⅴ P220 10

424 19住 旧野球場 床⾯直上 中期末 ⼤⽊10式 187.6 砂 ⻘⾊⽚岩 ⽯斧 完全形 剥離整形痕 重⽂ Ⅹ P86 147

457 19住 旧野球場 床⾯ 中期末 ⼤⽊10式 27.9 緑細凝 ⻘⾊⽚岩 ⽯斧 ○ ⼩破⽚ 神居古潭 剥⽚?

456 19住 旧野球場 堆積⼟ 中期末 ⼤⽊10式? 93.2 緑細凝 緑⾊⽚岩 ⽯斧 刃部側⼤破⽚ Ⅹ P90 172

第6鉄塔地区第Ⅲ層は前期末から形成されているが､前期遺物は極めて少なく､表では中期初頭∼後葉とした｡



代草創期の階上町滝端遺跡（階上町教育委員会

2000）、⼋⼾市櫛引遺跡（⻘森県教育委員会1999）

から弥⽣時代の⽔⽥跡が発掘された⽥舎館村垂柳

遺跡（⻘森県教育委員会1985）まで⻑期間にわたっ

て使⽤されている。合地⽒の分析では北海道⽇⾼

地⽅の沙流川⽀流の額平川が産地として推定され

た。

中期は合地⽒が述べるように深川市納内地区に

納内３遺跡など⻘⾊⽚岩製磨製⽯斧が⼤規模に⽣

産される時期にあたり注⽬される。そして⼟器調
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図１−１ 分析を受けた磨製⽯斧（第６鉄塔）

62684 Ⅵb層 緑⾊⽚岩

62307 Ⅵa層
緑⾊⽚岩

72846 Ⅴc層
緑⾊⽚岩

69091 Ⅴb層 緑⾊⽚岩
72830 Ⅴb層 緑⾊⽚岩

64053 Ⅴa層 緑⾊⽚岩
72839 Ⅴa層 緑⾊⽚岩

72843 Ⅳ層下⾯
緑⾊⽚岩

72169 Ⅳ層
⿊⾊⽚岩

60238 Ⅲ層下部
緑⾊⽚岩

65919 Ⅲ層
緑⾊⽚岩 74878 Ⅲ層

⻘⾊⽚岩
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図１−２ 分析を受けた磨製⽯斧（第１・６・９次、19住）

図２−１ 第６鉄塔地区出⼟資料（擦切具）

30982 ６次 Ⅲ-３層
緑⾊⽚岩

33750 ９次
Ⅲ-３層
⻘⾊⽚岩 35517 ９次 Ⅲ層

緑⾊⽚岩

37295 ９次 Ⅲ層
⾓閃岩 37217 ９次 Ⅲ層

⻘⾊⽚岩

30946 ６次 Ⅰ層
⻘⾊⽚岩

30950
６次 Ⅰ層
⻘⾊⽚岩

104825
１次 埋没⾕ＡトレⅢ-２層

⻘⾊⽚岩

457 19住床⾯
⻘⾊⽚岩

72523
ⅦＦ-75 Ⅴc層
114×41×33㎝ 209.4g
溶結凝灰岩

74857
ⅦＨ-74 Ⅳ層
172×42×31㎝ 356.9g
凝灰岩
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図２−２ 第６鉄塔地区出⼟資料（磨製⽯斧）

72838
ⅦＦ-76 Ⅵ層
81×57×36㎜ 214.2g
緑⾊⽚岩 剥離整形痕

3928
ⅦＦ-74 Ⅴb層
88×19×10㎜ 29.3g
緑⾊⽚岩

3927
ⅦＧ-76 Ⅳ層
緑⾊⽚岩

67019
ⅦＧ-75 Ⅲ層
緑⾊⽚岩 2.0g

70989
ⅦＥ-77 Ⅲ層トレ
114×52×30㎜ 309.8g
花崗閃緑岩

71800
ⅦＨ-75 Ⅲ層
112×31×14㎜ 83.5g
⻘⾊⽚岩

70988
ⅦＥ-76 Ⅱ層
82×52×31㎜ 179.1g
緑⾊⽚岩 刃部再加⼯？
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緑 ⾊ ⽚ 岩 その他

Ⅵb 3930

Ⅵb 62684
Ⅵa 62307 Ⅵa 68085 Ⅵa 70218

Ⅵa 72934

Ⅵa 73044

Ⅵ 72834 Ⅵ 72838

円筒下層a式

東⻄トレ 72478

Ⅴc 72825

Ⅴc 72846

円筒下層b式

Ⅴb 3928 Ⅴb下 3929
Ⅴb 61896

Ⅴb 61950

Ⅴb 63272
Ⅴb 63420 Ⅴb 69091

Ⅴb 72830

Ⅴb 70224 Ⅴb 70225

Ⅴb 72963

Ⅴb 72958

Ⅴa 72839

Ⅴa 64053
Ⅴa 73016

Ⅴb 73069泥岩

図３−１ 第６鉄塔地区等の磨製⽯斧（第６鉄塔Ⅵb∼Ⅴa層、前期中葉）
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図３−２ 第６鉄塔地区等の磨製⽯斧（第６鉄塔Ⅳ∼Ⅱ層、前期中葉∼中期）

緑 ⾊ ⽚ 岩 そ の 他

72843

3927

73026

61265

73029

72832

73031

73024

Ⅳ層：円筒下層ｂ∼ｄ1式

Ⅲ層：円筒下層ａ∼最花式

72169
⿊⾊⽚岩

Ⅲ下 60238

Ⅲ下 70120

65919

67019

72829 72835

72837

72975
73045

Ⅲトレ 72979 Ⅲトレ 72998

70989 花崗緑閃岩

74401 花崗緑閃岩

71800 ⻘⾊⽚岩

74878 ⻘⾊⽚岩

75407 ⻘⾊⽚岩

Ⅱ 70988

64879

⼤⽊10式併⾏ 層不明
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緑 ⾊ ⽚ 岩 ⻘ ⾊ ⽚ 岩 他

６次Ⅲ-28 31162
円筒下層d１式

６次Ⅲ-11-1-4 31076
円筒下層d２式（安⼭岩）

６次Ⅲ-3 30982
中期後葉 ６次Ⅲ-3 30980

中期後葉

９次Ⅲ 35517
中期後葉?

１次２層 30145
⼤⽊10式併⾏ １(包含量)・６・９次

９次Ⅱ 37217
⼤⽊10式併⾏
緑∼⻘⾊⽚岩

９次Ⅰ 35182 ⾓閃岩

９次Ⅰ 35184
⻘⾊⽚岩

９次Ⅲ-3 35183(凝灰岩)
中期中∼後葉?

９次Ⅲ-3 33750 ⻘⾊⽚岩
中期中∼後葉?

９次Ⅲ 37295
⾓閃岩 中期後葉?

６次Ⅰ 30950 ⻘⾊⽚岩
６次Ⅰ 30946 ⻘⾊⽚岩

１次⾕BトレⅢ-5
30129 円筒上層d∼⼤⽊10式併⾏

１次⾕AトレⅢ-4
30068 ⾓閃岩

１次⾕AトレⅢ-2
104825 ⻘⾊⽚岩

１次 780⼟坑
30125 ⼤⽊10式併⾏

１次 台地 緑⽚部

19住 ⼤⽊10式併⾏

１次遺構外Ⅱ
30191 中期末主体

１次遺構外Ⅱ
30142 (ホルンフェルス)

456
457 ⻘⾊⽚岩

424 ⻘⾊⽚岩

図３−３ 第６鉄塔地区等の磨製⽯斧（第１・６・９次調査・19号住居跡、中期後葉∼末主体）

１次⾕AトレⅢ-2
30190



整技術の変化など南からの要素がかなり強い⼤⽊

10式⼟器併⾏期にも、⻘⾊⽚岩や緑⾊⽚岩などの

北海道系の磨製⽯斧が使⽤され続けている。また

⾓閃岩についても、神居古潭峡⾕が推定されてい

る。

さらに分析試料とはしなかったが中期に特徴的

な磨製⽯斧⽯材としては花崗閃緑岩があげられ

る。花崗閃緑岩などの花崗岩類は全国的に分布し

ており⻘森県内にも産地がいくつもある。磨製⽯

斧には敲打痕が残っており、原⽯を剥離・成形、

敲打整形し、磨き込んだものと考えられる。筆者

は⻘森県周辺の花崗岩類を拾い集めた経験がある

が、写真１のように唯⼀⾁眼的に類似しているの

が、下北半島の尻屋崎を起源とし、海流に乗って

⼤畑町の海岸にかけて広く分布する尻屋崎系の花

崗岩類である（斎藤2002）。

産地推定の結果について産地遺跡・製作遺跡の

分布や流通状況など考古学的に⽀持されるかどう

か、そして三内丸⼭遺跡での出⼟や⽯材変化が津

軽海峡周辺地域の磨製⽯斧の製作・流通の中でど

のように位置づけられるかを次項以降で考察する

こととしたい。

５．敲打整形による製作状況の検討

敲打整形による磨製⽯斧の製作については研究

が進んでいる（鈴⽊1977・阿部1987・野中1989・

⼭本1990など）が、⻘森県内では早期末葉の早稲

⽥５類の時期に⼋⼾市周辺で本格化する。⼋⼾市

和野前⼭遺跡（注３）・売場遺跡などで⼋⼾市の海

岸部（種差海岸）などで採取できる砂岩や輝緑岩、

安⼭岩等を⽤いた製作が盛⾏する。

以降も製作は継続し、前期初頭・後期初頭など

の集落跡である沢堀込遺跡では調整剥⽚の接合資

料も得られており（⻘森県教育委員会1992）製作

過程と出⼟遺物は図４のようにまとめられる。素

材は⽐較的薄⼿の剥⽚素材（注４）のものと、厚

⼿で礫から調整剥⽚を剥がし礫器状の形態から製

作するものがあるが、いずれも打製⽯斧の形状に

まず加⼯する。打製⽯斧は⽚⾯の特に刃部へと向

かう曲⾯をできるだけ⾃然⾯のまま残して敲打整

形がなされ、研磨加⼯して完成する。図４−左下

の磨製⽯斧完成品も側断⾯をみると刃部へ向かう

湾曲の⼤きい側と平坦な側がある。これは打製⽯

斧・敲打整形⽯斧において⾃然⾯側が湾曲が⼤き

く、剥離される側が平坦なのに対応する。打製⽯

斧も磨製⽯斧の未製品として⼀連の⼯程にあるこ

とが理解できる。そして、沢堀込遺跡のような製

作遺跡では、成型時の調整剥⽚・打製⽯斧・敲打

整形⽯斧とその破⽚及び多⾯体の敲⽯（阿部

1984）、台⽯・砥⽯などの製作道具が出⼟する。

６．閃緑岩製打製⽯斧の製作と流通

沢堀込遺跡の打製⽯斧等の特徴は⼤畑町⽔⽊沢

遺跡の閃緑岩製打製⽯斧（畠⼭1977）とも共通し

ており、⻘森県内から渡島半島部の（花崗）閃緑

岩製磨製⽯斧出⼟遺跡で、未製品（打製⽯斧・敲

打整形⽯斧）や製作道具の有無を⼿掛かりに製作

遺跡を区分し図５にまとめた。その結果、製作遺

跡は下北半島に集中し花崗岩類の⽯材採取結果に

よる予想と⼀致したので下北半島と三内丸⼭遺跡

の所在する⻘森平野の状況を表２にまとめた。

下北半島では前期末の円筒下層ｄ式期の⼤畑町

⽔⽊沢遺跡や涌館遺跡などで磨製⽯斧の製作がは

じまる。これらの遺跡では礫⽯器の素材としても

（花崗）閃緑岩を使⽤しており、原⽯を海岸で採

取できる場所から製作がはじまったことを⺬して

いる。また、緑⾊⽚岩（緑⾊細粒凝灰岩・緑⾊凝

灰岩質⾴岩）製の擦切磨製⽯斧も同時に製作され

ていることが注意される。中期には脇野沢村瀬野

遺跡(注５)など陸奥湾岸でも製作遺跡がみられる

が、瀬野遺跡でもまた凝灰岩を敲打整形により製

作し、緑⾊⽚岩の擦切磨製⽯斧を製作している。

これらの遺跡では複数の⽯材を使⽤して磨製⽯斧

を製作しており、⾃分の集落で消費するだけでは
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なく、⽯斧⽯材の無い三内丸⼭遺跡など陸奥湾岸

の遺跡への交易品とすることを意識した可能性も

あるだろう(注６)。そして、後期初頭からは六ヶ

所村の尾駮沼周辺の遺跡群でも⽣産が始まる。特

に後期前葉（⼗腰内Ⅰ式期）の上尾駮(2)遺跡では、

⼤量⽣産される。尾駮沼周辺は原⽯の採集範囲か

らはずれるが、太平洋に⾯し下北半島北部・北海

道にも⼋⼾⽅⾯にも連絡がよく、下北半島を横断

すると10kmほどで陸奥湾に達し津軽地⽅の遺跡と

も連絡がよい。⻘森市近野遺跡や⼩牧野遺跡など

後期前葉の⻘森平野の遺跡で閃緑岩製の⽯斧が出

⼟するのはこのためであろう。また、函館市⽯倉

⾙塚でも閃緑岩製の磨製⽯斧が出⼟するほか、晩

期の七飯町峠下聖⼭遺跡の花崗岩製磨製⽯斧の中

に、尻屋崎系の磨製⽯斧と⾁眼的に類似するもの

があった。花崗岩類は岩⼿県久慈市の⼆⼦海岸周

辺などでも磨製⽯斧が製作されるが地域的関係や

⽣産量、⾁眼的な違いからみても北海道や津軽地⽅

のものは基本的には下北半島のものを主体とする

と考えてよいだろう。

花崗閃緑岩製磨製⽯斧が三内丸⼭遺跡で中期に

なってから出⼟するのは、下北半島での花崗閃緑

岩製磨製⽯斧の⽣産地の変化や流通の歴史の中で

解釈できる可能性がある。

７．擦切技法による製作状況の検討

擦切技法は、板状の擦切具で磨製⽯斧素材を擦

切って製作する技法である。素材は板状に磨かれ

半製品に加⼯された研磨⽯材の場合と原⽯の場合

があるがいずれも製作残滓として擦切残⽚が発⽣

する。そのため擦切具や擦切残⽚の有無等から製

作状況が検討できる。

第６鉄塔地区から出⼟した⿅⾓には擦切痕が残

るものがあり（『三内丸⼭遺跡Ⅸ』137⾴第Ⅵａ層

125図148）、擦切具は磨製⽯斧の加⼯のみに使⽤

されるものではない。しかし第６次調査区第28層

（円筒下層d１式期）で擦切残⽚が出⼟しており、

三内丸⼭遺跡では擦切技法により磨製⽯斧の製作

が⾏われたことは明らかである。しかし、擦切残

⽚は今回対象とした磨製⽯斧141点中１点であり、

擦切具の出⼟も多いとはいいがたい。川内町熊ケ

平遺跡などをはじめとする製作遺跡の例と⽐べて
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写真１ ⻘森県周辺の花崗岩類と三内丸⼭遺跡の磨製⽯斧

中央３点：三内丸⼭遺跡

出⼟⽯斧

左下から岩崎村笹内川、

鯵ヶ沢町⾚⽯川、久慈市

⼆⼦海岸、東通村尻屋崎、

⼤畑町釣屋浜、階上町階

上岳⽯ノ倉、岩⼿県⼤野

村下明⼾、種市町和座、

⻘森市東岳、佐井村福浦、

函館市松倉川、北海道奥

尻島、採集の花崗岩類
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市町村 遺跡名 集号 年
主な

礫⽯器素材
出⼟地点 時期

磨製⽯斧 打製⽯斧

敲打整形⽯斧閃 凝 緑細凝 ⽚ 粘 ⾴ 泥 砂 輝 その他

⼤畑町

涌館 町2集 80 花閃◎
２住・遺構外 前末 花● ● ○ 花閃○

遺構外 中前∼中中 花● 花閃○

⽔⽊沢 県34集 77 閃◎安○ 遺構外 早∼晩（前・後） ● 緑凝● 閃◎輝○

⼆枚橋(2) 町12集 01
輝⽯安◎・花閃

・チャ・砂・他

遺構外 早∼晩（中・晩） 花● ⿊・緑○ ◎ 硬○ 変安○ 花閃○

住居 中前∼中後 花● 花閃○

佐井村 ⼋幡堂 村 97 安・⽯安・花閃 遺構外 前中∼弥 ○
緑泥●

⽯墨○
○ 珪● 硬○ 珪⾴・⿊⾴○

脇野沢村

瀬野
村2集 83 輝⽯安・変安○ 包含層 中 花○ 変安○

村 98

安◎
遺構内外 中中∼中後・弥 ● ●細● ● 閃◎凝◎

⽥ノ沢 遺構外 中∼後 ○ ○

尾野崎 安◎流○ 遺構外 後前 ● ○ ○ ○ ホ○ 閃○

稲平 安◎ 遺構内外 前末∼後前 ◎ ◎ 珪○ ○ ○ 安○

家の上
村1集 79

凝・安・砂○ 遺構外 前中∼後前（後） 花○ 輝○ 硬○

外崎沢（1） 安・凝・花○ 1住 後後 花○ 輝○

川内町

板⼦塚 県180集 95 安・流・砂○ 遺構外 弥 ○ ○

熊ヶ平 県180集 95 安◎凝・輝○ 遺構外 前末∼中初・後前 ○ ○ ● ○

熊ヶ平 県192集 96 安・閃・砂 遺構外 前∼弥（前末・後前） ● ○ ○ 安○ 閃○

川代 町 81 安・⽯安○ 遺構外 後前 花● ○ 花閃・珪⾴○

⾼野川（3） 県179集 95 安◎流○ 遺構外 早∼弥（後前・後中） ○ ○ ○ ○ ● 輝○

東通村 ⽯持納屋 村 85 花閃◎チャ○ 遺構外 前中∼前末（前末） 花○ 細○ ○

むつ市 ⼤湊近川 県104集 87 安◎閃○
107住 後末 ○ 緑○

101炉 後前 ○

⻘森市

安⽥（2） 県255集 99 安・⽯安◎ 遺構外 前後∼弥 ○ ○

⼭下 県258集 99 凝・安・⽯安○
ブロック 後前 花○

遺構外 前∼晩 ○ ○ ○ ○ 安○

上野尻 県258集 99 安・凝・流○ 遺構外 早末∼晩（後末） ○ 緑○

宮⽥館 県322集 02 凝◎安・流○ 遺構外 前末∼弥 ○ ○ ホ

三内 県37集 78 流・⽯安○ 遺構外 早末∼後前（中） ○ ○ 珪○

三内丸⼭（6）

県257集 99 安◎流・凝○ 遺構外 前末∼後前 ○ 緑○ ○ ○ 安○

県279集 00 安・凝◎流○ 遺構外 早∼後（中・後前） ○ ○ ○ 安○

県327集 02 安・凝◎流 沢・捨て場 中∼後 ◎ ○輝○ ◎ ○ 珪○ ○ ⽞・安・ひ・閃ひ・千

近野Ⅱ 県22集 75 安・凝◎ 遺構外 後前 花○ ○輝◎ ○ ○

近野Ⅲ 県33集 77 安◎凝○ 遺構内外 後前
閃◎

花○
○輝◎ ○ ○ 珪◎ ○

安◎⽯安・花・蛇・

斑・⽞・粗⽞・ひ○

近野Ⅵ 県315集 02 安・凝○ Ｂ区 前∼後（後前） ○ ○

横内（2） 市24集 95 安◎閃○ 遺構外 前末 ○ ○ 花○

熊沢 県38集 78 安◎ 遺構外 前中∼前末・後前 花○ 輝●緑● ○ 珪○ 輝凝○

⼩牧野 市30集 96 安・⽯安○ 遺構 後前 ○ 安○

⼩牧野Ⅱ 市35集 97 安○ 遺構外 前末∼後前 ○ ○ ○ 安○

⼩牧野Ⅲ 市40集 98 安・⽯安○ 遺構外 前末∼後（後前） ○ 結○

⼩牧野Ⅳ 市45集 99
安・凝・⽯安○

遺構外 後前 ○ ○

⼩牧野Ⅷ 市70集 03 遺構外 後前 ○ 輝○ ○

桜峯（1） 市36集 98 安・⽯安・凝○ 遺構外 前末∼後（前末） ○ ○ ○

桜峯（2） 市26集 95 安◎ 遺構外 早後∼晩前 ○ 輝○ 結○

稲⼭Ⅰ 市56集 01

安・凝◎

⽯安○

遺構外 （前末・後前） ◎ ○輝◎ ○珪○ ○ 安○変安○⽯安○

稲⼭Ⅱ 市62集 02 遺構外 （前末・後前） ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 安◎変安○

稲⼭Ⅲ 市66集 03
住居 前末 ○ ○輝○

遺構外 （前末・後前） ◎ ○輝◎ ○ ○ ○ 安◎変安○⽯安○

三厩村 宇鉄 村 94 安○ ＳＩ０3 後前 ○

六ヶ所村

沖附（1） 県100集 86 安◎砂○ 遺構外 早∼後（後前） ● ○ ○ 流・閃○

沖附（2） 県101集 86 安◎・チャ○ 遺構外 前∼後（後初・前） ● 緑○ ○ 花○ 閃○

泊（1）Ⅱ 村7集 3 安・流・閃○ 遺構外 前中∼前末（前末） ● ● 閃○

⼤⽯平 県90集 85

安◎凝・閃○ Ⅱ区 早∼後（後前） ● ●緑◎ ○ ● ひ○ 凝・閃・輝○

安◎凝・チャ Ⅲ区 前∼晩（後前） ● ●緑●

○珪

○緑

○

● ●
安・ひ●⽯安・花

斑○

安・流・緑凝・

凝・閃・砂・輝・

珪⾴・⾴・ひ○

⼤⽯平Ⅱ 県97集 86 安◎ 遺構内外 早中∼弥（後前） ● ○輝・緑○ ○ ○ ○ 安○ 輝・⾴・チャ○

⼤⽯平Ⅲ 県103集 87 安◎ 遺構内外 早中∼弥（後前） ● ○輝・緑◎ ○ ◎ ● ◎ 安・ひ○ 花・安・凝・砂○

上尾駮（1） 県113集 88 安◎花閃○ C地区外 早∼晩（早末・晩中） 花○ 緑・輝○

上尾駮（2）Ⅰ 県114集 88
安◎チャ○ 4住 中初∼中中 ○ ○ ○ ○ 安● 安○

安◎チャ○ 遺構外 前前∼弥 ◎

上尾駮（2）Ⅱ 県115集 88 安◎チャ○ 遺構外 中中∼後中（後前） ● ○輝● ◎ ○ ○ ● ● 安●ホ○ 閃◎安・凝・⾴○

富ノ沢（2） 県118集 89
安◎ Ａ地区 中中∼後初（中中） ○ 緑○ ○ 緑ホ○ 安○

安◎ Ｂ地区 早∼後（中末・後初） ○ 緑ホ○ 安○

富ノ沢（2）Ⅳ

県137集 91 安◎ 遺構外 中中∼中末（中末） ○ ○ ○ ○
安・緑細安・緑

ホ・ホ・チャ○
輝○

県147集 93 安◎チャ○ 遺構内外 早∼中（中） ◎ ○ ◎ ○ ◎珪○ ○ ○
安・緑ホ・ホ・チャ

○
○

富ノ沢（3） 県147集 93 安◎ 遺構外 前∼晩（中中） ○ 砂○

家ノ前 県148集 93 安◎ 遺構外 早∼弥 ● 緑○ ●
安・流・閃・砂・

輝・⾴・ホ・チャ○

家ノ前Ⅱ 県160集 94 安◎ 遺構内外 早中∼弥 ● 緑○ ○ ○ ● ● 安●
安・閃・砂・輝・

チャ○

幸畑（1） 県236集 98 安◎チャ○ Ｂ地区 早中∼早末（早中） ○ 緑○ ○ ○ 流○

幸畑（7） 県148集 93 安◎ 遺構外 後初∼後前 ○

千歳（13） 県27集 76 安◎流・砂○ 遺構外
早中∼前前・

後前・弥
○ 緑・輝○ 珪○

表館（1） 県120集 89
安◎砂○ 外Ⅰ･Ⅱ層 前末∼晩中 ● 閃○

安◎砂○ 外Ⅲ層 前前 ○ 緑ホ○

弥栄平（2） 県81集 84 安・チャ○ 遺構外 早∼弥（中末・後初） ○ 緑○ 緑○

弥栄平（6） 県138集 91 安◎ 遺構外 中末・後前（後初） ○ ○ 安・緑ホ○

表凡例
道：北海道埋蔵⽂化財センタ− 会：北海道⽂化財保護協会 県：⻘森県教育委員会
●製作 ◎多数出⼟（10点以上） ○出⼟
早：早期 前：前期・前葉 中：中期・中葉 後：後期・後葉 晩：晩期 初：初頭 末：末葉 （ ）は主体となる時期
緑：緑⾊ ⿊：⿊⾊ 細：細粒 変：変朽 硬：硬質 珪：珪質 ⾴：⾴岩 ⽯：⽯英 斑：斑岩 ⾓：⾓れき ⽟：⽟隋質 凝：凝灰質
流：流紋岩 安：安⼭岩 閃：閃緑岩 ⽞：⽞武岩 輝：輝緑・輝緑岩 花：花崗・花崗岩 ひ：ひん岩 粘：粘版岩 蛇：蛇紋岩 泥：泥岩 ⽚：⽚岩 ホ：ホルンフェルス チャ：チャート 千：千枚岩
※表凡例は表3と共通

表２ 閃緑岩製磨製⽯斧（下北半島・⻘森平野）



少なく、実際の磨製⽯斧の製作は少ない可能性が

ある。また中期中葉から末葉の遺物が出⼟してい

る遺跡南地区の第５∼11次調査、同時期の墓域と

盛⼟遺構を調査した第13・14・17・20・23・26次

調査でも擦切具は出⼟していない。擦切技法によ

る製作は、中期中葉以降は基本的には遺跡内で⾏

われなくなると考えられる。

三内丸⼭遺跡では擦切技法の磨製⽯斧について

も完成品として流⼊する形が⼀般的で、前期末な

どの時期を中⼼に原⽯や半製品として流⼊するこ

とも時にはあったとする⽅が理解しやすい。

また、図３−１のⅤc層：72846のように磨製⽯

斧を剥離したと考えられる剥⽚が出⼟している。

図２−２右下の70988などの存在から、基部側⽋

損⾯などから必要に応じて再加⼯していた可能性

もある。

８．⻘森県内における磨製⽯斧

磨製⽯斧は⽇⽤必需品であり、かつ産地や製作

遺跡が限られる流通品でもある。閃緑岩の項でみ

たように、三内丸⼭遺跡に現れる現象は周辺地域

を含めた産地と消費地の流通が反映したものと捉

えることができるかもしれない。

そこで、円筒⼟器⽂化圏の中核地帯である渡島

半島から⻘森県域で、三内丸⼭遺跡に集落が形成

された縄⽂時代前期中葉から中期末までの主要遺

跡の磨製⽯斧の状況について検討することとした

い。

表３のように⻘森県内でも地域性があり、⼋⼾

市周辺などの太平洋岸では輝緑岩や砂岩などの在

地の⽯材も使⽤されている。また、津軽地⽅では

礫⽯器⽯材も安⼭岩（⼋⼾周辺の硬質のものと異

なり年代が新しく磨製⽯斧に適さない）や凝灰岩

が多く、磨製⽯斧は他の地域からの流通に頼って

いる。全体的にみると⻘森県内では前期では緑⾊

⽚岩（緑⾊細粒凝灰岩・輝緑凝灰岩など）が多い。

特に下北半島では製作遺跡が多い(注７)。前期末

には⼤畑町湧館遺跡・川内町袰川遺跡・六ヶ所村

泊(1)遺跡（いずれも円筒下層d１式）・上尾駮(1)

遺跡Ｃ地区、東通村⽯持納屋遺跡（円筒下層d１

∼d２式だがd１式主体）、などで擦切具や擦切残⽚

などが出⼟し、緑⾊⽚岩の製作遺跡が多いことが

わかる。この時期に第６次調査第28層（円筒下層

d１式期）で擦切残⽚が出⼟していることと共通す

る現象がおきているといえる。前期末は円筒⼟器

⽂化でも北陸地⽅との交流がみられたり⼤⽊式に

影響された器形が現れたりと、⼈や物の動きが活

発化する時期であり、⽯斧素材も活発に流通して

いた可能性がある。

また表には加えなかったが⾞⼒村⽜潟(1)遺跡

の円筒下層d１式期の住居跡内からは20cmを超え

る擦切痕をもつ研磨⽯材が出⼟しており、写真か

ら緑⾊⽚岩の可能性がある（⾞⼒村教育委員会

1995）。⻘森県内では津軽半島や下北半島など県

北部の海に⾯した地域に製作遺跡が存在すること

が特徴的である。

また、中期初頭の⼋⼾市笹ノ沢(3)遺跡や中期

初頭から中葉にかけての今別町⼭崎遺跡Ａ地区南

端でも擦切磨製⽯斧は製作されるが、同じ⼭崎遺

跡でも中期中葉や後葉の時期の区域では製作され

ず、中期中葉や中期末の⼤集落である六ヶ所村富

ノ沢(2)遺跡でも擦切磨製⽯斧製作の痕跡はない。

これも三内丸⼭遺跡で中期後半から擦切具が出⼟

しなくなることと共通している。

中期末の⼤⽊10式併⾏期では、鯵ヶ沢町餠ノ沢

遺跡第１号捨て場で粘板岩製のものが多数出⼟

し、相⾺村湯⼝⻑根遺跡では出⼟した磨製⽯斧が

３点とも全て粘板岩であった。これらについても

写真をみると⻘⾊⽚岩の可能性が考えられ、同時

期の三内丸⼭遺跡第19号住⺠跡出⼟の３点の磨製

⽯斧のうち２点が⻘⾊⽚岩であった状況に類似す

る可能性がある。

三内丸⼭遺跡の磨製⽯斧の出⼟状況は他の遺跡

の状況と協調性を持つことが理解できる。
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市町村 遺跡名 集号 年
主な

礫⽯器素材
出⼟地点 時期

磨製⽯斧 打製⽯斧
敲打整形⽯斧

擦切残⽚
【⽯斧素材】

擦切具 その他
閃 凝 緑細凝 その他

⼋雲町

⼭越6 町 88 安◎泥○ 遺構外 前中∼続縄 泥○

栄浜1Ⅳ 町 98 安◎
199住 中初∼中前 ⽚状蛇○緑泥○
203住 前末∼中前 緑泥○ ○

⼭越4 道166 02 安◎凝○ 遺構外 中前∼中後 蛇○緑泥○砂○
⼭崎5 道165 02 安・凝◎流 住居・遺構外 前中∼前後 粘○緑泥●安○ 緑泥○ ◎ 砥⽯
野⽥⽣2 道167 02 安◎泥・砂○ 住居・遺構外 中中∼中後 ⽚○泥○
落部1 道181 03 安◎砂○ 遺構外 中中 粘○緑泥○砂○

七飯町
七飯本町1 町 86 住居内 中中∼後前 緑・⿊⽚○緑泥○

鳴川右岸
道87集 94

安◎
遺構外 前末∼続縄(中) ⿊⽚○泥○緑泥◎⾴○砂○

道112集 97 遺構外 早∼続縄(中) 緑泥● 【緑泥○】
森町 御幸町 町 85 砂・安◎泥○ 住居他・遺構外 早∼続縄(中後) ⾴○緑硬砂●硬砂● 【緑硬砂】 ○

函館市

⽯川1 道45集 88 安◎砂○
住居 中中 蛇○緑泥○砂○
住居 中後 緑泥○
⼟坑・遺構外 早∼続縄(中中) 蛇○⽚○泥○緑・⿊泥○⽚⿇○

権現台場 市 81 安・緑ひ◎ 住居・遺構外 中中∼中後 緑⽚◎
⾒晴町B 市 80 ひ・安・閃 住居・遺構外 中中∼中後 蛇○緑⽚◎⿊⽚○
函館空港第4地点 市 77 安◎凝・砂 住居 前期中葉 粘○緑砂●緑細砂● 緑(細)砂○ ◎ 砥⽯

⽊古内町
釜⾕5 町 95 砂◎安・流○

住居内 前中 輝● 泥○輝● 輝凝・輝 ○ 未製品
遺構外 早∼後前(前中) 輝● 輝凝○ ○

釜⾕ 町 99 安・砂◎閃 住居・遺構外 前中∼前末 ○ 輝● 蛇○砂○輝○シルト○⽞○ 輝凝○ ◎
知内町 湯の⾥2 道18集 85 安◎ 遺構外 前後∼晩(前) 緑泥○
奥尻町 ⻘苗F地区 町 98 花◎安○ 遺構外 早中∼後(中後) 蛇○⽚○緑泥◎⿊泥○
江差町 茂尻C 町 89 安・砂◎ 遺構内外 前中∼後中 緑泥◎⿊泥○千○

上ノ国町
⼩岱 道30集 86 安・閃○

KH-6・8ｂ 中末 ⿊⽚○緑泥○
KH-9ａ 中中 緑泥○

⼩砂⼦ 町 79 安◎
2住 中末 緑泥○
遺構外 早中∼晩 ⿊⽚○緑・泥○安○

⼤畑町

涌館 町2集 80 花閃◎
2住・遺構外 前末 花● ● 砂○ 花閃○ ○ ○ 砥⽯・砂
遺構外 中前∼中中 花● 花閃○

⽔⽊沢 県34集 77 閃◎安○ 遺構外 早∼晩(前・後) ● 緑凝⾴● 閃◎輝○ 【輝・凝⾴】 ○

⼆枚橋(2) 町12 01 花閃・輝⽯安◎
遺構外 早∼晩(中・晩) 花● ● ⿊⽚○緑⽚○硬砂○ 花閃・変安○ 緑細凝○ 花閃○
住居 中前∼中後 花● ○(敲打整形)

佐井村 ⼋幡堂 村
91 ⽯安・花・⽚○ 遺構外 前末∼弥 ⽯墨⽚・⽚○
97 安・⽯安・花閃 遺構外 前中∼弥 ○ 緑泥●⽯墨⽚○珪⾴●硬砂○ 珪⾴・⿊⾴○ ○

脇野沢村 瀬野
村2集 83 輝⽯安・変安 包含層 中 花○ 変朽安○
村 98 安◎ 遺構内外 中中∼中後・弥 ● ●細● ● 閃◎凝◎ 緑細凝○ ○ 砥⽯・敲

川内町
熊ヶ平

県180集 95 安◎凝・輝○ 遺構外 前末∼中初・後前 ○ ○ ● 輝○ ○ 砥⽯
県192集 96 安・閃・砂 遺構外 前∼弥(前末・後前) ● ○ 輝○安○ 閃○

袰川 町 93 ⽯安◎ 遺構内外 前末 ● 珪⾴○⽯安○ ○ 砥⽯
東通村 ⽯持納屋 村 85 花閃◎ 遺構外 前中∼前末（前末） 花○ 細○ ● 緑細凝○ ○

⻘森市

三内 県37集 78
住居 中末 ⽚○粘○緑⾴○

流・⽯安○ 遺構外 早末∼後前(中) ○ ⽚○珪⾴○
横内(2) 市24集 95 安◎閃○ 遺構外 前末 ○ ○ 花○
稲⼭Ⅰ 市56集 01

安・凝◎
変安・⾴安・
⾴・ホ・チャ

遺構外 前末・後前 ◎ ○輝◎ 粘○⾴○珪⾴○安○変安○⽯安○

稲⼭Ⅱ 市62集 02
住居 前末 凝⾓○ ○
遺構外 (前末・後前) ○ ◎ 粘○泥○砂○輝○安◎変安○

稲⼭Ⅲ 市66集 03
住居

前末 ○ ○輝○
前中 輝○

遺構外 (前末・後前) ◎ ○輝◎ 粘○⾴○砂○安◎変安○⽯安○

熊沢
県38集 78 安◎ 遺構外 前中∼前末・後前 花○ 輝●緑● ⽚○珪⾴○ 輝凝 ○
市48集 00 安◎⼤理⽯ 1号ブロック 前中∼中(前中) 細○輝○ ○

今別町 ⼭崎 県68集 82
⽯安・安◎
凝・流○

Ａ地区南端 中初∼中中 輝● 粘○斑・ひ○ 流◎⽯安○ ◎
A地区包含層 前中∼前末(前末) 緑◎輝● 硬砂○ ○
Ｂ地区 中∼後(中中) 輝○
Ｅ地区 中末 輝○ 粘○安○⽯安○

鯵ヶ沢町

杢沢 県130集 90 安◎
遺物ブロック 前中 ⾴○緑ホ◎
遺構外 早∼晩 ○ ⾴○輝○緑ホ◎安○

鳴沢 県142集 92 安◎凝○
廃棄ブロック 前末 ○ ⾴○レキ岩○不明有
遺構外 前末∼弥 ○ 安○

餠ノ沢 県278集 00 安◎凝・流○
1号捨て場 中前∼晩(中末) ◎ 粘◎珪⾴○安○
2号捨て場 前後∼中前(前末) ○ 粘○⾴○安○

相⾺村 湯⼝⻑根 村1集 99 安◎凝・流○ 遺構外 中末 粘○
弘前市 尾上⼭(2) 県135集 91 安◎ 遺構外 早∼晩(中中・中後) ○ ○ ホ○

⿊⽯市 板留(2) 県59集 80 安◎流○
8住 前末 緑○ 安○
包含層 中中∼後中(中中)

⼤鰐町 ⼤平 県52集 80 緑凝◎ 遺構外 前∼中(前中) 花○ 輝◎緑○ ⾴● 安・⾴○

碇ヶ関村

⼤⾯ 県55集 80 安◎凝 遺構外 前∼晩(前中) ○ ○輝・緑○ 珪(硬)⾴●砂○ ⽯安・凝・珪(硬)⾴○

四⼾橋(1)B地区 村2集 安◎
Ｂ地区 遺構外 前∼後・弥(中) ○ ○ 粘○
Ｃ地区 遺構外 前末 ○ ○
Ｃ地区 遺構外 中初∼中後 ○ ○ ○ ⾴○安○

野辺地町 槻ノ⽊(１) 県169集 91 安◎ 遺構外 中∼後 ◎ ○輝○ ◎ 粘○⾴○砂○輝○安○

六ヶ所村

上尾駮(1)C地区 県113集 88 安◎花閃○
住居 前末 緑● ◎
遺構外 早∼晩(早末・晩中) 花○ 緑・輝○ 未製品

上尾駮(2)Ⅰ 県114集 88 安◎チャ○
4住 中初∼中中 ○ ○ 粘○⾴○安● 安○
遺構外 前前∼弥 ◎

泊(1)Ⅱ 村7集 03 安・流・閃○ 遺構外 前中∼前末(前末) ● ● ⾴◎ 閃○ ○

富ノ沢(2) 県118集 89 安◎
Ａ地区 中中∼後初(中中) ○ 緑○ 粘○緑ホ○ 安○
Ｂ地区 早∼後(中末・後初) ○ 緑ホ○ 安○

富ノ沢(2)Ⅲ 県133集 91 安◎ Ｂ地区 早末∼後(中末) 緑○ 粘○緑ホ・千○ 砂○
富ノ沢(2)Ⅳ 県137集 91 安◎ 遺構外 中中∼中末(中末) ○ ○ 粘○砂○安・緑細安・緑ホ・ホ・チャ○ 輝○

富ノ沢(2)Ⅴ 県147集 93 安◎チャ○ 遺構内外 早∼中(中) ◎ ○ ◎
粘○⾴◎珪⾴○砂○輝○安・緑ホ・
ホ・チャ○

○

天間林村 ⼆ツ森⾙塚
村2集 94

安◎ 10住 中後 粘○
安◎ 遺構外 前中∼中後(中後) 輝○ ○ 粘○安・緑ホ・ホ○

村3集 95 安・流・砂○ 遺構外 前中∼中後(中後) ○ ⾴○

南郷村

畑内Ⅰ 県161集 94 安◎砂・粘○
住居・東捨場 前中∼前末 緑○ ○ ⾴●⽟⾴○輝○ホ○不明有 ⾴○
⼟抗・遺構外 前∼弥(前中∼前末) 輝○ ⾴○輝○安○不明有

畑内Ⅴ 県262集 99 砂・粘◎
330⼟ 前中∼前末 ⾴○
398⼟ 前末 輝○

畑内Ⅵ 県276集 00 砂◎粘○ Ｃ捨場 前中∼中初 ◎ ⾴◎輝○千○
畑内Ⅶ 県308集 01 B捨場 前中∼中初 ◎ ⾴○輝○ひ○安○

畑内Ⅷ 県326集 02
砂◎輝・ホ Ｅ捨場 前中∼中初 ◎ ⾴○珪⾴○輝○ホ○ 輝○安○⾴○
砂◎輝・ホ Ｆ捨場 前中∼中初 ○ ⾴○輝○ ホ○輝○

階上町
野場(5) 県150集 93 安・凝・砂○

15住 中後 緑○
19住 中後 珪⾴○
101住他住 中末 ○ 珪⾴○輝○ホ○
108住・遺構外 中∼晩(中後∼後初) ○ ◎ 珪⾴●砂○輝○安・緑ホ・ホ○ 珪⾴○

⽩座 町 89 安・砂・凝○ 遺構外 早中∼後前(前中) 緑・輝○ ○ 粘○砂●安○ 輝凝・砂・⾴○

⼋⼾市

⽯⼿洗 市36集 90 輝・砂◎安○ 住居 中中 緑⾴○輝○安○

⻄⻑根 市61集 95 安◎
住居 中後 ○ ⾴○砂○輝○⽞○
捨て場 中中∼中後 ○ ⾴○砂○輝○安○

笹ノ沢(3) 県305集 01 砂・安◎輝・粘○ 住居・捨場 中初頭 輝○ ● ⾴○砂○輝○安○ホ○ひ○ ○

※表凡例は表２に同じ

表３ 前期中葉∼中期末の主要遺跡（渡島半島∼⻘森県）



９．岩⼿・秋⽥県、渡島半島の状況

岩⼿県では、特に海岸部で北上⼭地系の多様な

⽯材を利⽤して磨製⽯斧が製作され、内陸部でも

それらによる磨製⽯斧が多い。

緑⾊⽚岩（緑⾊凝灰岩・緑⾊細粒凝灰岩として

記載されることが多い）も多く、奥⽻⼭地の第三

系あるいは北上⼭地の中⽣界・古⽣界と推定され

ている。しかし、全体的に⾒て完成品の出⼟が中

⼼であり奥⽻⼭地周辺にも北上⼭地周辺にも、原

⽯や未製品・製作残滓が多数出⼟するような原産

地的な遺跡はない。

⼀⽅、秋⽥県では磨製⽯斧は凝灰岩・砂岩・輝

緑岩・安⼭岩・蛇紋岩などのものも出⼟するが前

期は緑⾊⽚岩のものが多いようである(注８)。磨

製⽯斧は⻘森県や岩⼿県と⽐較して全体的に出⼟

量が少ない印象をうける。⼀⽅では緑⾊凝灰岩製

として紹介されている東成瀬村上掵遺跡出⼟品の

ように⻑⼤な擦切磨製⽯斧、⼤館市上ノ⼭Ⅰ遺跡

出⼟品の鋒形⽯器（⼤野1991）のような緑⾊⽚岩

製の磨製⽯斧が儀器化したような⽯器が出⼟して

いる(注９)。

渡島半島では表３のように、擦切具や擦切残⽚

の出⼟が多い。特に前期中葉の函館空港第４地点

の擦切具や擦切残⽚の量は突出しており、例えば

円筒下層ａ式期の第17号住居跡からは緑⾊細粒砂

岩などの擦切残⽚とともに５点の⼤型砥⽯、各種

の擦切素材・擦切⼯程の各段階に対応するように

⼤きさや幅の異なる擦切具が39点出⼟している。

隣接する中野Ａ遺跡では縄⽂時代早期に蛇紋岩製

の擦切磨製⽯斧が⼤量に製作されているが、筆者

は北海道中央部の神居古潭帯から原材が流⼊し、

本州への流通品として加⼯されたと考えている

（斎藤2003ｂ）。早期の蛇紋岩製のものも同様で

あるが渡島半島部では、緑⾊⽚岩の原⽯を擦切素

材に加⼯する時の調整剥⽚が出⼟しないことなど

から、原産地が別にあることが予想される。津軽

海峡に⾯し交易に有利であるという地域性が磨製

⽯斧の⼤量⽣産につながり、その伝統が前期中葉

の函館空港第４地点に引き継がれている可能性も

あるだろう。また、すでに松下(1984)が述べてい

るように北海道では中期になると擦切技法の製作

は減少し⻘森県と同様の状況となる。以上から、

岩⼿・秋⽥県よりも⻘森県のほうが、⻘森県内で

も下北半島などより北部が緑⾊⽚岩製の製作が擦

切技法により⾏われていることがわかる。渡島半

島ではさらに製作が盛んであるが調整剥⽚など初

期の⼯程のものはない。これらは擦切技法の主た

る分布が秋⽥・岩⼿以北とされていること（⼩杉

1995の図１）と対応し、真の原産地は渡島半島よ

りもさらに北に位置することを⺬唆している。

10．まとめと緑⾊⽚岩製の産地・流通予察

⻘森県内においても緑⾊⽚岩（緑⾊細粒凝灰

岩・輝緑凝灰岩など）については、報告書中でこ

れまでも遠隔地からの搬⼊品として捉えられるこ

とが多かった（池⽥1980など）。原産地を北海道

の⻲⽥半島に求められるとした⾒解（須藤1982）

もあったほか、接触変成岩としてホルンフェルス

とした⾒解（川村1983）もあった。しかし、いず

れの⾒地にたっても具体的な産地や原産地遺跡の

有無は不明である。⻘森県内でも緑⾊⽚岩は下北

半島の佐井村の⻑浜層に分布する（上村1962）。

さらに⻑浜層が⽯英閃緑岩に接している部分は接

触変成作⽤を受けている。筆者も何度か岩⽯採取

を試みているが、類似する⽯材は採取できても、

出⼟品と同⼀と思われるものは採取していない。

また、周辺に原産地的な製作遺跡はない。

こうした中で、⼯藤⽵久(2001)は北海道⽇⾼地

⽅の沙流川上流や新冠川で磨製⽯斧の材料として

適当な緑⾊凝灰岩が採取できることを述べ、その

地域からもたらされたことを疑っておく必要もあ

ると述べている(注10)。

沙流川第１の⽀流の額平川は合地⽒の分析に

よって産地推定がなされた地域である。周辺では
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現状では⼤きな発掘調査が⾏われていないが、額

平川と沙流川の合流部台地上で磨製⽯斧未製品を

多数出⼟した平取町荷負２遺跡（平取町教育委員

会1995）等もあり⼤規模な産地遺跡の存在が予想

される。また⽇⾼地⽅では縄⽂時代前期前半の静

内中野式の遺跡が多数分布し静内町中野台地Ａ・

Ｂ遺跡や三⽯町ショップ遺跡などで盛んに磨製⽯

斧が製作される。そこでは擦切技法よりも敲打整

形による製作の⽅が主体である。敲打整形による

製作の⽅が主体なのは、加⼯最終形の⽯斧にみ

あった原⽯を⾃由に選べることと、敲打による⽋

損の失敗を恐れなくても代わりの原⽯がふんだん

にあるためであろう。そして、完成品だけではな

く擦切可能な原⽯や加⼯が容易な半製品である研

磨⽯材を渡島半島などに流通させた可能性がある

だろう。

⽇⾼地⽅周辺では磨製⽯斧の原産地的な様相が

⻑期にわたって継続する。例えば縄⽂時代中期の

⾨別町エサンヌップ２遺跡で緑⾊⽚岩(緑⾊泥岩)

製の磨製⽯斧や未製品･原⽯が出⼟しており、円

筒上層式の墓(P-13)からは最⼤20ｃｍの磨製⽯

斧が５点出⼟している。⽇⾼地⽅に隣接する苫⼩

牧市静川遺跡Ｂ地区（苫⼩牧市教育委員会2002；

中期後∼末葉）では859点の⽯斧が出⼟している

が⽚岩・砂岩などが少数まじるものの主体は緑⾊

⽚岩（緑⾊泥岩）で打製⽯斧・敲打整形⽯斧や擦

切素材、多⾯体敲⽯や砥⽯が出⼟している。千歳

市美々３遺跡（1990(財)北海道埋蔵⽂化財セン

ター）でも、中期後葉の住居跡内から緑⾊⽚岩（緑

⾊泥岩）製の敲打整形による⽯斧の未製品や砥⽯

等が多数出⼟している。敲打整形による⽯斧が多

いのは中期の時代性でもある。磨製⽯斧の⼤量製

作は、縄⽂時代晩期の苫⼩牧市柏原８遺跡（苫⼩

牧市教育委員会1997）やえりも町油駒遺跡（えり

も町教育委員会2000）まで続く。

以上から緑⾊⽚岩製の磨製⽯斧の三内丸⼭遺跡

への流通を、特に擦切磨製⽯斧の多い縄⽂時代前

期を念頭において予察したのが図６である。デー

タの整理は進⾏中であるが合地⽒の岩⽯学的な分

析は考古学的にも裏付けられるものと予想され

る。

岩⽯学的な分析についても、着⼿されたばかり

であり、今後、分析試料を増やし、さらに様々な

視点・⼿法で検討を重ねていくことが必要であろ

う。

⻘⾊⽚岩・緑⾊⽚岩ともに原産地は円筒⼟器⽂

化圏の外側や周縁部にあり、磨製⽯斧の流通は、

北海道内で⼟器⽂化圏を越えて⽇⽤品が流通する

こと、津軽海峡をはさんで同⼀⼟器⽂化圏が成⽴

することなどの意味を考えることにもつながり重

要性は極めて⾼い。そのために問題提起と情報を

広く求める意味をこめて、まずは全体を予察して

みた。考古学的な分析をさらに深め、より多くの

情報をまとめながら、さらなる解明に努⼒してい

きたい。
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⽒、深川市教育委員会葛⻄智義⽒、沙流川歴史館

⻑⽥佳宏⽒、静内町郷⼟博物館⻫藤⼤朋⽒、三⽯
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会の故⽯本省三⽒から貴重なご教⺬を受けていま

す。感謝いたします。
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（注１）国重要⽂化財指定品等合地⽒による⾁眼鑑定が受けら

れなかった⼗数点は、斎藤が合地⽒の鑑定品をもとに判断した。

（注２）東北北部から北海道にかけて磨製⽯斧に多⽤されてい

る緑⾊で硬質の⽯材として緑⾊⽚岩があるが、その名称で記載

されることは少ない。東北北部では緑⾊凝灰岩・緑⾊細粒凝灰

岩・輝緑凝灰岩・緑⾊⾴岩・緑⾊ホルンフェルス等として、北

海道では緑⾊泥岩・緑⾊砂岩等として記載されることが多かっ

た。これには岩⽯名称をつける際に変成岩として緑⾊⽚岩とと

らえるか、凝灰岩・泥岩・砂岩など変成前の原岩の状況でとら

えるか⽯質鑑定者により考え⽅が異なるためのようである。な

お、砂岩や緑⾊砂岩として分類されるのは平取町で⻘トラ⽯と

呼ばれているものなどは縞状になっており、砂質の部分がある

ためである。しかしこれらの名称により、広域変成岩としての

認識がなされず産地探求につながらなかったといえる。

（注３）例えば和野前⼭遺跡第９号住居跡（早稲⽥５類期）か

らは、輝緑岩・安⼭岩・凝灰岩の敲打整形⽯斧、台⽯・多⾯体

敲⽯・⽯⽫断⽚などの製作関係品が⼀括して出⼟している。

（注４）図４右上の素材剥⽚のように打点が多く観察できる点

やバルブが未発達で平坦な剥離⾯が形成され、板状剥⽚剥離技

術（⼩杉1989）によって素材剥⽚が⽣産されていると考えられ

る。

（注５）実⾒したが佐井村の福浦地区などで採取できる⽯英閃

緑岩の可能性のあるものも製作されている。全てが尻屋崎系と

はいえないが⾁眼的に類似するものが多い。

（注６）三内丸⼭遺跡の他の地区からは打製⽯斧状の花崗閃緑

岩製⽯斧が出⼟している。しかし、打製⽯斧状のものは全体量

からみてごくわずかである。また、⽯棒や⽯⽫等の加⼯に使⽤

された可能性もあるが、多⾯体の敲⽯が出⼟している。三内丸
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⼭遺跡では完成品が主として搬⼊される消費遺跡であるが、半

製品の状態で搬⼊されることもあったようである。

（注７）川内町熊ケ平遺跡で円筒下層ｃ式期から擦切磨製⽯斧

が製作されるように早くから製作される。第６鉄塔地区第Ⅳ層

で尻屋崎系の花崗閃緑岩に⾁眼的に極めて類似する擦切具が出

⼟している。下北地⽅の磨製⽯斧製作地域との関係を⺬してい

るかもしれない。

（注８）緑⾊凝灰岩、変質凝灰岩質砂岩（緑⾊）、緑泥岩などと

記載されている

（注９）流通の末端地域であるとすれば、儀器・威信財として

の価値は⼤きいと考えられる。

（注10）筆者は⽇⾼地⽅の川で磨製⽯斧の⽯材採取を試みたこ

とがある。浦河町の元浦川の河原の状況を観察した後で三⽯町

の三⽯川を⾒た時に、河原の⽯は⼀⾯の緑⾊になり、磨製⽯斧

と同質と考えられる⽯材も少数採取できた。静内町の静内川で

も同質と考えられる⽯材を採取できたが、額平川では、容易に

採取できた。額平川では単に緑⾊のものだけではなく三内丸⼭

遺跡でもよく⽬にする平取町で⻘トラ⽯と呼ばれている縞の

⼊った特徴的な⽯が容易に採取できた。
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１ 総合研究

『縄⽂時代におけるクリ資源利⽤と資源再⽣に関する総合研究（２）』

研究代表者 鈴⽊ 三男 （東北⼤学）

１. 本研究の⽬的

昨年度は表記のテーマで、東⽇本の縄⽂時代を

⽀えた植物資源であるクリについて、⼤量のクリ

の実の収穫と⼤量のクリ⽊材の消費がどの様にし

て可能であったのかを、クリの実の⽣産量の年変

動の解析、クリ林の再⽣管理に関する群落学的お

よび成⻑解析による⽅法、クリの栽培管理の検証

をおこなうための遺伝的多様性解析、そしてクリ

材消費の実体を遺跡の遺構、出⼟⽊材の解析から

アプローチした。

今年度はこれらの結果を踏まえ、⼜、不⾜して

いた調査項⽬についてては更に充実させることを

⽬指し、特に次の点に重点を置いた。

○クリの実の⽣産量は３年間では年変動がまだ⼗

分には捉えられていないので、引き続き調査を

継続する、特にこれまで測定しなかったクリの

実の⼤きさと乾燥重量の関係も計測する。

○抜き伐りによるクリの萠芽再⽣が困難である事

はほぼ確実となったので、皆伐地でのクリの再

⽣過程を更に林令を経た調査区を設定する。ま

た、⽯斧による皆伐調査区を更にもうけ、萠芽

再⽣過程を継続観察する。

○SSRマーカーにより現⽣クリ集団の遺伝的多様

性解析をおこなうとともに、遺跡出⼟クリにつ

いてSSRマーカーの適⽤を試みる。

○これまでに抽出された領域の塩基配列⽐較によ

り、遺跡出⼟クリとニホングリ、チュウゴクグ

リなどの類縁関係を明らかにする。

○三内丸⼭遺跡におけるクリの実と⽊材の消費量

の算定をおこなう。

以上に掲げた研究を展開することにより、萠芽

再⽣状態の継続的な測定等の課題は残るものの、

三内丸⼭遺跡の特別研究（総合研究）として⾏っ

てきたクリ資源の利⽤と再⽣管理に関する研究は

⼀区切りを付けることが期待された。

２. 今年度の全体の活動

この総合研究では、各分担者がそれぞれの担当

項⽬について個別に研究を⾏い、平成14年10⽉31

⽇、11⽉１⽇に宮城県⽟造郡鳴⼦町の東北⼤学川

渡セミナーハウスで今年度第1回⽬の研究会を開

催し、互いの研究成果を発表し、今後の研究⽅法

について検討を⾏った。また、今年度の研究成果

のとりまとめのための研究会を平成15年３⽉１⽇

∼２⽇に三内丸⼭遺跡体験学習室で⾏い、成果報

告を⾏うとともに、研究成果の学会誌への論⽂投

稿及び研究成果に基づく出版物刊⾏について検討

した。

８⽉３⽇∼12⽇の間、北海道⼩樽市から函館市

に⾄る道南地⽅全域におけるクリの分布調査を⾏

い、660個体のDNA試料を採取した。

11⽉２⽇∼５⽇の間、同所の東北⼤学農学部付

属農場の⼭林において、10ｍ×10ｍの⽯斧による

伐採区３区画、チェーンソウによる伐採区３区画
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を設け、植⽣調査の後、⽯斧、チェーンソウによ

る伐採を⾏うとともに、昨年度設定した伐採区に

おける萌芽再⽣及び実⽣発⽣状況を調査した。

主な研究成果

【各分担者の成果についての全般的な概要、特に

特筆すべき点等】

（1）道南のクリ分布調査結果

これまでの花粉分析などの結果から、縄⽂時代

以前にはクリは北海道には分布していなかったと

も考えられている。道南地⽅南部には⼤船Ｃ遺

跡、垣の島Ａ、Ｂ遺跡など、縄⽂時代早期から晩

期までの多くの遺跡があり、そこからはわずかで

はあるがクリの⽊材と炭化した実が出⼟してい

る。これらの事実は、クリが縄⽂時代に本州から

縄⽂⼈によってもたらされた可能性が指摘されて

きている。本研究ではこれを確かめるために、北

海道に⽣育するクリの遺伝⼦組成分析のための試

料採集を⽬的とした現地調査を⾏った。北海道で

は明治の開拓以降、本州から沢⼭のクリの苗が持

ちこまれたことが充分に考えられるため、それ以

前から⽣育していたクリの巨⽊（樹齢100年を越

えるもの）を研究対象とした。

道南地域18カ所での調査の結果、調査本数は

660本を数え、直径40cm以上が436本、１メートル

を超えるものが50本存在した。最⼤は豊浦町の個

⼈宅のもので幹周5.72m（直径換算1.82m）であ

り、かなりな巨⽊といえるものである。また，⼩

樽市⼿宮公園では枯損したクリの伐根が残されて

おり、⾁眼での予備的な年輪読みとりにより樹齢

を推定した結果、140∼150 年前後のもの、

100∼110年前後のもの、100年以下のものの３つ

のグループに分かれた。さらに同公園での⽴ち枯

れ⽊１本（⻑径47cm×短径41cm）の年輪解析の

結果、樹齢は108年であった。これらのことから、

道南地⽅には開拓以前からのクリが存在している

ことが確認でき、⼤きな個体についてのDNA解

析が有効である可能性が確認された。

（2）クリの現存量調査

東北⼤学農学研究科川渡農場の⼭林に設けた新

規の⽯斧伐採区（10×10m、３箇所）、チェーンソ

ウ伐採区（10×10m、３箇所）の群落調査の結果、

調査区の胸⾼断⾯積合計）は22.3∼58.6㎡/ha，

平均38.7㎡/haで、昨年度の調査区（Q1∼6）の

20.6∼30.5㎡/ha、平均27.0㎡/haより有意に⼤き

かった。これは今年度の調査区の⽅が林令が⾼く

現存量が⼤きいことを⺬している。また、クリの

胸⾼断⾯積合計は平均17.71㎡/haで全体の約半

分（46％）を占めていた。

川渡の全調査区のクリの本数は1aあたり1∼12

本、平均542本/haであった。これは⽥⼦の全調査

区の346本/haより多い。また、太さの分布では

40cmを越えるもの1本も含まれ、10cm∼25cmの階

級が最も多かった。竪⽳住居に利⽤されると考

えられる直径10cm以上の本数は川渡で533本/ha

で、⽥⼦の296本/haより有意に多かった。

（3）クリの萠芽再⽣と実⽣の発⽣

2001年度伐採区の萌芽及び実⽣苗発⽣の調査伐

採後のクリの萌芽再⽣はチェーンソウ区で56％、

⽯斧区で54％とほとんど変わりがなかった。ま

た、株当りの萌芽指数はチェーンソウ区で8.7本、

⽯斧区で6.7本であり、これも有意に違うように

⾒られない。これらの結果を⽥⼦地区での調査結

果と⽐較すると、⽥⼦地区では株当りの萌芽枝数

は3.3∼6.1本でやや低い値である。さらにヘク

タールあたりの萌芽枝数も100∼2400本で、川渡

の7800及び8700本/haより遙かに少ない。これ

は、川渡が伐採１年⽬で、⽥⼦が３年⽬及び８年

⽬であり、時間の経過とともに競争により減少し

ていった結果と⾒られる。

実⽣苗の発⽣はチェーンソウ区で1350本/ha、

⽯斧区で450本/haであった。数字の上では⼤き
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く違うが、有意な違いであるかは検証できない。

⽥⼦では3年⽬の伐採跡地が450および800本/ha、

８年⽬のそれが117本/haであり、川渡の１年⽬の

結果と⽥⼦の３年⽬の結果はあまり違わないと⾔

える。それに対して８年⽬の伐採跡地の本数が少

ないのは競争により減少したことが考えられる

が、検証できない。

（4）クリの実の⽣産量

前年に引き続き，愛知県⼩原村で野⽣と思われ

るクリ21∼24本について実の⽣産量（落下量）を

測定した。これまで、(1) それぞれの⽊の落果数

は個体差が⼤きく、また同じ⽊でも年によって⼤

きく変動した、(2) 実１個あたりの平均重量は個

体により、また年により異なっているが、実の重

量は⽊によってある程度決まっていることを⺬す

結果が得られた、(3) 調査⽊の実の⽣産量（重量）

の年ごとの変動は全く同調していない、ことが分

かったが、新たなデータの蓄積により、2002年度

は過去３年に⽐べてかなり豊作であったこと（過

去の豊作年1999年の約1.3倍）、これまでの収穫し

た全てのクリの実の⼤きさを測ったところ、⼱が

10∼40mm、⾼さが10∼30mmの範囲にあり、⼀般

の栽培クリに⽐べかなり⼩さいことが確認され

た。

（5）クリのDNA解析

葉緑体DNAのさまざまな領域でのクリ属内各

種の種の識別、特にチュウゴクグリとの識別が試

みられた。識別はさまざまな領域で可能である

が、特にPS∼ID領域での簡便な識別の可能性が

指摘された。⽇本のクリの種内変異については明

確な傾向は未だつかめていない。

本研究の過程においてニホングリ種内の遺伝的

多様性解析のため、多型性の⾼いSSR(Simple

Sequence Repeat)マーカーの開発をおこなった。

このマーカーを⽤いて、⻘森市内、津軽半島、下

北半島、北海道⼩樽市、松前町、南茅部町の集団

間の⽐較を⾏った結果、1）それぞれの集団では⾼

い遺伝的多様性を保持していること、2）下北と津

軽の集団間の遺伝的類似度が特に⾼いこと、3）津

軽、下北、⻘森市、南茅部の集団では近い遺伝的

関係にあること、4）松前の集団にはチュウゴクグ

リに特異的な遺伝⼦が⾒つかり、この集団が植栽

後放置されて⼀⾒⾃然集団のようになっていると

の現地調査の所⾒と良く⼀致し、本研究⼿法の有

効性が⺬された。

（6）伐採⼿法の実験考古学

前年に引き続き、⽯斧伐採区において磨製⽯斧

を使った伐採実験を⾏った。この⼀連の伐採実験

では、1）膝柄⽯斧と直柄⽯斧とでは⼤きく作業効

率が違うこと（膝柄での伐採は熟練を要旨、作業

効率が⼀般に低い）、2）樹種によって伐採の容易

さが極端に異なること（クリは⾮常に伐採しやす

い樹種で、ウダイカンバ、サクラ属などは⽊の粘

りが強く、硬く、⼤変伐りにくいこと）などが体

験的に確認された。また、鉄斧による実験も⾏わ

れ、作業効率の格段の違いが改めて確認された。

なお、⽯斧による伐採効率は、1）100㎡（10×10m）

内の全ての⽊を伐るのに（休憩無しで）８時間か

かる、2）直径20cmのクリを切るのに約1250回の

打撃、30分かかり、直径の増加に応じて指数的に

増⼤すること、等が分かった。

３. 今後の展開と課題

以上、本年度の研究成果を中⼼に、過去３年間

の成果を踏まえて紹介したが、当初⽬標に掲げた

テーマと研究の展開を振り返ってみると、これま

で、感覚的に⾔われてきたことについて、調査・

研究の結果、かなりな程度にものを⾔えるように

なった点と、更なる研究の必要性が明らかになっ

てきた点とがある。

⾃然林にあるクリの伐採が、皆伐か、或いは択
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伐（抜き伐り）かの⽅法の違いにより、再⽣過程

が違うことが明らかとなった。つまり、択伐では

クリが減少、消滅すること、皆伐では伐採前の量

を確保できるか或いはむしろ増加する可能性があ

ることが⺬唆された。⼀⽅、⼀定⾯積を皆伐する

には多⼤な労⼒を要することも明らかとなった。

しかし萌芽再⽣や実⽣の発⽣とその後の成⻑につ

いては更に継続した調査が必要である。

クリの実の⽣産量は、他の⾼⽊性樹種と⽐べて

年変動が少なく、毎年⼀定程度の収穫が⾒込める

が、これは個体によって豊凶がばらつくことに

よってもたらされることが明らかとなった。

多⼤な労⼒を要したクリのSSRマーカーの開発

に成功したことにより、現⽣の野⽣クリ集団の解

析が実際に⾏える⽬途がついた。実際の解析への

適応はまだであるが、⻘森県及び道南地⽅の集団

の予察的な解析から、この⼿法で、相互の集団の

関係を解き明かすことができると⾒られる。

以上に加えて実にさまざまな問題点が明らかと

なってきた。今後も継続した研究によりひとつひ

とつ確実なものとしていく必要がある。

【研究組織と分担項⽬】

研究代表者

鈴⽊ 三男（東北⼤学理学研究科）

研究総括

研究副代表者

⾼島 成侑（⼋⼾⼯業⼤学）

住居復元と使⽤⽊材量算定

研究分担者

清和 研⼆（東北⼤学農学研究科）

群落調査とクリ林再⽣過程の解析

能城 修⼀（森林総合研究所）

群落調査，出⼟材同定

⼭⽥ 昌久（東京都⽴⼤⼈⽂学部）

縄⽂遺跡におけるクリ材使⽤量推定

佐藤 洋⼀郎（静岡⼤学農学部）

出⼟クリの遺伝⼦多様性解析

⼭本 俊哉（果樹研究所）

現⽣クリ品種間の遺伝⼦多様性解析

陶⼭ 佳久（東北⼤農学研究科）

現⽣・出⼟クリの遺伝⼦多様性解析

新⾒ 倫⼦（名古屋⼤学博物館）

クリ種⼦⽣産量の測定
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２（１） 公募研究Ａ（個⼈研究）

『三内丸⼭遺跡における墓域の基礎的検討』

⼭⽥ 康弘 （島根⼤学）

はじめに

筆者は、これまで⼈⾻出⼟例からは明確な根拠

を抽出できないことなどを理由に、装⾝具の着装

が社会的な差異を表現している可能性を肯定しつ

つも、⽣得的な⾝分差と直結するような「階層制」

の存在については慎重な⽴場をとり続けてきた。

しかし、三内丸⼭遺跡では，岡⽥康博⽒をはじめ

として複数の研究者によってそのような階層制の

存在が主張されている（岡⽥2000など）。これは

筆者の主張と⽭盾するものである。そこで今回

は、三内丸⼭遺跡の墓制資料を全国の⼈⾻出⼟例

から得たデータと⽐較検討し、その墓域のあり⽅

が、従来の墓制研究の枠組みを⼤きく超えるもの

であるのか、また社会的な階層制を表しているも

のなのかという点について考察を加えてみること

にしたい。具体的な検討事項は墓域内における⼟

坑墓の空間配置、上部構造のあり⽅、下部構造の

あり⽅、⼟坑墓の規模、副葬品の内容、および⾚

⾊顔料のあり⽅である。

三内丸⼭遺跡における墓域のあり⽅

三内丸⼭遺跡の⼟坑墓は、これまでに幾度も述

べられているように列状配置をとるものが多い。

このことは、⾼い計画性を持っているとみること

もできるが、逆に集団が⼀定の規制のもと等質化

しているとみることも可能であろう。ただ、すべ

ての⼟坑墓が等間隔で並ぶのではなく、分布に濃

淡が存在するようである。このことは、三内丸⼭

遺跡を営んだ⼈々の社会に何らかの分節構造が存

在したことを暗⺬するものである。この点を確認

したうえで、⼟坑墓の属性について検討を加えて

みよう。なお、階層制の有無あるいはその程度を

検討するために各属性はエラボレーション

（elaboration）の度合いを考慮した分類を⾏なう

ことにしたい。エラボレーションとは、墓を作る

うえでの労⼒の投下量の多さや取り扱い⽅の丁寧

さといったものを指し⺬す概念である。

１）上部構造

三内丸⼭遺跡の⼟坑墓の上部構造として特に注

⽬されるものに環状配⽯がある。これらの環状配

⽯は直径が⼤体４ｍほどのものが多く、配⽯の中

央部に⼟坑墓が単独で位置するものがあり、中⼼

埋葬が存在することがわかる。しかし、その⼀⽅

で配⽯内に複数の⼟坑墓があるもの、⼟坑墓が配

⽯の中央に位置せず、配⽯の中⼼とずれるものも

存在する。特に952号⼟坑墓の場合、環状配⽯が

完全に⼟坑墓と重複してしまっている。これらの

点は、環状配⽯遺構が必ずしも特定個⼈の⼟坑墓

に帰属するものではないこと、そして個々の⼟坑

墓と環状配⽯が必ずしも同時に構築されたのでは

ないことを意味している。また、遺跡全体におけ

る環状配⽯の分布をみてみると、特定の地区にの

み存在するというようなあり⽅はしていないよう

である。

ここで昭和51年に調査された⻄駐⾞場地点にお

ける⼟坑墓のあり⽅を考えてみよう。この墓域で

は、数基の⼟坑墓が集まっていくつかの⼩群を形

成している場所がある（第１図）。29号・30号・50

号・51号の⼀群や28号・27号・23号・22号・21号・

20号・19号の⼀群、18号・17号・48号・16号の⼀

群、15号・14号の⼀群、13号・12号・11号・10号・

26号の⼀群などがこれにあたる。このように⼟坑

墓が群在化しているところをみると、三内丸⼭遺

跡の墓域においても埋葬⼩群が存在すると考えて
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良いだろう。埋葬⼩群の内容については、すでに

百々幸雄や筆者らの研究があり、その中には⾎縁

関係者が含まれていると想定されている（百々

1981，⼭⽥2000）。三内丸⼭遺跡の場合、３基から

10基程度の⼟坑墓群で⼀つの埋葬⼩群を形成する

という規模からみて、埋葬⼩群は家族ないしは世

帯といった集団に対応するものと推定される。し

たがって、三内丸⼭遺跡の墓域は家族ないしは世

帯を基本単位とした共同墓地であると考えるのが

最も⾃然であろう。なお、⻄駐⾞場調査区の環状

配⽯は、そのあり⽅からみて埋葬⼩群を⼀部取り

込むような形で形成されていると思われる。世帯

の中には家⻑などの形でリーダーが存在したこと

は間違いの無いところであろうから、環状配⽯を

構築するにあたりこのリーダーを意識する場合の

あったことは想像に難くない。その場合、環状配

⽯内の中央にある⼟坑墓が家⻑などのリーダーの

埋葬地点であった可能性もあるだろう。

なお、環状配⽯以外にも、⼟坑墓の上部に⼤形

の礫がのせられているものなどが存在する。

このようにみてくると上部構造のあり⽅は次の

ように整理できるだろう。

Ａ：上部に環状配⽯を持つもの。全体の6.7％。

Ｂ：上部に配⽯を持つもの。全体の3.0％。

Ｃ：上部構造の確認できないもの。全体の90.2％。

この分類ではＡからＣの順番になるにしたがっ

て、墓を構築する上で労⼒などの総体的なエネル

ギーの投下量が逓減されていくことになる。以下

の属性についてもこの視点を取り⼊れることにし

よう。

２）下部構造

⼟坑墓の底⾯には、壁際に溝が巡っているもの

と、そうでないものの２種類がある。壁際に溝が

巡るものは、11号環状配⽯内より検出された⼟坑

墓の事例から、⼀種の⽊棺墓のような下部構造を

持っていたものと考えられる。

このようにみると、分類は次のようになる。

Ａ：壁溝をもち⽊棺墓の可能性があるもの。全体

の3.6％。

Ｃ：壁溝が無く、通常の⼟葬墓と思われるもの。

全体の96.4％。

３）⼟坑墓の規模と推定される埋葬姿勢・年齢

三内丸⼭遺跡の⼟坑墓は完掘されたものが意外

に少なく、⼟壙規模の全体的傾向の検討は、確認

⾯で⾏なう必要がある。検討対象となった全316

例に限ってみると、⼟壙⻑軸⻑の最⼤値が2.90ｍ、

最⼩値が0.56ｍ、平均値は1.55ｍである。第２図

は⼟坑墓の規模の分布を表したものである。これ

をみると⼟坑墓は⼤きなものから⼩さなものま

で、幅広く存在していることがわかる。

⼟壙の規模は埋葬姿勢によって変化することが

判っている（⼭⽥1999）。筆者の検討によると、縄

⽂⼈の埋葬姿勢には地域性が存在し、東北地⽅は

膝を強く屈する傾向がある（⼭⽥2001）。したがっ

て、この地域において多数を占めると想定される

埋葬姿勢は，膝と腰を強く屈曲させるａ１、膝を

強く屈曲させ腰を90°位に屈曲させるｂ１、膝は

強く屈曲させるものの，腰をあまり屈曲させない

ｃ１の３種類のいずれかの可能性が⾼いと想定さ

れる。全国レベルで⼟壙の⻑軸⻑をみた場合、埋

葬姿勢ａ１の最⼤値は1.81m、ｂ１の最⼤値は

2.00m、ｃ１の最⼤値は1.80mであり、2ｍ未満の

⼟壙規模であれば、いわゆる屈葬の可能性が指摘

できることになる（⼭⽥1999）。しかし、三内丸⼭

遺跡には⼟壙規模が２ｍを超え、屈葬例とするに

は規模が⼤きい事例が49例存在する。筆者が以前

に⾏なった検討では、全国的にみた場合伸展葬で

あるｃ３の最⼤値は2.40ｍであり、平均値は1.75

ｍであった。このことからみて、三内丸⼭遺跡の

⼟坑墓のうち２ｍを超えるものは、いわゆる伸展

葬例であったと考えてよいだろう。三内丸⼭遺跡

の埋葬姿勢にはいくつかのバリエーションがあっ

たようである。話はややそれるが、埋葬時に屈葬

という姿勢をとらせるのは、⼟壙を掘る労⼒を軽
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減させるためだという説がある。⼟壙の深さにも

よるが、確かに屈葬で埋葬する時と伸展葬で埋葬

する時では動かす⼟の量は異なるだろう。このよ

うに考えるならば、伸展葬例の⽅が墓を造るとき

により⼤きな労⼒がかけられていたとみることも

可能であろう。

また、年齢段階によっても⼟坑墓の規模は異な

る。特に0.8ｍ以下のものは、埋葬姿勢にもよる

が、ほぼ無条件で思春期段階以前の⼦供の埋葬例

と考えて良い（⼭⽥1999）。三内丸⼭遺跡ではこ

のような⼦供の⼟坑墓とみて間違いない事例が６

例存在する。また、埋葬姿勢が膝を強く屈するタ

イプのものであった場合には1.0ｍ以下のものも

⼦供の埋葬例と捉えることが可能である。その場

合、三内丸⼭遺跡では23例がこれに該当する。た

だし、この数はあくまでも推定される最低ライン

であることを忘れてはならない。１ｍを超える場

合でも、⼦供の埋葬例は存在するからである。こ

のようにみると、三内丸⼭遺跡の⼟坑墓には、⼤

⼈と⼦供の両⽅が埋葬されていたと考えることが

できるだろう。

以上の諸点から、⼟壙規模は次のように分類で

きる。

Ａ：⼟壙の規模が⼤きく２ｍを越え、伸展葬で埋

葬されたと思われるもの。全体の15.2％。

Ｂ：２ｍ未満かつ１ｍより⼤きいもの。

全体の77.8％を占める。

Ｃ：⼟壙規模が１ｍ以下で、⼦供の埋葬例と確実

視されるもの。全体の7.0％。

４）副葬品の検討

ところで三内丸⼭遺跡から検出された⼟坑墓か

らは、いったいどのような副葬品が、どれくらい

出⼟しているのであろうか。

総数329基の⼟坑墓のうち、完掘されたものは

196基である。そのうち何らかの形で副葬品を持

つものは44例22.4％である。しかし、副葬品とし

たものの内容をみると主なものでは、⽯鏃を副葬

した⼟坑墓が10例、敲⽯16例、磨⽯６例、凹⽯４

例、⼟器⼀個体分３例、⽯冠２例、異形⽯器２例、

ヒスイ製⽟１例となっている。これらのうち明ら

かに装⾝具として利⽤されたと思われるのはヒス

イ製の⽟のみであろう。またヒスイは⻘森県では

産出しないことから、遠隔地交易品として捉える

ことができる。しかしその⼀⽅で、威信財として

捉えることが可能なのはこのヒスイのみだけであ

り、⽯鏃や敲⽯類などは，副葬しようと思えば誰

でも⼊れることのできた⽇常品である。これらの

遺物の副葬は、列島規模でみた場合、他の遺跡でも

多々みられるものであり、そう珍しいものではない。

三内丸⼭遺跡の⼟坑墓の副葬品の中で⽬⽴つの

は、異形⽯器４点、敲⽯２点が副葬されていた139

号⼟坑墓、⽯鏃10点が副葬されていた817号⼟坑

墓、ヒスイ製⽟1個が副葬されていた66号⼟坑墓

ぐらいである。副葬品に関しては特に際⽴った特

徴はなく、また特定の埋葬⼩群に偏る傾向性もな

い。その意味では三内丸⼭遺跡の⼟坑墓群は、副

葬品からみた場合、極めて等質的なものであると

いえる。

以上の点から、副葬品のあり⽅はその数量や内

容によっておよそ３つに区分できるだろう

Ａ：遠隔地交易品であるヒスイの⽟や、⽯鏃10点、

異形⽯器４点と礫⽯器２点が副葬された⼟坑

墓。全体の1.5％。

Ｂ：上記以外の副葬品を持つ⼟坑墓。全体の21.9％。

Ｃ：何も⼊っていない⼟坑墓。全体の77.7％。

５）⾚⾊顔料の有無

⾚⾊顔料については17号配⽯内⼟壙のみからし

か、出⼟していない。しかしそのあり⽅は散布さ

れたような状態ではなく、なにか有機質のもので

⾚⾊顔料が塗布されていたものが副葬されていた

ようにもみえる。分類は次のようになるだろう。

Ａ：⾚⾊顔料が検出された⼟坑墓。全体の0.5％。

Ｃ：⾚⾊顔料が検出されなかった⼟坑墓。全体の

99.5％。
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以上、三内丸⼭遺跡の⼟坑墓の属性を概観して

きた。第１表には⼟坑墓のエラボレーションのあ

り⽅を⺬してある。これをみると、最もエラボ

レーションの度合いが⾼いのは17号配⽯内⼟坑墓

であり、その次が11号配⽯墓内⼟坑墓である。し

たがって、全ての⾯において突出した個⼈墓は存

在しないことになる。また、特定の埋葬⼩群にエ

ラボレーションの⾼いものが集中することもな

い。上部構造のエラボレーションの度合いの⾼い

ものは、⼟壙の規模のエラボレーションの度合い

も⾼いが、副葬品のエラボレーションの度合いは

低い。逆に副葬品のエラボレーションの⾼いもの

は上部構造や下部構造、および⼟壙規模のエラボ

レーションは低い。⼟壙の規模から⼦供の埋葬と

された事例は、⼀体にエラボレーションの度合い

が低い。このようにエラボレーションの度合いの

あり⽅からみると、環状配⽯の中央に位置する⼟

坑墓は相対的にエラボレーションの度合いが⾼

く、⼦供の埋葬例と推定されるものはエラボレー

ションの度合いが低いと⾔える。これらの諸点を

総合してみると、次のような結論が導かれるだろう。

まず、エラボレーションの度合いが極端に突出

した特定個⼈や特定埋葬⼩群は存在しないことか

ら、⾝分階層制の存在そのものは想定が困難であ

る。そして、⽐較的等質な埋葬⼩群が存在するこ

とから、三内丸⼭遺跡の墓域は世帯等を基礎単位

とした共同墓地である可能性が⾼いだろう。だ

が、その⼀⽅で各埋葬⼩群内に相対的にエラボ

レーションの度合いの⾼い埋葬例があることか

ら、家⻑などのリーダー的⼈物が存在した可能性

がある。また、⼦供への投資がみられないことも、

階層制の有無を論ずる上で、ネガティブな印象を

抱かせる。

総じて上記の諸点は、従来の縄⽂時代の墓制研

究成果の枠組みを超えるものではない。したがっ

て、これまでに喧伝されてきた奴隷が存在すると

いったような⾝分階層制は、現段階では想定でき

ないということになる。ただし、三内丸⼭遺跡を

営んだ⼈々の中に、いくつかの区分が存在したこ

とは指摘できるだろう。

まず、環状配⽯の中⼼に位置し、伸展葬で埋葬

される⼤⼈たちである。これらの⼈々は家⻑的

リーダーであった可能性がある。このリーダーた

ちがなんらかの特別な集団を構成していた可能性

は否定できないが、墓制の検討のみからそれを直

接⾔及することはできない。次に、中型の⼟坑墓

に⼊り、伸展葬や屈葬で埋葬される⼤⼈たちない

しは⼦供たちである。多様性をもち、数的に最も

多い。その次が⼩型の⼟坑墓に⼊り、副葬品もほ

とんどない⼦供たちである。そして最後に⼟器棺

墓に⼊る⼦供たちである。各地の⼈⾻出⼟例から

みて、多くは新⽣児早期死亡例であろう。三内丸

⼭遺跡では、少なくともこれら４段階の区分が存

在する。これを年齢階梯などを含めた意味での

「階層性」とみるかどうか、なお⼀層の検討が必

要であることは⾔うまでもない。
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第１図 ⻄駐⾞場調査区における
⼟坑墓と上部配⽯のあり⽅

第２図 三内丸⼭遺跡の⼟坑墓の規模

第１表 ⼟坑墓のエラボレーションのあり⽅



『竪⽳住居形式の分析からみた三内丸⼭遺跡の空間構成と変遷』

⾕⼝ 康浩 （國學院⼤学）

１．分析⽅法

縄⽂集落の⼀般的な研究法として出⼟⼟器の型

式を根拠とする時期決定が広く⾏われているが、

この⽅法にはさまざまな問題があり、むしろ住居

⾃体の形態の類似度や型式に着⽬した分析を⾏う

べきである。竪⽳住居の複雑な形質を客観的に把

握し、型式分類を⾏うためには、数量的な分析が

不可⽋である。本研究では、三内丸⼭遺跡の竪⽳

住居跡の平⾯図から諸形質を数値データとして把

握し、統計学的分析によって住居型式の分類を試

みた。多変量解析から抽出された住居型式とその

分布図に基づいて、６つの集落ステージを設定し、

集落の空間構成の変遷を分析した。これまでに発

掘調査された約480軒の中から、データ計測が可

能な分析資料220軒を⽤いた。竪⽳住居の型式分

類までの多変量解析の⽅法はフロ−チャートに⺬

すとおりである（図１）。

２．竪⽳住居の分類と集落ステージ

分析資料には前期中葉から中期末にわたる住居

が含まれ、竪⽳住居の形質も⾮常に複雑なので、

ある程度類似性の強い住居が集められるように、

３期に区分して分析を⾏った。多変量解析の結

果、220軒の竪⽳住居資料が、１期６クラスター、

２期７クラスター、３期８クラスター、合計21ク

ラスターに分類された。クラスター分析の結果を

デンドログラムに⺬す(図６・図７・図11)。図２

は、これらのクラスターを系統的・編年的に整理

したものである。横軸は住居型式の系統を表わ

し、縦軸は時間軸を表わす。各クラスターの年代

的位置は、竪⽳住居の重複新旧関係と出⼟⼟器型

式の傾向によって決定できる。こうして集落空間

の変遷過程を分析するための固有の時間軸とし

て、ステージⅠ∼Ⅵを設定した。

３．集落空間の変遷

ステージⅠの集落空間（図３）

円筒下層ｂ式期を中⼼とする時期にあたる。２

Ｙ系住居19軒からなる。住居⾯積は平均18.30㎡

で、全体平均(15.81㎡)を上回る住居が多い。集

落空間は北地区の旧野球場建設予定地に限定さ

れ、竪⽳住居は南北２群に分かれて分布している。

居住空間内では、それぞれ列状に住居が配置され

ていたらしい。北側の住居群に⾯して、北の⾕の

廃棄場が形成された。南北2群の居住空間の間に

は、60mほどの空間がある。この空間に位置する

掘⽴柱建物群のいくつかが該期にさかのぼる可能

性もある。

ステージⅡの集落空間（図４）

円筒下層ｄ式∼円筒上層ａ式期を中⼼とする時

期にあたる。縦４Ｘ系、縦６Ｘ系、縦８Ｘ系を中

⼼とする合計31軒が中核的な住居である。住居⾯

積は平均30.06㎡で、６つのステージ中で最⼤で

ある。超⼤形竪⽳建物として168号住居がある。

集落空間は、①南北2群の⼀般住居(縦４Ｘ系、縦

６Ｘ系)の居住域、②その内側に位置する８Ｘ系

の⼤形住居、③中⼼に位置する超⼤形竪⽳建物、

④中軸に位置する掘⽴柱建物群の各要素から重層

的に成り⽴ち、最も計画的なゾーン設定が認めら

れる。南北の居住空間に付随するように、北盛

⼟・南盛⼟の形成が開始される。超⼤形竪⽳建物

と掘⽴柱建物群が配置された集落中央は特別な

ゾーンであり、東側に⼟坑墓列が形成され始める。

⼤型⽊柱列の有無は確認できない。

ステージⅢの集落空間（図５）

円筒上層ｃ式∼円筒上層ｅ式期を中⼼とする。
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縦４Ｘ系、縦６Ｘ系、縦８Ｘ系、縦０系の60軒が

中核的な住居である。超⼤形竪⽳建物として近野

８号住居がある。竪⽳住居型式と集落空間構成は

⼤きく変化する。住居型式では縦６Ｘ系、縦８Ｘ

系が減少し、⾯積の⼤きい定型的住居が姿を消す

⼀⽅、縦０系の住居が増加する。不定形住居も増

加する。住居⾯積は⼩型化の傾向を⺬し、平均

10.21㎡となる。北盛⼟・南盛⼟の形成が最も活

発化し、⼟坑墓列がさらに延⻑し、掘⽴柱建物群

の造営も続いていたと報告されているが、居住空

間の様相は明らかに変化し、ステージⅡにみられ

た計画的な集落空間構成は解消し、広範囲に居住

空間が拡散する。集落空間の北⻄端に⼤型⽊柱列

が築造された時期にあたる。

ステージⅣの集落空間（図８）

円筒上層ｅ式∼榎林式期を中⼼とする。縦０

系、深型の18軒が中核的な住居である。超⼤形竪

⽳建物として91号住居がある。縦４Ｘ系、縦６Ｘ

系、縦８Ｘ系住居は姿を消し、少数の縦０系のほ

かは、深型が主要な型式となる。集落空間はス

テージⅢのそれとほぼ重複しており、集落が連続

していた可能性もある。住居が最も⼩型化した時

期にあたり、平均9.77㎡となる。

ステージⅤの集落空間（図９）

横４Ｘ系が出現し、主要な型式となる。⽯囲⼟

器⽚敷炉または⼟器⽚敷炉が好んで採⽤され、炉

が偏向する設計に変化しており、住居型式が刷新

された印象が強い。伝統的な円筒⼟器に代わって

⼤⽊式⼟器の影響を受けた榎林式・最花式⼟器が

出現する時期にあたり、住居型式の刷新もこうし

た⽂化的変容に関係した変化の⼀つと考えられ

る。在来の系統として縦０系が残り、超⼤形竪⽳

建物として19号住居がある。集落空間は前段階に

⽐べると縮⼩し、旧野球場建設予定地部分の南半

が主な居住空間となる。住居の⾯積は平均

10.18㎡で、全体平均を下回る住居がほとんどと

なる。⼤⽊式⽂化の受容に関連して関⼼がもたれ

るのは環状集落構造の有無であるが、環状集落に

固有の重帯構造と分節構造は認め難い。

ステージⅥの集落空間（図10）

三内丸⼭遺跡の最終的な集落ステージで、⼤⽊

10式期にあたる。複式炉系住居を中⼼とする5軒

からなる。住居軒数は明らかに減少し、北地区・

南⻄部および⼩三内遺跡地区に１、２軒の⼩規模

な居住空間が点在する景観に変化する。住居の⾯

積は平均31.60㎡に拡⼤する。
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『円筒⼟器⽂化圏における⼟器・⼟偶の移動に関する研究』

松本 建速 （筑波⼤学）

Ⅰ. はじめに

縄⽂時代前期から中期前半にかけて、「円筒⼟

器」と呼ばれる⼟器（以下では単に、円筒⼟器と

記す）を⽤いた⼈々が東北北部から北海道南部に

かけて住んでいた。中でも津軽海峡を挟んだ南北

200km東⻄100kmほどの範囲には、三内丸⼭遺跡

をはじめ、この時期の遺跡が特に多く存在する。

この時期、円筒⼟器が分布した地域内ではいかな

る交流があったのであろうか。

本研究では、どの遺跡からも普遍的に出⼟する

遺物である⼟器と、⼀般的な遺跡からはあまり出

⼟しないが、三内丸⼭遺跡においては多数出⼟す

る⼟製品である⼟偶を対象として、それらの製作

者の交流を考えた。

Ⅱ. 試 料

試料は次の６遺跡から採取した。渡島半島東南

部の１遺跡（南茅部町ハマナス野遺跡）、⻄南部の

２遺跡（⽊古内町蛇内遺跡・釜⾕遺跡）、⻘森県東

部の１遺跡（南郷村畑内遺跡）、三内丸⼭遺跡、⻘

森県⻄部の１遺跡（森⽥村⽯神遺跡）である（図

１）。試料は、ハマナス野遺跡出⼟⼟器５点、蛇内

遺跡出⼟⼟器７点、釜⾕遺跡出⼟⼟器10点、畑内

遺跡出⼟⼟器29点、三内丸⼭遺跡出⼟⼟器14点、

焼粘⼟９点、⽯神遺跡出⼟⼟器14点、⼟偶７点の

合計95点である。

Ⅲ. ⽅ 法

分析には誘導結合プラズマ発光分光分析装置

（以下ではICP-AESと呼ぶ）を⽤いた。使⽤した

装置は、筑波⼤学分析センター設置の⽇本ジャー

レル・アッシュ社製ICAP-757Vである。

Ⅳ. 分 析

１．試料作成

⼟器等の破損部から１cm四⽅の破⽚を得る。

破⽚表⾯を電動やすりで削り、表⾯の付着物を除

く。⼟器等の破⽚を瑪瑙乳鉢で粉砕・擂潰す。擂

潰された粉末を0.05ｇ秤量し、蓋付きのテフロン

容器に⼊れる。それに、硝酸0.5ml、過塩素酸

0.5ml、フッ化⽔素酸1.0mlを、この順に加える。

蓋を閉め容器ごとホットプレート上に置き100℃

で6時間以上熱する。次に、蓋を開け140℃に加熱

し、蒸発乾固させる。乾固された試料に６規定蒸

留塩酸1.0mlを加え、140℃で再び蒸発させる。そ

の後、１規定硝酸を加え、100℃で緩やかに加熱す

る。最後に、１規定硝酸を加え、1000倍に希釈し、

50.00ｇの溶液試料を得る。

また、⼟器および⼟製品のほとんどの胎⼟中に

C（炭素）が染み込んでいたので、乳鉢での粉砕・

擂潰しの後、マッフル炉を⽤いて500℃で２時間

加熱し、Cを除いたものを試料とした。

粘⼟・シルト・砂を対象とした場合は、採集試

料を100℃で⼗分に乾燥させた後、瑪瑙乳鉢を⽤

いて擂潰し、その後、マッフル炉を⽤いて500℃で

２時間加熱し、Cを除いたものを分析試料とした。

以下、秤量し、酸で溶かし、溶液試料を得る過程

は⼟器試料を得る過程と同じである。

２．実 験

得られた溶液試料をICP-AESで定量分析した。

旧地質調査所発⾏の、JA1、JB1、JG1a、JGB1、JR1、

JSd1を標準試料とした。Ti、Al、Fe、Mn、Mg、Ca、

Na、K、P、Ba、Cr、Cu、La、Li、Sc、Sr、V、Y、Zn、

Zrの20元素を測定した。これらは地殻に多く含

まれる元素なので、地質的背景を考えながら⼟器

胎⼟成分の地域差を考察するのに利⽤できる。

三内丸⼭遺跡年報−７−

― 54 ―



Ⅴ. 結 果

分析結果は、主要元素については重量％、微量

元素をppmで⺬した（付表）。

Ⅵ. 考 察

１．産地推定に使⽤できない元素

今回の試料の場合、測定された各元素の濃度は、

粘⼟・⼟器・⼟製品とで、⼤きな違いがないもの

が⼤多数である。ただ、P、Sr、Baの３元素は、粘

⼟と⼟器および⼟製品の２者とでは値が著しく異

なる。これらの３元素は、⼟器や⼟製品が⼟中に

堆積している間に加わった可能性がある。

PとMnの濃度の相関図（図2-1）によると、粘⼟

試料のPは0.1％以下だが、⼟器や⼟製品では、

0.5％を越す試料が多い。Pの地殻平均は0.1％で

あり（メイスン（松井・⼀国訳）1970）、筆者が実

施した各地の粘⼟類の分析では、⾼い濃度のもの

でも0.2％以下である。また、Pは400∼800度ほど

で焼けた粘⼟に吸着され、かつ留まる性質がある

（Duma1972）。このことから、三内丸⼭遺跡出⼟

⼟器・⼟製品試料のPは、それらが⼟中に堆積し

ている間に沈着したと考えられる。

また、⼟器・⼟製品の場合、SrとBaも通常の津

軽地⽅の⼟器の値（松本2001）よりも２倍以上で

ある。しかも、これらは相関が⾼い（図2-2）。粘

⼟試料のそれら２元素の相関が低いので（図2-3）、

⼟器・⼟製品に含まれるこれらの元素も⼟に堆積

している最中に加わったと推測できる。

Pは⽣物に多く含まれる元素であるが、動物に

はCaと共に存在する場合が多い。したがって、P

と共にCaが増加することも考えられるが、本研究

の試料のPとCaは相関が低い（図2-4）。また、Ca

の濃度は１∼1.5％ほどで、津軽地⽅の⼀般的な

値であり（松本2003a）、それが沈着されたと積極

的に⾔うことはできない。

今回の⼟器・⼟製品の試料中には、P・Sr・Baら

が、⼟中で加わったと考えられるので、産地を考

える際にはそれらの３元素を⽤いない。

２．各試料の化学成分の特徴

図2-5として、⻑⽯を構成する主要元素である

Ca・Na・Kらの⽐率の違いを遺跡ごとに⾒ようと

した。なお、三内丸⼭遺跡の試料には昨年度の特

別研究のおりに分析した⼟器や⼟偶の値（松本

2003b）も含めてある。⻑⽯は地殻の六割を占め

るので、粘⼟類の地域差を⾒るのに適している。

この図では、Caを多く含む試料ほど左上に、Kを

多く含む試料ほど右に位置する。そして、Caが多

い地域と、Kが多い地域とは地理的に離れている

ことが⼀般的である。図2-5では、三内丸⼭遺跡

の試料は、左寄りに、他の５遺跡のものは右寄り

にある。したがって、三内丸⼭遺跡と他の５遺跡

の遺物は、これらのアルカリおよびアルカリ⼟類

元素で区別できる。

ただし、三内丸⼭遺跡出⼟の⼟偶のうち４点は、

同遺跡の⼟器とは異なり、右寄りの値を持つので、

それらは、同遺跡出⼟の⼟器とは異なる産地のも

のの可能性がある。

また、畑内遺跡出⼟の異系統⼟器にも右寄りの

ものが４点ある。畑内遺跡出⼟の多くの⼟器の値

が⺬すように、同遺跡周辺の第四紀の粘⼟類は、

Caが⾼く、Kがそれほど⾼くない地質のはずであ

る。したがって、その４点の異系統⼟器は、同遺

跡出⼟の円筒⼟器に代表される多くの⼟器とは異

なる地質に由来すると推定できる（図2-6）。

三内丸⼭遺跡の⼟器と他の遺跡の⼟器とは、図

2-5でも分けられるが、他の５遺跡の試料はあま

りきれいに分離されていない。⼟器等の胎⼟の主

要元素はほぼ共通し、胎⼟の化学成分だけで産地

推定をおこなうのは難しい。ただし、付表から明

らかなように、Ti・Zr・V・Crなどは遺跡ごとに異

なる濃度なので、それらを⽤いた指標で渡島半島、

⽯神遺跡、畑内遺跡等の各遺跡の遺物を分けるこ

とができる（図2-7･8）。したがって、⼟器は各地

で作られるのが基本であったと推測できる。円筒
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⼟器の分布圏では⼟器の⽂様や形態は似ているの

だが、⼟器の流通は⼀般的ではなかったと考えら

れる。

⼀⽅、南郷村畑内遺跡の異系統⼟器には、遺跡

周辺の⼟ではなく、他地域の⼟の特徴と推定され

る例が少数ある（図2-8）。それらの異系統⼟器は、

Caが少なく、Kが多い。同遺跡出⼟の円筒⼟器や

その他の異系統⼟器はむしろCaが多い。このこ

とから、⼟器が移動することもあったと思われる

が、これらの異系統⼟器の産地についての解明を

含め、流通する⼟器については、更に分析例を増

やさねば確実なことは⾔えない。

３．各々の遺跡で製作される⼟偶

三内丸⼭遺跡以外では、⼟偶の出⼟はわずかな

ので、各遺跡の貴重品とされており、分析できな

かったものが⼤半である。三内丸⼭遺跡と⽯神遺

跡の⼟偶を分析した結果では、⼤部分の⼟偶は

各々の遺跡出⼟の⼟器の成分と同じであり、⼟偶

はそれぞれ遺跡周辺の粘⼟類を⽤いて製作される

のが普通であると考えられた。

三内丸⼭遺跡の⼟偶の分析によれば、同遺跡の

⼟器の成分と異なるものが４点あり、それらは他

地域からの移⼊品である可能性を考慮すべきと考

えた（松本2003b）が、今回の分析ではそれらの⼟

偶の産地を明らかにできなかった。

４．Mn濃度から⾒た粘⼟選択の共通性（図2-1）

筆者が実施した東⽇本の⼟器の胎⼟分析結果に

基づけば、地表に近い層や褐⾊系の粘⼟層には

Mnが0.1%(1000ppm)ほど含まれており、地表か

らある程度深く離れた灰⾊・⽩⾊系の粘⼟は、そ

れを0.05％以下しか含まない。本研究試料の⼟

器・⼟偶のMnはことごとく0.5%(500ppm)以下

なので、円筒⼟器使⽤圏では⼟器製作に⽩⾊系粘

⼟を⽤いたという共通点を⾒いだせる。ただし、

東⽇本では、地域や時代を問わず⽩⾊系粘⼟が利

⽤されるので、これが円筒⼟器使⽤圏内における

⼈々の交流の結果であると⾔うことはできない。

５．⼤⽊10式⼟器と円筒⼟器

円筒⼟器の分布とは異なり、⼤⽊式⼟器は東北

中南部に分布圏があったが、三内丸⼭遺跡では、

遺跡利⽤の最終時期に、⼤⽊10式⼟器が使われて

いた。三内丸⼭遺跡出⼟の⼤⽊10式⼟器の分析の

結果、それらは同遺跡出⼟の円筒⼟器と同じ成分

であった。同遺跡出⼟の⼤⽊10式⼟器は形態や製

作技法が東北中南部のものに類似するので、その

製作者が移住してきたと推定できる。

Ⅶ．まとめ

⑴胎⼟の成分が地域ごとに違い、⼟器は各地で作

られたと考えられるので、⼟器の流通は⼀般的で

はなかったと推定できる。そして、円筒⼟器分布

域内では⼟器の器形や⽂様の基本的型が⼀致す

る。⼟器製作者の往来があったことを物語る。

⑵畑内遺跡の異系統⼟器には、同遺跡の多数を占

める円筒⼟器の胎⼟と異なる成分のものが少数あ

る。他地域の製品が移⼊されたと推測できる。

⑶三内丸⼭遺跡の⼤多数の⼟偶や⽯神遺跡から出

⼟した⼟偶の分析例では、各々の遺跡の⼟器の胎

⼟とほぼ同じであった。⼟偶も、⼟器同様、遺跡

周辺の⼟で製作するのが基本であると考える。三

内丸⼭遺跡には、遺跡外からの移⼊品と考えられ

る少数例があるが、その産地についての結論は出

せなかった。今後の課題である。

⑷Mnの濃度から、円筒⼟器使⽤圏では⽩⾊系粘

⼟が採掘されていたことがわかった。

⑸三内丸⼭遺跡出⼟の⼤⽊10式⼟器と円筒⼟器の

胎⼟成分は同じだったので、⼤⽊10式⼟器の製作

者が同遺跡に移住してきたと推測した。

Ⅷ．おわりに

⼟器や⼟偶はそれぞれの遺跡周辺の⼟を⽤いて

各地で作られるのが基本であり、あまり流通しな

かったと推測できた。各地で類似する⼟器や⼟偶

が作られたことは、それらが分布する範囲内で、
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⼟器などの製作者の往来があったことを物語る。

畑内遺跡の異系統⼟器には、円筒⼟器と同じ胎

⼟のものも、異なる胎⼟のものもあった。後者は

⼟器の移動を推測できる例であるが、これは畑内

遺跡で異系統⼟器の製作を始めた⼈々が移住先か

ら持ち込んだ製品なのであろうか。

また、三内丸⼭遺跡に、⼤⽊10式⼟器を作る⼈々

が移住してきたと考えられた。その時期を最後

に、円筒下層⼟器使⽤期以来の同遺跡での⼈々の

⽣活は終了した。円筒⼟器が消滅した後の、南か

らの⼈々の動きが何を反映したものなのか、今後、

様々な要素から考えてみる必要がある。

〈引⽤⽂献〉

Duma, G.1972 Phosphate content of ancient

pots indication of use. Current

Anthropology.13, pp.127∼130.

松本建速2001「五所川原産須恵器の胎⼟分析」

『物質⽂化』71 1∼21⾴

松本建速2003a「誘導結合プラズマ発光分光分析

（ICP-AES）による東北北部古代⼟器の胎

⼟分析」『第四紀研究』42巻１号1-12⾴

松本建速2003b「三内丸⼭遺跡粘⼟採掘坑粘⼟と

遺跡出⼟⼟器の成分分析」『史跡三内丸⼭

遺跡年報』６号 59∼64⾴

メイスン,B（松井義⼈・⼀国雅⺒訳）1970『⼀般

地球化学』 岩波書店

Ⅳ 特別研究推進事業 成果概要報告

― 57 ―

図２ 各試料の化学成分

図１ 試料採取遺跡
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付表 分 析 値

単位：Ti∼P(％)・Ba∼Zr(ppm)

器種・特徴など 試 料 名 Ti Al Fe Mn Mg Ca Na K P Ba Cr Cu La Li Sc Sr V Y Zn Zr

LP-14 円筒下層b1 ハマナス野No.01 0.7200 12.2923 3.8782 0.0467 0.8539 0.7709 0.8005 1.0115 0.2140 401 70 34 23 37 29 108 200 27 126 138

円筒下層d ハマナス野No.02 0.6812 13.7919 6.0905 0.0324 0.2653 0.2384 0.3753 0.5526 0.6144 293 37 35 19 9 37 48 196 26 76 144

円筒下層d ハマナス野No.03 0.6114 12.7726 4.5144 0.0220 0.4609 0.5171 0.4983 0.5202 0.7130 492 32 61 21 11 36 95 176 27 129 125

円筒下層d ハマナス野No.04 0.6708 14.1144 4.3405 0.0392 0.2969 0.2143 0.3632 0.4442 0.3470 319 30 35 20 8 39 51 194 29 64 144

円筒下層d ハマナス野No.05 0.6082 12.6025 6.6898 0.0255 0.2441 0.5056 0.5178 0.5059 1.8965 1013 30 46 17 12 33 125 193 24 93 123

円筒下層c 蛇内No.01 0.5752 12.0778 2.7398 0.0218 0.2814 0.3086 0.8027 0.8910 0.0529 443 72 32 15 21 17 71 162 14 40 171

円筒下層c 蛇内No.02 0.5614 10.8682 2.9176 0.0273 0.5768 0.8653 1.1906 1.1660 0.1908 617 79 37 20 24 16 143 138 19 59 129

円筒下層c 蛇内No.03 0.5211 10.0410 3.2341 0.0204 0.4413 0.5046 1.0408 0.9123 0.2332 523 81 42 16 19 14 107 153 14 53 128

円筒下層c 蛇内No.04 0.5654 10.7540 3.0527 0.0208 0.2661 1.0226 1.2460 0.9175 0.4777 697 73 41 22 17 17 189 122 20 47 141

円筒下層c 蛇内No.05 0.6849 11.6822 3.6785 0.0226 0.3594 0.5359 0.9659 1.1884 0.1111 481 109 33 24 31 17 111 202 20 45 157

円筒下層d 蛇内No.06 0.6763 11.5279 3.3022 0.0170 0.5812 0.4046 0.8897 1.1283 0.3181 538 107 39 21 32 20 94 179 17 66 169

堂ヶ沢式 蛇内No.07 1.1641 9.2021 8.0648 0.1490 2.3941 1.9441 0.8234 0.8360 0.1691 283 104 40 21 16 37 97 305 21 94 128

701 円筒下層c 釜⾕No.01 0.4855 9.7479 2.1358 0.0181 0.5425 0.5891 1.0812 0.9853 0.9688 674 69 29 14 23 18 117 101 15 48 105

707 円筒下層c 釜⾕No.02 0.6062 12.4933 5.8365 0.0433 0.3937 0.6551 0.8150 0.7300 3.0375 2093 49 47 22 12 31 161 150 29 62 139

710 円筒下層c 釜⾕No.03 0.5154 11.0608 4.5635 0.0198 0.6329 0.4452 0.8605 1.0786 1.6009 1268 78 34 20 24 20 120 124 16 74 147

717 円筒下層c 釜⾕No.04 0.4967 10.4683 2.0006 0.0251 0.4238 1.1209 1.2696 0.9326 1.9631 2010 56 26 18 19 20 224 78 18 51 111

722 円筒下層c 釜⾕No.05 0.5279 9.6840 1.8452 0.0191 0.5491 0.6139 1.1271 0.9765 0.9396 1035 76 30 19 26 18 138 100 15 68 109

723 円筒下層c 釜⾕No.06 0.5262 10.8339 3.3905 0.0265 0.6388 0.4901 0.9588 1.0815 1.0471 908 82 40 21 22 22 108 134 14 83 135

724 円筒下層c 釜⾕No.07 0.4976 11.2813 2.5799 0.0156 0.4180 0.5705 1.9838 1.0241 0.5516 594 74 39 17 23 15 106 119 15 54 135

726 円筒下層d 釜⾕No.08 0.5984 10.8127 2.8968 0.0160 0.2802 0.3107 0.6421 0.9361 2.0742 691 88 29 23 22 24 80 127 19 48 138

730 円筒下層d 釜⾕No.09 0.5741 10.5309 2.8137 0.0191 0.4328 0.3245 0.6920 0.9632 1.1626 564 85 34 23 20 22 74 130 15 49 120

731 円筒下層d 釜⾕No.10 0.3732 9.4422 1.7380 0.0226 0.5334 1.3300 1.3247 0.8895 1.0487 1987 41 24 19 13 15 244 72 18 56 93

南東北 畑内No.836 0.3956 10.7644 2.9347 0.0133 0.2941 0.4776 0.5801 1.0688 0.1171 470 28 11 11 14 14 80 83 21 73 133

南東北 畑内No.6-55-223 0.4251 11.6090 2.2971 0.0151 0.2771 0.5464 0.4828 1.1996 0.4803 562 34 12 6 21 11 84 83 13 83 161

南東北 畑内No.6-55-224 0.6013 11.3185 6.4068 0.0535 0.8217 1.3181 0.9022 0.8321 0.5492 806 103 41 20 15 31 157 172 18 117 133

南東北 畑内No.6-55-225 0.3997 10.5880 2.0970 0.0141 0.2230 1.1625 1.2762 0.6037 0.3239 483 38 20 17 23 18 136 73 23 90 156

南東北 畑内No.6-55-226 0.4475 10.1901 3.0276 0.0177 0.2441 1.2137 1.2334 0.6790 0.2024 342 20 5 7 15 11 139 73 9 54 90

南東北 畑内No.6-55-227 0.5930 10.9642 2.3007 0.0200 0.6385 0.7596 0.9785 1.4991 0.2822 684 71 37 25 25 22 118 126 30 136 153

南東北 畑内No.6-55-228 0.3810 9.4703 4.0370 0.0261 0.5217 0.7178 0.8489 1.1860 0.1815 582 44 21 16 18 19 105 101 27 71 120

南東北 畑内No.6-56-229 0.6485 10.8586 4.6724 0.0430 0.6908 1.0388 0.8959 0.9762 0.3589 523 67 35 18 17 24 134 143 22 103 151

南東北 畑内No.6-56-233 0.8389 11.1366 7.5463 0.1146 0.6706 1.0287 0.8693 0.9465 0.7124 662 75 35 21 23 27 150 218 24 134 152

南東北 畑内No.6-56-234 0.6310 11.3192 5.1690 0.0367 0.7572 1.6396 0.8975 0.8570 0.2029 575 53 22 12 21 24 163 152 20 103 121

南東北 畑内No.6-56-245 0.6044 11.6179 3.7916 0.0255 0.8919 0.9443 1.0647 1.2032 0.4597 502 101 37 23 23 28 121 174 26 96 118

南東北 畑内No.6-57-258 0.6624 10.5662 4.5343 0.0203 0.2422 0.5914 0.6747 0.6838 0.4052 438 37 14 11 15 25 104 152 13 63 121

信州・北陸 畑内No.6-57-263 0.5691 11.3810 2.8935 0.0283 0.7142 0.8939 0.9733 1.0245 0.5370 602 66 28 8 23 20 130 142 12 97 79

信州・北陸 畑内No.6-156-5 0.4946 9.4431 2.3021 0.0173 0.3882 0.4035 0.7106 0.9462 0.3135 510 84 11 4 18 11 88 100 6 65 84

信州・北陸 畑内No.6-156-6 0.4550 9.7107 4.0538 0.0261 0.6096 1.1162 1.5292 1.2542 0.5278 550 58 33 24 31 23 161 139 27 88 118

円筒下層c 畑内No.2277 0.4811 8.6588 5.3753 0.0431 0.8431 1.9528 1.0386 0.7189 0.2604 560 63 48 21 21 23 180 145 21 160 97

円筒下層c 畑内No.2292 0.8484 11.7276 4.6661 0.0237 0.2701 0.7729 0.7668 0.5460 0.4421 428 44 29 16 11 26 94 148 16 66 143

円筒下層c 畑内No.2294 0.5477 10.4680 4.0835 0.0256 0.6167 1.2111 0.9066 0.7338 0.1909 631 75 34 17 20 29 135 145 23 115 111

円筒下層c 畑内No.2296 0.5363 10.6093 4.1364 0.0369 0.2408 1.1579 1.1170 0.8880 0.3186 463 50 22 13 17 17 142 99 15 56 141

円筒下層d 畑内No.2338 0.5980 10.5167 3.9745 0.0220 0.2277 1.1449 1.1446 0.6783 0.2916 424 43 19 18 16 16 132 108 16 58 123

円筒下層d 畑内No.2340 0.8413 11.3243 4.6268 0.0287 0.2351 0.7807 0.5777 0.6456 0.3871 421 54 25 17 11 26 90 161 21 64 137

円筒下層d 畑内No.2341 0.6395 12.3023 2.3153 0.0226 0.3680 0.8880 0.7143 0.9853 0.4044 551 35 19 10 13 24 119 114 16 50 128

円筒下層d 畑内No.2343 0.5867 12.3020 4.0447 0.0343 0.8083 0.9095 0.7864 0.5717 0.0239 239 49 19 10 15 29 88 151 20 107 120

円筒下層d 畑内No.2344 0.5110 11.7600 2.2324 0.0235 0.2907 1.1295 0.9975 0.6513 0.2921 424 11 10 8 14 20 112 72 27 56 172

円筒上層a 畑内No.838 0.5370 9.4323 4.0447 0.0293 0.4589 0.7746 1.0342 1.0494 0.1148 521 42 19 11 19 14 124 103 12 80 114

円筒上層a 畑内No.851 0.6355 11.2469 4.6682 0.0900 0.6811 1.0924 1.0111 1.5942 0.0812 356 46 15 16 16 19 137 106 22 121 128

円筒上層a 畑内No.1431 0.6913 10.6162 4.0113 0.0392 0.5844 0.8165 0.8472 0.7637 0.0651 364 46 12 6 15 22 141 92 16 65 119

円筒上層a 畑内No.1532 0.7039 9.1619 5.5522 0.0775 0.5087 0.5949 0.7451 0.9877 0.0804 465 56 13 6 20 16 106 134 12 69 116

円筒上層a 畑内No.2064 0.7577 11.3510 5.3479 0.0707 0.4729 0.9141 0.8320 0.9940 0.0720 494 57 22 11 20 22 134 132 15 81 121

榎林深鉢 三内丸⼭2No.0151 0.5681 10.2795 3.6855 0.0335 0.4626 1.5727 1.5507 1.1227 1.2089 693 64 30 26 19 22 186 110 27 53 132

最花 252H 胴部 ⼟器囲炉 三内丸⼭2No.0252 0.5596 10.5241 3.6699 0.0442 0.6089 1.3278 1.3818 0.9218 1.3870 946 58 28 25 23 21 163 117 20 72 127

最花 262H 胴部 ⼟器囲炉 三内丸⼭2No.0353 0.6032 11.6016 4.8997 0.0381 0.5437 1.2956 1.3106 0.7899 0.7779 671 50 33 23 21 26 144 153 32 79 140

最花 262H VII-116 胴上部 ⼟器囲炉 三内丸⼭2No.0454 0.5517 10.7858 3.7032 0.0360 0.4693 1.3664 1.3566 0.9446 1.6029 991 55 32 23 21 21 183 107 21 57 126

最花 262H VII-116 胴下部 ⼟器囲炉 三内丸⼭2No.0555 0.5382 10.4982 3.5542 0.0391 0.4629 1.3277 1.3209 0.9135 1.0981 838 57 30 22 23 20 162 103 22 61 124

最花 262H ⼝唇部 床直上 三内丸⼭2No.0656 0.6002 13.6412 3.6715 0.0243 0.4205 1.2274 1.1517 0.7580 1.9915 1538 54 32 29 20 31 190 125 45 93 187

最花 277H ⼝縁部 床直P-1 三内丸⼭2No.0757 0.4846 9.9347 1.7855 0.0230 0.4942 1.2374 1.6089 1.1225 0.0651 426 54 24 20 31 15 156 88 19 53 113

最花 277H ⼝唇部 床直P-1 三内丸⼭2No.0858 0.4878 9.8279 1.7569 0.0227 0.5205 1.2100 1.5689 1.1449 0.0714 410 57 27 23 34 15 153 88 18 54 115

最花 277H ⼝縁下部に近い胴 床直P-2 三内丸⼭2No.0959 0.5498 11.3709 2.5779 0.0338 0.5581 1.0555 1.4666 1.2619 0.0376 465 69 25 25 30 20 149 129 27 79 140

最花 277H ⼝縁下部 床直P-3 三内丸⼭2No.1060 0.5750 10.8528 3.3577 0.0656 0.7795 1.4613 1.4582 0.9569 0.0575 373 60 30 24 30 21 151 135 21 69 140

最花 277H ⼝縁部 床直P-5 三内丸⼭2No.1161 0.4875 9.8272 1.7528 0.0223 0.3608 1.2611 1.6110 1.1336 0.0416 404 56 24 22 30 15 155 95 21 49 113

⼤⽊1019H 胴部 床⾯ 三内丸⼭2No.1462 0.5068 12.1864 3.7731 0.0287 0.6468 1.2851 1.3919 1.1261 0.4661 455 66 36 20 24 22 144 158 20 68 147

⼤⽊1019H VI-N-101 胴部 床⾯ 三内丸⼭2No.1563 0.4850 11.8831 3.3445 0.0294 0.6697 1.3073 1.3752 1.1876 0.5106 462 62 30 17 25 21 148 130 17 72 141

⼤⽊10新？ 19H ⼝唇部 床⾯ 三内丸⼭2No.1664 0.5279 11.5886 2.9454 0.0257 0.5074 1.3667 1.3483 0.9347 0.7234 374 54 31 19 22 20 140 108 19 55 139

505 ⼝唇部 ⽯神No.01 0.6454 11.6163 2.4361 0.0204 0.3721 1.0303 1.0694 1.1694 2.7884 2948 78 57 31 25 22 421 106 45 85 159

412 ⼝唇部 ⽯神No.02 0.7178 12.4194 5.2035 0.0184 0.9619 0.8954 0.9899 0.9235 1.3723 2151 197 69 19 15 32 297 192 25 97 139

389 胴中部 ⽯神No.03 0.4338 10.4171 4.2936 0.0398 0.5659 1.0552 0.8597 0.8347 1.4898 2181 37 37 17 14 19 263 71 32 94 186

436 ⼝唇部 ⽯神No.04 0.4968 11.3653 1.6063 0.0126 0.2349 1.1816 1.6247 1.1536 2.4975 3219 54 32 20 22 19 348 75 25 75 147

433 ⼝唇部 ⽯神No.05 0.7615 13.1198 4.0912 0.0331 0.5781 1.0550 1.0334 0.9501 2.4251 1447 51 48 26 18 27 204 161 38 82 178

408 ⼝唇部 ⽯神No.06 0.5522 10.6125 3.4921 0.0150 0.3802 0.8978 1.1288 1.4268 2.7162 2732 76 28 23 29 18 457 111 23 84 144

443 ⼝唇部 ⽯神No.07 0.6374 11.3059 2.7269 0.0159 0.7840 0.5476 0.9036 1.4530 1.1963 1576 98 28 29 39 21 167 134 31 114 165

424 ⼝唇部 ⽯神No.08 0.6787 10.8860 2.8464 0.0223 0.4039 0.7876 1.2701 1.1382 1.1809 1396 64 20 22 21 21 232 131 19 56 135

484 ⼝唇部 ⽯神No.09 0.5005 11.2259 3.0158 0.0138 0.6188 0.7829 0.8922 1.0013 0.8621 1230 46 38 18 29 23 192 117 26 106 150

392 ⼝唇部 ⽯神No.10 0.6275 10.7115 3.0606 0.0527 0.7273 1.3641 1.6691 1.3523 0.2223 703 52 33 29 21 21 192 98 36 67 168

400 ⼝唇部 ⽯神No.11 0.5921 10.4082 2.8683 0.0184 0.4639 0.7608 1.2430 1.3827 0.6174 1173 66 21 30 22 18 182 91 32 69 153

428 ⼝唇部 ⽯神No.12 0.4801 11.1521 2.6525 0.0164 0.6056 0.7947 1.0072 1.2167 1.1711 1505 66 25 22 31 18 170 123 24 126 153

429 ⼝唇部 ⽯神No.13 0.7585 9.8186 1.8765 0.0230 0.3804 0.9030 1.4838 1.2406 0.6921 846 52 17 19 24 18 214 112 19 45 131

566 胴下部 ⽯神No.14 0.5315 10.5654 2.0395 0.0286 0.4882 1.3907 1.5300 1.6593 1.2468 1807 41 24 16 19 23 326 93 24 90 130

⼟偶 円筒上層a ⽯神No.15 0.5370 11.2517 5.5108 0.0386 0.4954 0.7665 0.6409 0.8394 2.0803 2058 50 28 23 21 20 361 136 28 102 145

⼟偶 円筒上層a ⽯神No.16 0.3389 7.4211 3.6720 0.0065 0.8407 0.6284 0.7193 0.8605 0.1695 765 37 46 12 16 16 144 83 16 219 117

⼟偶 円筒上層b ⽯神No.17 0.5530 9.9516 2.9563 0.0204 0.7624 0.6304 1.2676 1.6595 0.5961 1137 71 28 20 54 15 165 109 21 508 163

⼟偶 円筒上層ｃ ⽯神No.18 0.6039 10.7883 2.5914 0.0837 0.5961 0.8127 1.3664 1.3238 0.5053 706 53 22 23 26 19 141 89 31 96 187

⼟偶 円筒上層ｃ ⽯神No.19 0.7020 10.3550 4.4573 0.0352 0.8148 1.1608 0.8546 1.1966 1.8259 3247 72 29 20 27 20 390 163 23 149 163

⼟偶 円筒上層dかe ⽯神No.20 0.6636 10.3152 3.7722 0.0326 0.5688 1.0059 0.8470 1.1438 1.3748 2717 60 17 15 27 20 292 123 23 90 151

⼟偶 円筒上層dかe ⽯神No.21 0.5316 8.6421 2.5449 0.0162 0.3249 0.6408 1.0794 1.3868 1.1933 1580 48 13 15 23 14 246 90 17 54 128

3262 砂ほとんど含まず 三内丸⼭焼粘⼟No.01 0.5789 12.9350 3.5650 0.0117 0.6562 0.5478 0.8753 1.5036 0.5245 1022 78 20 18 31 23 160 132 29 97 140

3266 砂ほとんど含まず 三内丸⼭焼粘⼟No.02 0.7010 8.9879 3.9580 0.0215 0.5791 0.6058 1.3407 1.7994 0.5870 1172 68 23 18 30 16 187 114 21 90 95

3267 砂ほとんど含まず 三内丸⼭焼粘⼟No.03 0.6078 12.7753 2.7874 0.0152 0.6373 0.5425 1.0111 3.0789 2.2231 2573 79 16 15 32 22 287 96 18 124 179

3270 砂ほとんど含まず 三内丸⼭焼粘⼟No.04 0.5946 13.3376 3.9740 0.0329 0.7054 0.5668 0.7739 1.6274 0.6270 1622 72 26 21 34 25 211 108 44 130 144

3271 砂ほとんど含まず 三内丸⼭焼粘⼟No.05 0.5315 10.0990 2.7028 0.0333 0.5278 1.9657 1.8114 1.0819 1.0977 1376 29 12 11 20 18 345 68 27 67 117

3274 砂ほとんど含まず 三内丸⼭焼粘⼟No.06 0.5076 13.5762 3.6386 0.0098 0.4009 0.8111 0.7645 0.9729 2.5985 3109 65 17 14 20 26 445 93 34 114 172

4117 砂ほとんど含まず 三内丸⼭焼粘⼟No.07 0.5761 13.7715 2.8295 0.0130 0.2939 1.0647 1.0659 0.7087 0.9285 702 32 14 9 14 23 152 93 20 58 182

4128 砂ほとんど含まず 三内丸⼭焼粘⼟No.08 0.7599 12.4725 3.1276 0.0186 0.2496 0.3382 0.5408 0.9798 1.1820 556 31 13 6 17 20 89 106 9 60 193

4106 砂混じり ⾃然？ 三内丸⼭焼粘⼟No.09 0.4864 11.0349 2.6605 0.0368 0.4647 1.7505 1.5328 1.3973 1.1955 2715 34 11 9 18 17 318 81 22 124 105



『円筒⼟器様式の地域性と周辺⼟器様式との接触について』

茅野 嘉雄 （⻘森県埋蔵⽂化財調査センター）

はじめに

本研究の⽬的は、円筒下層式⼟器の器形・⽂様・

胎⼟等といった各種属性の分布や組み合わせを調

査することで、円筒下層式⼟器の共通項として把

握できるものや地域差や時間差として把握できる

ものを明⺬し、それを⼿掛かりに他地域との接触

状況も明らかにすることである。

１．分析対象とした遺跡と遺物

図１には分析対象とした遺跡を⺬した。分析し

た⼟器の時期（型式）は円筒下層b2式∼d2式(注

1)である。下層a式については遺跡数の問題と時

間の関係上本稿では除外する。

分析対象の選別では、次の２項⽬を前提とした。

①遺物包含層や遺構内からまとまった時期・量が

出⼟している遺跡。②略完形もしくは全体の器形

や⽂様構成がほぼ判明している個体。

２．分析⽅法と分析結果

図２・３に⺬した属性の種類と数量を遺跡毎に

算出した。結果は図５∼８に⺬したが、各時期毎

に共通性と地域差がみられた。

○下層b2式期

［胎⼟］繊維を多く含む。［法量指数］Xは

1.5∼2.3前後。Yは2.5∼4.8前後で、上下に細⻑

い器形が基本である。［器形］津軽・下北・北海道

地域は器形A主流で、⻘森南東・岩⼿県北部地域、

秋⽥県北部地域では器形B・Cが多い。［⼝縁部］

⽂様帯幅は６㎝台が多く概ね４∼７㎝台の幅を持

つ。区画帯は隆帯が多い。北海道・下北・津軽地

域では絡条体の横回転が主流で、秋⽥県北部・⻘

森南東部は縄の側⾯圧痕による幾何学的⽂様（⽅

形基調）が多くみられる。［胴部⽂様］全地域で単

軸絡条体第１類が主流だが、南部の地域では結束

第１種⽻状縄⽂が顕著である。

○下層c1式期

［胎⼟］b2式同様繊維を多く含む。内⾯のミガキ

は前段階より丁寧だが、器壁に凹凸がある。［法

量指数］Xは1.5∼2.3前後。Yは2.0∼4.8前後で、

やや細⻑さが弱くなる。［器形］b2式の地域性を

受け継いでいる。［⼝縁部］⽂様帯幅は４㎝台が

多く２∼６㎝台に集まる。区画帯は縄の側⾯圧痕

(２∼３本)が多い。⽂様構成は縄の側⾯圧痕によ

る幾何学的⽂様が主流だが、結束第１種横回転も

多い。［胴部⽂様］⼤半の地域で単軸絡条体第１

類が主流だが⻘森市近辺ではRLRの斜回転、南部

の地域では結束第１種と多軸絡条体縦回転が顕著

である。

○下層c2式期(注2)

［胎⼟］繊維を多く含む。内⾯のミガキは丁寧で、

器壁の凹凸もほとんど無い。［法量指数］Xは

1.5∼2.3前後。Yは2.0∼3.5前後と、さらに上下

に潰れる。［器形］全地域で器形Aを指向する。

［⼝縁部］⽂様帯幅は２㎝台が中⼼だが１∼３㎝

とやや狭い範囲に集まる。⽂様構成ではc1式の⼝

縁部を上下に潰した様なものが多い。絡条体（第

6a類等）や縄（結節・結束第１種等）の回転施⽂

も少数⾒られる。［胴部⽂様］地域差は資料数の

問題上明確にできない、ほぼc1式の地域性を受け

継いでいる。

○下層d1式期

［胎⼟］繊維を多く含む。内⾯のミガキは⾮常に

丁寧である。［法量指数］Xは1.5∼2.3前後。Yは

2.0∼3.5前後と、ほぼc2式と同様である。［器形］

全地域で器形Aを指向するが、器形の変化点の位

置には地域差がある。北海道・津軽・下北地域で
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は変化点が器⾼の1/2以下にくるものが多く、⻘

森南東部では⼝縁部から底部までほぼ⼀直線に⽴

ち上がるものが多い。［⼝縁部］⽂様帯幅は２㎝

台が多いが、１∼２㎝台に集中し、⼀気に狭まっ

た感がある。⽂様構成はｃ式からの継続が多い。

南東部地域では透かし孔が少量出始める。［胴部

⽂様］この時期の⽂様は⾮常に細い縄による原体

で施⽂され、地域毎に差異がある。北海道では⾃

縄⾃巻的縄⽂（RL）斜回転・単軸絡条体第１類縦

回転・多軸絡条体縦回転が多い。津軽では単軸絡

条体第１類縦回転が多く、RLの斜回転が続く。

⻘森市周辺・下北地域では単軸絡条体第１類縦回

転が多い。秋⽥地⽅は結束第１種⽻状縄⽂が多

く、単軸絡条体第１類が続く。⻘森南東部では秋

⽥同様結束第１種⽻状縄⽂が多く、単軸絡条体第

1A類・多軸絡条体回転⽂が続く。

○下層d2式期

［法量指数］Xは1.5∼2.5前後。Yは2.0∼3.5前

後と、ほぼd1式と変わりない。［器形］基本は器

形Ａだが、北海道では器形BやEが⽬⽴つ。器形D

も全地域で少量伴い、本型式に後続する円筒上層

a式の萌芽が認められる。［⼝縁部］下層d1式と似

た⽂様構成が多いが、⽂様帯の幅（４㎝台に中⼼

２∼５㎝台に集まる）・原体の太さ（d1式に⽐べ

太い）・縦位区画（縄・粘⼟紐等）の出現率の多さ

等に前型式との差異を認めることが出来る。全地

域で透かし孔がみられる。［胴部⽂様］北海道・津

軽・下北地域では多軸絡条体縦回転と単軸絡条体

第１類が主流。北海道では単軸絡条体第１類に１

段の縄を直⾓に附加した特殊な原体が⾒られる。

南部の地域では単軸絡条体第1A類・結束第１種

⽻状縄⽂が顕著である。

以上から、円筒下層式は、⽂様⾯で図８にある

ような細かな地域差を持ちつつ、法量・胎⼟等の

⾯では南部の地域を除きほぼ同様であることがわ

かる。陸奥湾岸を中⼼として考えた場合、南部の

地域は器形⾯において絶えず異⾊な地域であった

ことが予想される。円筒下層式⼟器の変遷上の画

期は下層d1式期における共通した法量指数及び

器形の採⽤にあるが、その萌芽は南部の地域の下

層c2式にいち早く⾒られる。

３．他地域の状況

次は南に隣接する南東北地⽅と、それを挟んで

南⻄側に位置する北陸地⽅の⼟器について円筒下

層式⼟器との関連を探る。

○南東北地⽅

この地⽅には⼤⽊式⼟器様式が前期∼中期にか

けて展開するが、今回対象にするのは遺物の量・

質共に豊富な岩⼿県北上市滝ノ沢遺跡の⼤⽊６

∼7a式である。

滝ノ沢遺跡の報告書では出⼟⼟器をⅠ∼Ⅴ群に

分類しているが、それらは概ね第Ⅰ群−⼤⽊５式、

第Ⅱ群−⼤⽊６式、第Ⅲ群−⼤⽊7a式、第Ⅳ群−

⼤⽊7a式、第Ⅴ群−⼤⽊7b式、と捉えられる。(但

しⅡ群は新古２段階に細分される可能性が⾼い)

［器形］第Ⅱ群⼟器は屈曲の緩い器形Ｊが基本で、

器形Ｈ・浅鉢が伴う。第Ⅲ群⼟器は第Ⅱ群に⽐し

て頸部の屈曲が強い器形Ｊが基本で、器形Ｉ・円

筒下層系⼟器・浅鉢が伴う。第Ⅳ群⼟器は器形

D・Fを基本で、浅鉢・円筒下層系⼟器が極少量伴

う。［胴部⽂様］第Ⅱ群：LRやRLなどの単純な原

体が横・斜・縦と様々に回転施⽂される。条の幅

も後続型式と⽐べ太めである。沈線⽂様が展開す

るものは古⼿に、そうでないものは新⼿に分類で

きる可能性がある。新⼿の地⽂原体は古⼿のもの

に⽐べ縦・横いずれかに整然と回転されている。

第Ⅲ群：胴部に沈線⽂様がなく、地⽂原体もほぼ

縦・横いずれかに整然と回転されている。原体は

結束第１種が多い。第Ⅳ群：両端結節の原体を間

隔をあけ施⽂する⼿法が顕著である。使⽤される

原体は結束第２種が多い。

東北南部の前期⼤⽊式は、円筒下層式圏内にお

いて主に南側の地域でよく出⼟する。その地域で
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は、両者の折衷型（主に器形H・Iの）も製作され

ているが、本質的に相容れないようである。但し、

前期から中期へ移⾏する際に⼤⽊式も円筒形の胴

部を採⽤したため、⼤⽊式本拠でも円筒下層系の

影響を認めることが出来る。

○北陸地⽅

⽯川県能登町真脇遺跡第６∼８群⼟器について

触れておく。概ね第６群−⼤⽊６式、第７群−⼤

⽊６∼7a式、第８群−⼤⽊7a式に併⾏すると思わ

れるが、第６群と第７群以降とで⽂様構成、器形

等の⾯で違いがある。第６群期は胴部が極端に括

れ、⼤きな袋状突起が⼝縁部に付く深鉢が基本で

あるが、それらの地⽂は単節縄⽂（RLが多いか？）

の横位回転である。また、これらに伴い器形Ｉの

いわゆる⼤⽊６式に伴う球胴形深鉢が出⼟してい

るが、これらの胴部には両端結節の縄⽂原体が間

隔をあけ施⽂される例があるので、滝ノ沢遺跡第

Ⅲ・Ⅳ群に近い状況である。第７群期以降は、器

形F・G・Aが基本で、前段階の曲線的な器形から

脱し胴部に円筒器形を採⽤した。さらに胴部⽂様

に単軸絡条体第1A類・結束第１種（末端結節）等

がみられることから、⻘森県南東部・秋⽥県北部

地⽅の円筒下層d1∼d2式との関連が窺える。

北陸地⽅の⼟器は、⽇本海沿岸沿いに秋⽥県男

⿅半島周辺まで点状に分布する。また、⻘森県域

でも三内丸⼭遺跡・⼩牧野遺跡・太師森遺跡・畑

内遺跡等で類似した⼟器が出⼟している。東北南

部の⼤⽊式と同様に、円筒下層d1・d2式と関係を

持つときに円筒形の器形を⼀部で採⽤するが、こ

の地域では胴部⽂様においても円筒下層式⼟器の

⼿法を積極的に取り⼊れている。

まとめ

以上円筒下層式⼟器の地域性と共通性、他の地

域との関連を調査した。その結果円筒下層式⼟器

の変遷は⾮常に漸進的である事が改めて判明し

た。そしてその圏内では各型式毎に地域差と共通

点があることがわかった。

①その共通点とは、胎⼟・成形技術などの基本的

な属性と、法量指数である。

②地域差は器形・胴部⽂様等にみられるが、それ

は地域を分断するものではなく、必ず隣接地域と

のわずかな共通点を持つ。

③図５より、円筒下層b2式とd1・d2式は下層c1式

を介し連続した型式であることがわかるが、これ

はc1式が抽出しにくい原因であった。今回積極的

にc1式を設定したものの、調査された遺跡数に対

する同型式の出⼟量の少なさは型式の存続期間に

起因する可能性もある。

④円筒下層式⼟器圏以南の地域では、特に南東北

の⼤⽊式や北陸地⽅の⼟器型式の前期末∼中期初

頭に円筒下層式の影響が器形にみられる。但し、

隣接する東北南部より北陸地⽅の⼟器型式の⽅が

円筒下層式⼟器の要素を多く含む。

⑤円筒下層c2式において円筒下層式⼟器は全域で

純円筒器形を採⽤するが、この時期東北南部は⼤

⽊６式（古）であり、円筒形の器形は⾒られない。

また、⼤⽊式も独⾃性が強く、円筒下層式との折

衷⼟器はほとんど無い。

これらの事実が判明したが、未解決の問題も多

数ある。今後は分析⼿法を深化させつつ分析資料

数をさらに増やす事で円筒下層式の具体像に深く

迫る必要がある。

注1)本稿で使⽤した型式名は、筆者が畑内遺跡の

報告時に⽤いた分類の、「群」を「式」に換えたも

のが基本である。

注2)ほぼd1式古段階と考えられる。

〈引⽤・参考⽂献〉（報告書は省略した）

三宅徹也(1974)｢⻘森県における円筒下層式⼟器

群の地域的展開｣北奥古代⽂化第６号

⼭内清男(1979)｢⽇本先史⼟器の縄⽂｣先史考古学

会

Ⅳ 特別研究推進事業 成果概要報告

― 61 ―



三内丸⼭遺跡年報−７−

― 62 ―



Ⅳ 特別研究推進事業 成果概要報告

― 63 ―



三内丸⼭遺跡年報−７−

― 64 ―



『円筒⼟器⽂化圏における⽯器ならびに⼟器表⾯加⼯技術に関する研究

−三内丸⼭および周辺遺跡を中⼼として−』

⾚沼 英男 （岩⼿県⽴博物館）

１．はじめに

これまで２ケ年にわたって実施した三内丸⼭遺

跡出⼟⾚⾊系塗彩資料の塗彩部断⾯構造解析に

よって、酸化鉄を主成分とする直径１μm未満の

粒状物質（以下では微細酸化鉄粒⼦という）、およ

び酸化鉄を主成分とし横断⾯の直径が１μm程度

のパイプ状物質（以下ではパイプ状物質という）

が、⾚⾊系⾊材料として使⽤されていることが明

らかにされた1)2)。前者は泥岩またはチャート（以

下、⾚⾊チャートという）を粉状にしたものと推

定され、それ⾃体は⽯鏃の素材として使⽤された

可能性の⾼いことが指摘されている2)。後者につ

いてはバクテリア起源とする⾒⽅が出されてい

る3)が、その成因は未解明である。

三内丸⼭遺跡の縄⽂時代前期および中期後半の

遺構からは、⾚⾊チャートの⼩塊が検出されてい

る。内部にその粉末が残存した縄⽂時代前期後半

に⽐定される⼟器⽚が確認されていることを考え

合わせると、既に縄⽂時代前期後半に⾚⾊チャー

トを使⽤した塗彩が⾏われていたものと推定され

た。⼀⽅、パイプ状物質については、それを⽤い

て⾚⾊に塗彩された⽊器が縄⽂時代前期中葉の遺

構から検出されてはいるものの2)、それが混和さ

れた樹脂が残存する⼟器は縄⽂時代中期の遺構か

ら確認されている1)に過ぎず、縄⽂時代前期に遺

跡内でパイプ状物質を使った塗彩が実施されてい

たことを指摘することは難しい。

平成14年度に実施した塗彩関係資料の調査に

よって、新たに縄⽂時代前期後半、および中期の

遺構から⾚⾊チャートの粉末が残存する⼟器⽚

が、さらに中期の遺構からは内部にそれが混和さ

れた樹脂が残存する⼟器⽚も検出された。縄⽂時

代中期にも⾚⾊チャートを使⽤する塗彩が⾏われ

ていたことが確かめられたわけである。並⾏して

実施した岩⼿県⼀⼾町御所野遺跡出⼟遺物の調査

では、円筒⼟器上層ｄ・ｅ式⼟器と同時期、およ

びそれよりも後代に位置づけられる遺構から出⼟

した⾚⾊系塗彩⼟器にバイプ状物質の使⽤が確認

された。三内丸⼭遺跡では縄⽂時代中期になって

塗彩⼟器の出⼟例が顕著になるという4)。⾚⾊系

塗彩資料におけるパイプ状物質の使⽤割合も増

え、中期後半には直接胎⼟表⾯に⻩褐⾊の塗彩が

施された⼟器もみられるようになるなど、⾊材料

および下地調整法が多様化する。三内丸⼭および

その周辺地域の円筒⼟器⽂化圏に、他地域から新

たな塗彩技術、あるいはその技術によって製作さ

れた製品がもたらされた可能性を考えることがで

きる。以下に、平成14年度の調査結果を報告する。

２．調査資料

調査した資料は、三内丸⼭遺跡出⼟⾚⾊系およ

び⻩褐⾊系塗彩資料、⾚⾊チャート、御所野遺跡

出⼟⾚⾊系塗彩⼟器である。調査資料の概要を表

１に⺬す。

３．調査⽅法

資料の塗彩部から0.05∼0.1ｇの微⼩試料を摘

出し、塗彩部断⾯が観察⾯となるよう、エポキシ

樹脂で包埋処理した。包埋した試料をエメリー紙

で荒研磨し、ダイヤモンドペーストで仕上げ研磨

した後、EPMAで分析した。

⾚⾊チャートについてはダイヤモンドカッター

を装着したハンドドリルを使って約0.5ｇの試料

を摘出し、さらに２分した後、⼀⽅は上記と同様
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の⽅法で組織観察した。もう⼀⽅はメノー乳鉢で

粉砕し、まずX線粉末回折に供した。X線粉末回

折終了後、粉末試料をテフロン分解容器に直接秤

量し、塩酸、硝酸、およびフッ化⽔素酸を加えマ

イクロウエーブ分解装置で溶解し、誘導結合プラ

ズマ発光分光分析法（ICP-AES法）で鉄(Fe)をは

じめとする表２の12元素を化学分析した。

４．調査結果

三内丸⼭遺跡縄⽂時代前期後半の遺構からは、

微細な⾚⾊粉末が残存する筒状⼟器底部(No.7、

図1a１)が検出されている。⾚⾊粉末のEPMAに

よる組成像(COMP)には直径１μm未満の粒⼦

(IO)と灰⾊を呈する粒⼦(Qtz)がみられ、灰⾊粒

⼦の中に微細粒⼦が取り込まれた組織も観察され

る(図1a2)。含有される元素濃度のカラーマッピ

ングによって、IOは鉄(Fe)と酸素(O)、Qtzは酸

化ケイ素を主成分とすることが確認された。IO

のFe-Lα、Fe-Lβの波形変化は、酸化第⼆鉄(Fe２

O３)の標準物質とほぼ合致する(図1a３)。⾚⾊粉

末は酸化第⼆鉄と酸化ケイ素（⽯英と推定される）

からなり、⾚⾊の発⾊源は酸化第⼆鉄とみること

ができる。表１のNo.20、No.33、およびNo.71も

No.7同様、⾚⾊粉末の保管に⽤いられた可能性

が⾼い。平成13年に実施した調査でも同様の粉末

が残存した、縄⽂時代前期後半に⽐定される⼟器

底部(No.67、図1b１)が確認されている2)。

縄⽂時代前期の遺構からは、⾚⾊⼩物質塊(No.

14)が出⼟している(図1c1)。EPMAによる組成像

は、灰⾊のガラス化した領域(Qtz)に微細粒⼦

(IO)が残存した組織からなる。IOのFe-Lα、

Fe-Lβの波形変化はNo.7のIOとほぼ同じで、X

線粉末回折パターンは酸化第⼆鉄および⽯英とほ

ぼ合致する(図1c2)。表2の化学成分分析値が⺬す
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No. 資 料 名 出⼟地点 層位 ⾊調 推定時期 ラベル番号 発⾊物質

2 容器破⽚(⽊製品) VQ-96 IVa ⾚ 前期 1003
IO（下地樹脂層有り：平成12年度調

査資料）

4 櫛破⽚ VQ-94 IIIｃ ⾚ 前期 5003
IO（下地樹脂層有り：平成12年度調

査資料）

6 ⾚⾊系⾊材料残存⼟器 VIIa-113 III ⾚ 中期 6149
PI（パイプ状物質混和樹脂残存⼟

器：平成12年度調査資料）

7 ⾚⾊系⾊材料残存⼟器 ⅤQ-99 Ⅲ ⾚ 前期後半 6149 IO（⾚⾊チャート粉保管容器）

14 ⾚⾊⼩物質塊 ⅤN-102 Ⅲ ⾚ 前期 ― IO（⾚⾊チャート⼩塊）

20 ⾚⾊物質付着⼟器 ⅤR-96 Ⅲb ⾚ 前期後半 3119 IO（樹脂みられず）

33 ⾚⾊物質付着⼟器 ⅤQ-96 Ⅲc-4 ⾚ 前期後半 3108 IO（樹脂みられず）

35 ⼟器塗膜 ⅥJ-130 Ⅲ ⾚ 中期後半 3133 IO（下地樹脂層有り）

61 ⼟器塗膜 VIF-132 Ⅲ ⾚ 中期 3152 PI（下地樹脂層有り）

67 ⾚⾊物質付着⼟器 VS-99 IIIｂ ⾚ 前期後半 3200a IO（樹脂みられず）

71 ⾚⾊物質付着⼟器 VR-94 Ⅲｃ ⾚ 前期後半 6010 IO（樹脂みられず）

80 ⼟器塗膜（両側） VIJ-130 Ⅲ ⾚ 前期後半 6027
PI（下地樹脂層有り：平成13年度調

査資料）

107 ⼟器塗膜（両側） Ⅵ O-129 Ⅱ ⻩褐⾊ 中期中葉 6057a 粘⼟状物質

112 ⼟器塗膜（内側） ⅦA-119 Ⅲ
下地⿊、

上地⾚
中期 6064

IO（⾚⾊チャート粉混和樹脂残存⼟

器）

123 壷型⼟器（展⺬場左） ― 堆積⼟ ⾚ 中期後葉 ― PI（下地樹脂層みられず）

注1）No.（サンプル番号）、資料名、出⼟地点、層位、推定時期、ラベル番号は、三内丸⼭遺跡対策室による。

表１ 調査した三内丸⼭遺跡出⼟資料の概要



ように、この物質はFe、Siを主成分とし、アルミ

ニウム(Al)、カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)

をはじめとする他の10成分はいずれも0.1％未満

である。⾚⾊の⼩物質塊は泥岩またはチャート

で、No.7に残存する資料はそれを粉末にしたも

のの可能性が⾼い。平成12年度および13年度に実

施した調査でも、同様の組成の⼩物質塊が確認さ

れている（表２)1)2)。特に、No.67は⾚⾊チャート

の⼩塊と共伴して出⼟しており2)、このことも⾚

⾊チャートが⾚⾊系⾊材料として使⽤されたこと

を⽀持している。図1d１およびe１は⾚⾊チャート

の粉末を⽤いて塗彩された⽊器[No.2(容器破

⽚)、No.4(櫛破⽚)]の外観である。左記２資料

については既に平成12年度に調査が⾏われ、樹脂

に⾚⾊チャートの粉末を混和して調製した⾚⾊系

⾊材料を塗彩した可能性が⾼いことが報告されて

いる1)。

縄⽂時代中期の遺構からは、内⾯に⾚褐⾊を呈

する樹脂状物質が残存した⼟器底部が⾒出されて

いる(図1f１、No.112)。樹脂状物質のEPMAによ

る組成像には微細粒⼦(IO)が濃密に分布する。

含有元素濃度のカラーマッピングは、微細粒⼦

(IO)の主成分が酸化鉄で、酸化ケイ素からなる粒

⼦も混在することを⺬している(図1f２、f３)。⾚

⾊チャートの粉末を樹脂に混和し⾚⾊系⾊材料を

調製する際に使⽤された容器、または⾚⾊系⾊材

料の保管、あるいは⾚⾊系⾊材料を塗布する際に

⽤いられた容器とみることのできる⼟器⽚が、縄

⽂時代中期の遺構において確認されたわけであ

る。このようにして調製された⾚⾊系⾊材料が塗

布されたとみることができる⼟器⽚(No.35)は、

縄⽂時代中期後半の遺構からも出⼟している。図

1g１はその外観、図1g２は摘出した試料のEPMA

による組成像である。胎⼟表⾯に５∼10μm厚の

樹脂を塗り下地調製した後、⾚⾊チャートの粉末

を混和した樹脂が５∼10μm厚で塗彩されてい

る。上記調査結果は、⾚⾊系⾊材料としての⾚⾊

チャートの使⽤が、縄⽂時代前期後半∼中期後半

まで継続的に⾏われていた可能性が⾼いことを⺬

している。

縄⽂時代中期の遺構からはパイプ状物質が混和

された、⾚褐⾊の樹脂状物質が残存する壷型⼟器

(No.6)が検出されている(図2b１、b２)。EPMAに

よる分析によって、パイプ状物質はFe、Si、Oを

主成分とし、鉄と酸素は酸化第⼆鉄に近い結合状

態にあることが確認された1)。縄⽂時代中期およ

び中期後葉の遺構からはそれぞれ表⾯が⿊褐⾊を

呈する⼟器⽚（図2c１：No.61）、⼝縁部に⾚⾊の

塗彩が施された⼤型の壷型⼟器(図2d１：No.123)

が出⼟していて、⾚⾊塗彩部にはいずれにもパイ

プ状物質が⽤いられている。前者は、まず約100

μm厚の樹脂が胎⼟表⾯に塗られ、その上に

20∼30μm厚のパイプ状物質が混和された樹脂が

塗り重ねられた塗膜断⾯構造をとる（図2c２）。後
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No Fe Si Al Ca Mg Ti V Cu Mn P Ni Co

14 3.09 41.7 0.031 0.025 0.085 <0.001 0.002 <0.001 0.002 0.014 0.004 0.002

10 16.4 31.8 0.216 0.030 0.014 0.018 0.005 0.002 0.015 0.121 0.004 0.002

11 11.6 28.5 4.13 0.159 0.300 0.243 0.008 0.002 0.006 0.354 0.005 0.003

15 10.8 37.3 0.073 0.013 0.058 <0.001 0.003 <0.001 0.006 0.013 0.003 0.002

16 4.11 41.2 0.052 0.014 0.005 0.002 0.003 <0.001 0.002 0.013 0.004 0.002

18 10.9 36.9 0.219 0.074 0.044 0.011 0.003 <0.001 0.003 0.063 0.003 0.001

68 9.27 31.3 0.025 0.016 0.029 0.005 <0.001 <0.001 0.001 0.030 <0.001 <0.001

注１）No.14は表１に対応｡No.10∼No.68は⽂献2)から転載｡化学成分分析はICP-AES法による｡

表２ ⾚⾊⼩物質塊の化学組成(mass%)



者に下地調製のための塗膜層はなく、パイプ状物

質が混和された樹脂が胎⼟表⾯に直接塗布されて

いる（図2d２）という点で、差異がみられる。

平成12年度に調査された台付⽫破⽚の⾚⾊塗彩

部断⾯組織から明らかなように、⾚⾊系塗彩材料

にパイプ状物質を使⽤した資料は、既に縄⽂時代

前期中葉の遺構から発⾒されている1)2）。図2a１お

よび図2a２が⺬すように、平成13年度の調査では

内外⾯にパイプ状物質による塗彩が施こされた⼟

器⽚(No.80)が確認された。⽊器とともにパイプ

状物質を⽤いた⾚⾊系塗彩⼟器が、既に縄⽂時代

前期後半に使⽤されていたことが確かめられたわ

けである。縄⽂時代前期の遺構からはパイプ状物

質そのもの、あるいはそれを混和した樹脂が残存

する⼟器は発⾒されていない。台付⽫破⽚の⽊胎

はケンポナシ属で、三内丸⼭遺跡周辺に樹⽣して

いたことが明らかにされている5)。遺跡内で台付

⽫破⽚およびNo.80が製作されたことを考えるこ

とは可能であるが、それを確かなものとするため

には、パイプ状物質またはそれが混和された塗彩

材料が残存した⼟器をはじめとする道具類の確認

が不可⽋である。

縄⽂時代中期中葉の遺構からは内⾯および外⾯

が⻩褐⾊に塗彩された⼟器⽚(No.107)が検出さ

れている(図3a１)。摘出した試料の塗彩断⾯は胎

⼟表⾯に直接10∼20μmの灰褐⾊を呈する層が残

存した組織からなる(図3b１)。EPMAによる含有

元素濃度のカラーマッピングによって、⻩褐⾊系

⾊材料はFe、Si、P、Ca、Al、K、Oを主成分とす

ることが判明したが(図3c１)、物質名の特定には

さらなる⾃然科学的調査の実施が必要である。

No.107の検出は、三内丸⼭遺跡において縄⽂時

代中期以降塗彩技術に加え、⾊材料も多様化した

可能性があることを⺬している。

５ 考察

図１および図２は、三内丸⼭遺跡の縄⽂時代前

期ならびに中期における⾚⾊系⾊材料の使⽤状況

をまとめたものである。⾚⾊チャートを遺跡内に

運び⼊れ、それを素材として⽯鏃に代表される⽯

器を製作する。併せて、それを粉砕し樹脂に混和

して、⽊器あるいは⼟器に塗彩する。そのような

⽣産活動が縄⽂時代前期後半から中期後半にいた

るまで、三内丸⼭遺跡では⾏われていた可能性が

⾼い。⾚⾊チャートを素材とする⽯器は、北海道

奥尻町⻘苗遺跡の縄⽂時代中期6)､および岩⼿県

⼀⼾町仁昌寺Ⅲ遺跡の縄⽂時代中期後半から末期

に⽐定される遺構7)などでも確認されている。⾚

⾊系⾊材料として⾚⾊チャートを使⽤する場合、

粉砕を容易にするため、⾵化が進んだ資料の採取

に加え、⾚⾊チャートそのものに熱処理を施こさ

れた可能性がある8)。後者の場合、⾚⾊チャート

中に含有される酸化第⼆鉄の⾊調を変えることな

く加熱する必要がある。熱源である⽊炭と⾚⾊

チャートを過熱する部分が分離された状態を保つ

ことができる設備や道具が確認されれば、その実

施を明確にすることができる9)。

⻘森県今別町砂ケ森⾚根沢では⾚鉄鉱を含む⾚

⾊チャートが産出され、津軽藩政時代には顔料と

して利⽤されていたことが知られている11)。上述

の⻘苗遺跡、仁昌寺Ⅲ遺跡周辺において⾚⾊

チャートが賦存する。既に縄⽂時代にも遺跡周辺

の⾚⾊チャートが利⽤されたと思われるが、この

点については遺跡内から検出される⾚⾊チャート

と周辺資源との組成を⽐較し、確かめる必要があ

る。

パイプ状物質が混和された樹脂が残存する⼟器

底部の出⼟が⺬すように、三内丸⼭遺跡では縄⽂

時代中期に⾚⾊系⾊材料としてパイプ状物質を使

⽤する塗彩が⾏われている。縄⽂時代前期中葉お

よび後半の遺構からも、⾚⾊系⾊材料としてパイ

プ状物質が⽤いられた⽊器および⼟器が確認され

ている。しかし､⾊材料の調整または保管に使⽤

された道具類は未検出である。縄⽂時代前期に⾊
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材料としてパイプ状物質を使った塗彩が実施され

ていたことを明確にするためには、それらの発⾒

が不可⽋である。

平成12年度および平成13年度に実施した⾚⾊系

塗彩資料の⾃然科学的調査結果に基づけば、⾚⾊

部にパイプ状物質を使⽤した塗彩資料は縄⽂中期

になって増加する1)2)。御所野遺跡の円筒⼟器上

層ｄ・ｅ式⼟器と同時期、およびそれよりも後代

に位置づけられる遺構からは、⾚褐⾊に塗彩され

た⼟器⽚が検出されている。図4a１∼c１にはその

代表的な資料の外観と、摘出した試料のEPMAに

よる分析結果を⺬してある。⾚⾊系⾊材料として

パイプ状物質が使⽤されていることがわかる。ほ

ぼ同時代の遺構から出⼟した他の４点の⼟器⽚に

もパイプ状物質が⽤いられているが、当該遺跡に

おいて⾚⾊チャートを⽤いた塗彩が⾏われていた

ことを⺬す資料は確認されていない。三内丸⼭遺

跡では縄⽂時代中期になって塗彩資料が急増する

という考古学の発掘調査結果、縄⽂時代中期に⾚

⾊系⾊材料におけるパイプ状物質の使⽤割合が増

え、新たに⻩褐⾊系⾊材料も使⽤されるようにな

り、下地調整法も変化するという⾃然科学の調査

結果を考え合わせると、中期になって円筒⼟器⽂

化圏の外から新しい塗彩材料や塗彩技術がもたら

された可能性がある。

新たな塗彩技術の定着と普及には、それを受容

するための⽣産基盤の確⽴が不可⽋である。同時

に⽣活環境、とりわけ⾷⽣活および宗教的儀式の

変容にも⽬を向ける必要がある。縄⽂時代中期に

急増する塗彩資料の⾃然科学的調査結果と塗彩資

料の⽇常⽣活における⽤途を多⾯的に検討するこ

とによって、三内丸⼭遺跡をはじめとする円筒⼟

器⽂化圏における塗彩技術の変遷がみえてくるも

のと思われる。
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図１ 三内丸⼭遺跡における⾚⾊チャートを使⽤した塗彩の概要

c2
▲：酸化第⼆鉄

●：⽯英
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図２ 三内丸⼭遺跡におけるパイプ状物質を使⽤した塗彩の概要

図３ ⻩褐⾊系⾊材料が塗彩された⼟器⽚の外観と塗彩部断⾯組織

図４ 御所野遺跡出⼟⾚褐⾊塗彩⼟器⽚の外観と塗彩部断⾯組織



『縄⽂時代中期「円筒上層式⼟器」の変遷と地域性』

⼩笠原 雅⾏ （⻘森県埋蔵⽂化財調査センター）

１．はじめに

円筒⼟器は北海道南部から北緯40°付近まで、

時期によってはさらに遠⽅まで分布することはよ

く知られていることである（村越1974）。編年に

ついては早くから考察され（⼭内1929、江坂1970、

村越1974、三宅1989など）、いくつかの問題点は指

摘されつつも（⼤島1976など）その⼤枠は固まっ

ていると⾔える。編年以外でも下層式の地域性を

扱った論考（三宅1974）、容量や⿊斑、ススなどか

ら製作・使⽤⽅法の研究（⼩林1995、2000）など、

⼟器編年以外の⼟器研究も進みつつある。今稿は

これまでやられてこなかった円筒上層式⼟器の地

域性に焦点を当て、その有無や⼩地域圏の分布を

上層ｃ・ｄ式を中⼼として検討することを⽬的と

する。

２．研究の⽅法

上記のとおり、円筒⼟器は広範囲に分布する。

⼟器に施⽂される⽂様は基本的にはある共通性が

⾒て取れる。その中で、各地域から出⼟する上層

式⼟器の主に施⽂⽂様を⽐較することにより、各

地域による違いや特徴を抽出する。⼟器全体を⽐

較する必要があり、ここでは復元（図上復元を含

む）され、全体の⽂様構成がわかる資料を対象と

した（注１）。このような縛りをかけた場合、地域

によって資料数に⼤きなばらつきが出る。また、

１地域あるいは１遺跡での資料数も豊富であるこ

とが望ましいが、必ずしも満⾜できる数量となら

ない場合も多い。その点、不⼗分であることは承

知しつつも、制約の中で地域差を⾒ていくが、資

料数が少なく取り上げることができなかったの

は、秋⽥県北の⽶代川流域、下北地⽅である。ま

た、北海道内も原則的には検討の対象外（注２）

とした。

３．⼟器の編年

地域差を論じる際、まず前提となるのは時間軸

を揃えるための⼟器の編年である。⼤きな問題で

もあり、詳細を述べる紙数は無くいずれ別稿に譲

りたいが、ごく簡単に概説する。上層式⼟器の編

年については先に挙げたように多くの先学によっ

て論じられてきた。また、発掘調査の増加により、

遺構内での共伴関係や層位的調査により、従来の

編年観が追認されてきている（⻘森県教委1992、

⼩笠原2002）。副題に挙げた上層ｃ・ｄ式⼟器で

は、複雑な粘⼟紐の貼り付けに棒状⼯具による刺

突が加わるｃ式、刺突が無く全⾯に地⽂を施⽂後

に粘⼟紐のみで装飾されるｄ式という、従来から

メルクマールとしてとらえられた点がおおむね⾸

肯されると思われる。また、粘⼟紐の貼付（図１）

では、Ａ・Ｂは上層ａ・Ｂ式から普遍的に存在し、

Ｄは⼀部上層ｂ式で⾒られる。上層ｃ式から本格

的に出現するのはＣ・Ｅ・Ｆで、上層ｄ式まで継

続する。上層ｄ式ではＨ・Ｉが盛⾏する。後の上

層ｅ式ではＩが卓越することを考慮すると、Ｃ・

Ｅ・Ｆは上層ｄ式の中でも古く位置づけられる可

能性が⾼い。

４．地域性について

(1）地⽂

まず、三宅が下層式⼟器の地域差を論じた（三

宅前掲）際に⽤いた地⽂について検討する。図

２・３は地域ごとの地⽂の⽐率を表したものであ

る。上層ｃ式では三内丸⼭を含めた⽇本海側・北

海道で結束第⼀種の⽐率が８割以上と⾼率を⺬す

のに対し、太平洋側では単節縄⽂の⽐率が⾼い。
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富ノ沢・館野ではＲＬの⽐率が⾼いようで、⾺淵

川上流域ではＬＲの割合が⾼く、その上流域であ

る⽥代・上⾥では複節縄⽂が⼀定量を占める。

上層ｄ式では前段階よりは若⼲⽐率が下がるも

のの、三内丸⼭、北海道地域で結束第⼀種の⽐率

が⾼いが、⽇本海側でのその割合は３割弱に下が

り、代わって単節縄⽂の⽐率が⾼くなる。富ノ沢

では４割強と前段階よりやや増えるが、単節縄⽂

が量的には多い。⾺淵川流域では結束第⼀種の⽐

率は⼀層下がり、１割程度である。⾺場平を除き

ＲＬの割合が⾼く、前段階とは異なる傾向を⺬し

ている。また、⾺淵川上流域では複節縄⽂が⼀定

量加わるのは前段階と同様である。

(2）⽂様帯

粘⼟紐の貼付による⽂様は多様であるが、それ

を類型化したのが図１である。⽂様の発⽣・展開

→認知→伝達→（伝達された地での）普及につい

ての流れは必ずしも明確にできるものではない

が、⼀応の変化は理解できるものと思う。縦位区

画隆帯の有無で⼤きく分けたが、それぞれに固有

の⽂様と⾔えるのはｌのみで、その有無に関わら

ず、他はいずれの場合でも成⽴しうるものである。

多様であるとはいっても上層ｃ・ｄ式はこれらの

類型の中でとらえることができる。ｄ式でいわゆ

る胸⾻⽂（Ｉ、ｉ）が⽬⽴つようになるが、ｃ式

からｄ式にかけては⽂様の変化は漸移的である。

粘⼟紐による施⽂順は、弁状突起を有する場合、

突起下の弧状貼付・⽂様帯下の横位区画→⼝縁部

に併⾏する全周する貼付、（４区画する⽂様帯下

の弧状貼付）→（縦位貼付）→突起部下以外の貼

付→（附随する「く」の字状貼付）が原則である。

装飾されるものではさらに貼付が加えられるもの

もあるが、ここではこの段階までの⽂様によって分

類することにした。その結果が図４∼図７である。

まず縦位貼付から⾒ていくことにする（図４・

５）。⾺淵川流域以外では縦位貼付がないものが

６割以上と卓越する。⼀⽅、⾺淵川流域では縦位

区画を有するものが６割以上と多い。ｄ式になっ

ても⽇本海側でやや縦位区画を有する⽐率は上が

るものの同様の傾向は続き、⾺淵川流域では縦位

区画を有するものは８割前後に達する。上流域で

は３本の縦位貼付をもつものもある。縦位区画を

有するものが卓越する⾺淵川流域と、縦位区画を

持たないものと半々のそれ以外の地域とに⼤きく

分けることができる。

次に粘⼟紐により表出される⽂様を概観する。

上層ｃ式期（図６）では、それぞれの遺跡で各要

素が混在しているように⾒える。しかし、三内丸

⼭遺跡では次期に最盛する胸⾻⽂の萌芽というべ

きＨ形態がやや卓越し、⾺淵川でもＣ形態ととも

に多い。もちろん富ノ沢でも存在はするが、むし

ろｃ形態やｍ−１形態から発展したｍ−３、ｍ−

４形態が割合として多い。また、上⾥ではＣ形態

の⽐率が⾼いが、上下からの弧状貼付の組み合わ

せではなく、突起部⽂様帯同⼠を直線的に結ぶＸ

字状の貼付で、⾒かけＣ形態をなすものである。

またこの時期の⽂様指標である刺突⽂の施⽂具と

して、扁平な⼯具が⽤いられるのも⾺淵川上流域

の特徴で、他地域では散⾒されるのみである。

上層ｄ式期でも三内丸⼭では各形態がそれぞれ

出⼟している。富ノ沢、⽯神でも同様である。資

料数の問題はあるが、⾺淵川流域ではＩ形態が特

徴的で、縦位区画を持たない胸⾻⽂（ｉ形態）は

ほとんど採⽤されなかったことがわかる。

上記のように概観してきたが、上層ｃ・ｄ式を

通じて⾺淵川流域は特徴的な様相を⺬しているこ

とが明らかである。また⽯神では、⼝縁部に沿う

粘⼟紐が⽋落したり、左右⾮対称のモチーフに

なったり、⽂様構成が⾮常に⼤振りになったりと、

各形態に分類しにくいものが多い。

５．三内丸⼭と富ノ沢の違い

これまで主に⻘森県内の円筒⼟器出⼟遺跡を対

象に、その違いを⾒てきた。いくつか指摘できる
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ものの、やはり資料的な制約は免れない。まず、

ここでは資料的に豊富な２つの遺跡を元に、少し

踏み込んで触れてみる。三内丸⼭と富ノ沢はいず

れも⼤集落で、円筒⼟器を代表する遺跡と⾔える。

出⼟する⼟器も様々な⽂様要素からなり、分類し

ても明確な⽐率の差異は出てこない。両者から出

⼟する上層ｄ式を取り上げれば、縦位に４区画を

もつものでは富ノ沢で横位に直線的な粘⼟紐貼付

された⼟器がやや多いことを除けば、それほどの

違いは⾒いだせない。しかし、縦位区画をもたな

いものでは、⼝縁部下に沿う貼付は胸⾻⽂モチー

フに取り込まれることもあるが、富ノ沢ではａ−

１形態で下に開く弧状貼付が強調されたり、ｂ形

態で上に開く弧状貼付が強調されたりと、区画部

下が三⾓形状のモチーフをとるように⾒えるもの

が多い。また、ｃ形態で⽂様帯幅の半分ほどまで

下がり、その下の弧状貼付も⼤きく強調されたり

と、⼤振りな⽂様構成になるものが多い。以上の

ように、地⽂以外でも三内丸⼭と富ノ沢の違いを

指摘することができる。

６．おわりに

地域差というよりも個々の遺跡間の違いを抽出

したに⽌まった観がある。現在の資料数からすれ

ばおのずと限界がある。それでも、三内丸⼭、富

ノ沢、⽯神、⾺淵川流域（これは上流域と下流域

に分けられる）でそれぞれ微視的な違いが観察さ

れる。しかし、前期の⼟器群の地域差に⾔われる

ように細かな地域的差異は⾒いだしにくい。各属

性ごとで現れる地域的な違いがあり、混沌とした

状況にあったもの、換⾔すれば当時の社会（⼈や

情報の動き）が⾮常に複雑だったものと思われる。

しかし型式・様式などと呼ばれ「同じような」⼟

器群であるが、細部では当然異なっている。これ

は⼟器作りのイメージを共有しつつも、少なくと

もある⼟器⽂様は在地化し、それぞれの地域で⼟

器が製作されたことを⺬しているものと思われる。

今回はある・ない（宮尾1993、1994）、多い・少

ないに焦点を当てたが、数値化（⾕⼝2002）は今

後の課題である。しかし、富ノ沢や⽯神の⽂様展

開をデフォルメ・変形と⾒ることができるならば、

⼟器情報の原点としての三内丸⼭という位置づけ

も今後さらに検討する必要があるだろう。

注

１ １遺跡からの出⼟点数が少なくても周辺遺跡

を合わせてその地域の特徴とする。また、現在あ

る資料を対象とし、他地域の⽂様要素が⽋如して

も未発⾒、将来的な発⾒は考えないことも前提と

している。

２ これについては⾼橋正勝⽒（⾼橋1994）の⾔

う「…上層式ｃ以降の型式内容が東北地⽅のそれ

といくつかの点で異なっていたこと…サイベ沢を

中⼼とした遺跡名を細分型式名として⽤いること

が多い」に尽きる。また、⼟器編年・併⾏関係の

問題もある。
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図８ 各地の円筒上層d式

図の出典（三内丸⼭遺跡を除く）

⼾井町教育委員会 1991 『浜町A遺跡Ⅱ』

⻘森県教育委員会 1991 『富ノ沢（１）・（２）遺跡Ⅲ』 ⻘森県埋⽂調報第133集

⻘森県教育委員会 1992 『富ノ沢（２）遺跡Ⅴ』 ⻘森県埋⽂調報第143集

⻘森県教育委員会 1993 『富ノ沢（２）遺跡Ⅵ・富ノ沢（３）遺跡発掘調査報告書』

⻘森県埋⽂調報第147集

⻘森県教育委員会 1995 『上蛇沢（２）遺跡』 ⻘森県埋⽂調報第177集

北海道⼾井町
浜町A遺跡

六ヶ所村
富ノ沢（２）遺跡

五⼾町上蛇沢遺跡

三内丸⼭遺跡



２（２） 公募研究Ｂ（共同研究）

『ＤＮＡ考古学による縄⽂植⽣の再⽣』

研究代表者 ⽯川 隆⼆ （弘前⼤学）

緒⾔

縄⽂時代において、三内丸⼭集落は森に隣接す

る⽣活空間の確保により発展していったと考えら

れる。森は豊かな狩猟の成果を期待させ、居住地

域と森が隣接する空間では、管理栽培による栗林

などが広がっていた。この⽣活空間では太陽光が

⼗分に⾏き届き、地⾯が頻繁に掘り起こされ、下

草が踏まれるなどいわゆる“⼈的攪乱”状況が⽣

じていたであろう。その状況に対応して雑草が繁

茂したことが推測される。それら雑草には炭化種

⼦からのDNA解析から確認されたように野⽣ダ

イズであるツルマメが含まれ、その他様々なイネ

科種⼦も含まれる。これらイネ科種⼦として、外

観から⻨類とも推測される⼤型炭化種⼦が遺物と

して発掘されており、今後の解析からその種の同

定とかっての利⽤法の解明が期待される。また、

遺物として縄⽂時代に繁茂していた⽊本科の種⼦

が多数出⼟している。これらの樹種は森の植⽣で

はなく、森と隣接する林の植⽣であった。これら

の⼦孫にあたる個体を現⽣の周辺地域から⾒出す

ためには、DNAによる遺物種⼦の種識別、もしく

は個体（群、もしくは亜種）識別を⾏って、それ

らの個体（群、もしくは亜種）に対応する現⽣植

物との対⽐が必要である。本研究では、縄⽂植⽣

の再⽣のために、DNA考古学的⼿法を取り⼊れ

て、遺物種⼦のDNA同定ならびに現⽣植物との

⽐較同定を⾏うためのデータベース作成を⾏っ

た。DNA調査には貴重な遺物種⼦の破砕処理を

伴って利⽤する。そのため、出⼟数の少ないイネ

科炭化種⼦ならびにマメ科種⼦の確保のため、同

種⼦が出⼟した第６鉄塔地区の縄⽂前期試料層準

第VI層からの種⼦の同定も併せて⾏った。

材料及び⽅法

PS-ID調査

DNA調査には貴重な遺物種⼦の破砕処理を伴っ

て利⽤するため、出⼟数の少ないイネ科炭化種⼦

ならびにマメ科種⼦の確保のため、同種⼦が出⼟

した第６鉄塔地区の縄⽂前期試料層準第VI層か

らの種⼦の同定も併せて⾏った。PS-ID領域の同

定はIshikawa et al. (2002)と同様の⽅法を⽤いた。

結果及び考察

試料からは⼤量のクルミ殻と共に、同じ試料層

サンプルからニワトコ、キハダ、ブドウ属、ヤマ

クワ、キイチゴ、カナムグラ、サルナシ、ミズキ

等の種⼦が得られた。これらは以前に⾒出された

イネ科ならびにマメ科種⼦とは異なり、炭化状態

ではなかった。
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A B

図１ 弘前⼤学構内に⾃⽣するカナムグラ。パ

ネルA、B：いずれも中央がカナムグラ。

図２ 遺物として検出された

ニワトコ類種⼦。



これらのうち明らかに⾷⽤でない種類のものと

してあげられるのがカナムグラである。これは雑

草として開けた空き地にみられる（図１）。

これまでマメ科であるとされた遺物の種⼦につ

いてはその DNA分析からダイズの野⽣種である

ツルマメであることが指摘された。解析に⽤いた

配列は⾊素体DNAと呼ばれる植物に特徴的なゲ

ノムDNA領域である。その後、解析を重ねたと

ころ、同領域のDNA配列はダイズとツルマメ間

は識別できず、アズキ、リョクトウとは明らかに

区別することができた（図３）。

ツルマメも⽣態的には開けた⼟地に⽣育できる

植物である。2001年度には遺跡調査による⼟地の

“掘り起こし”、いわゆる⼟地の攪乱により、いっ

せいに種⼦が発芽し、群落を形成した。これは野

⽣のダイズ（ツルマメ）が硬実性といって堅い外

⽪を有しているために傷ついた場合に吸⽔が始ま

り発芽が⾏われことによる。したがって、ツルマ

メもカナムグラも鬱蒼とした森林内ではなく、か

つての“ゴミ捨て場”、もしくは⽣活空間と隣接し

ていた“明るい林”という開けた環境で、しかも

攪乱が⽣じたために過剰に繁茂して種⼦が残され

た可能性が考えられる。ただし、ツルマメは炭化

していたため、調理など何らかの処置がなされた

とも考えられる。つまり、“ゴミ捨て場”以外の攪

乱環境で繁茂したツルマメを採種、利⽤したとい

う可能性があげられる。ここでいうゴミ捨て場以

外の攪乱環境で⽇当たりの良い条件とは森林とヒ

トの居住地域との接点である林、⽣態的には２次

林と呼ばれる場所が当てはまる。

ニワトコ、キハダ、ブドウ属のうちヤマブドウ、

ヤマグワ、キイチゴ、サルナシ、ミズキなどに関

してはこのような２次林における植⽣として位置

づけることも可能である。現在の遺跡周辺にはこ
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図３ 現⽣マメ類にみられる、

PS-ID領域の多型。数字は塩基

数を⺬す。

図４ 現⽣のキイチゴならびに

クワから得られたPS-ID。サン

プルは三内丸⼭遺跡周辺から採

種した。数字は塩基数を⺬す。

図５ ニワトコ類の PS-ID周辺

配列。Jomonは遺跡から出⼟し

たニワトコ類種⼦から増幅され

たDNA配列を⺬した。Ezoni-

watokoならびにSan-niwatoko

は、それぞれ現⽣のエゾニワト

コならびに三内丸⼭遺跡から⾒

出された現⽣のニワトコの対応

配列を⺬した。数字は塩基数、

Nは塩基の種類を確認されな

かったこと、-は対応する配列

がないことを⺬す。



のうちニワトコ、ヤマブドウ、ヤマグワ、キイチ

ゴ、ミズキは簡単に⾒出すことができる。今後の

⽐較のため、現⽣のキイチゴならびにクワの

PS-IDを三内丸⼭遺跡周辺のサンプルより得た

（図４）。

キハダ、サルナシなどは遺跡周辺にはみられな

かった。このうちキハダには特殊⽤途がある。こ

の⽊の名前は樹⽪の裏側が⻩⾊であることから名

付けられた。この樹⽪はベルベリンと呼ばれる抗

⽣物質が含まれているために現在でも利⽤され

る。その種⼦は柑橘系の芳⾹を放ち、⾷⽤として

の利⽤も考えられる。遺跡から出⼟したキハダ種

⼦を含めてDNA増幅を試みた。現在までに増幅

を⾏った試料中、DNAの確認がとれたものは、１）

マメ類の炭化種⼦、２）縄⽂時代のニワトコ類種

⼦である。マメ類は図３に⺬したダイズ、ツルマ

メ型のPS-IDを⺬した。種⼦の形態からはダイズ

ではなくツルマメ（野⽣のダイズ）であると断定

できた。ニワトコについては図５に⺬した。しか

し、 DNA配列の同定できないN配列がみられる

ため、複数DNAの混在が推定される。これらニ

ワトコは同じ地層から⾒出されたものにも関わら

ず、異なる⼤きさの種⼦が⾒出された（図２、図

６）。そのことより、ニワトコ類はエゾニワトコ
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図６ 出⼟したニワトコ類種⼦の縦横⽐の変異（マークの横の印は同じサイズを⺬した種⼦数）

グループ 最⼤ 最⼩ 種⼦数 平均 標準偏差

全体（縦） 3.5 1.7 472 2.60 ± 0.30

全体（横） 2.3 0.8 1.51 ± 0.22

⼤（縦） 3.5 3.0 78 3.06 ± 0.12

⼤（横） 2.3 1.2 1.66 ± 0.23

⼩（縦） 2.1 1.7 26 2.01 ± 0.09

⼩（横） 1.6 0.9 1.25 ± 0.18

表１ 出⼟したニワトコ種⼦のサイズと分類



ならびにニワトコの混在した試料集団であること

が推定される。

今回の調査では明らかに⼤きく異なる種⼦を分

けてDNAを抽出して種の同定を１粒ずつ⾏うこ

とを試みた。472粒の種⼦を取り出して計測後、

異なる形態の種⼦のうち、縦幅が3mm以上のもの

を⼤グループ、2.1mm以下の縦幅のものを⼩グ

ループとした（表１）。

得られた出⼟種⼦をよく洗浄後、１粒ないしは

２粒ずつ⼤きさの異なるグループを２つに分けて

DNAを抽出した。抽出法はアルカリ法を⽤いた。

得られたDNAは微量であることからそのまま⾊

素体DNAのPS-ID領域のPCRによるDNA増幅を

⾏った（図７）。ただし、⼩サイズグループの

DNA増幅がみられただけであった。このDNA残

⽚をクローニングしたが、混⼊したDNAのため、

縄⽂ニワトコ試料からのDNAは得られなかった。

さらに、イネ科種⼦の同定を可能とする現⽣種

のDNAデータベースの作成を⾏った。これまで

サンプルの得られていなかったタケ属のなかか

ら、チマキザサ、クマイザサ、ならびにチシマザ

サを調査対象とした。これら３種は⼤型種⼦を形

成することが報告されている。そのため、富⼠⽵

類植物園から分譲されたこれら⽵類種⼦の外部形

態の確認ならびに、DNA型を明らかにした。チ

シマザサはネマガリタケとして知られており、ア

クが少ないため現在でも春の味覚として幼鞘部分

が⾷⽤になっている。孟宗⽵は近年になってから

中国から伝播したものであり、⾷⽤可能な種⼦形

成についての記録がないため⽐較には⽤いていな

い。外部形態からは出⼟イネ科種⼦のように密着

した外⽪はみられなかった（図８）。さらに，

PS-IDについては、他の現⽣植物候補として調査

した他の植物種のPS-ID配列と⽐較した（図９）。

整備されたイネ科穀類のPS-ID配列は図10に⺬し

た。

これらのデータベースを⽐較とすることで、炭

化イネ科種⼦の種の判定を⾏うことが可能であ

る。残念ながらいまだに重複した炭化種⼦は検出

されていない。

これまで遺物として検出された種⼦から同定さ

れた植物種は⽩神⼭地の林道周辺にみることがで

きる。これは森林が伐採された後に幼⽊が⽣⻑で

きる“空き地”ができたためであろう。これらが

２次林と呼ばれる森と⽣活空間の狭間である境界

線上に位置する林である。この２次林にみること

のできる現⽣種⼦と出⼟した埋⼟種⼦のDNA⽐

較による樹種の同定や同じ種に属する個体群の同

定を⾏うことも可能である。これまでに現⽣樹種

の葉⽚などを採種し、DNA抽出を⾏った。

縄⽂の⾥としての⻘森県固有の森林を維持して

いくことは現⽣遺伝資源を確⽴するためにも求め

られている。縄⽂植⽣の再⽣のためには、⻘森固

有である“森林と⼈⾥の接点”としての２次林を

維持することが必要であり、今後DNA考古学の

発展により構築される縄⽂植⽣ならびに現存植⽣

のDNAデータベースの確⽴が望まれる。

Ⅳ 特別研究推進事業 成果概要報告

― 81 ―

図７ PCR増幅によりDNA

が増幅された遺物ニワトコ

のDNA電気泳動像。レーン

１はDNAサイズマーカー、

レーン２は増幅のみられな

い場合。レーン３および４

は遺物としてのニワトコ種

⼦から得られたPCR産物を

⺬す。

図８ 現⽣⽵類

種⼦のPS-ID。

パネルAはク

マイザサの種

⼦、パネルBは

チシマザサ（ネ

マガリタケ）

の種⼦。
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図９ ⽵類植物

のPS-ID配列。ア

ンダーラインは

PS-ID 配列を⺬

し、⽮印はその隣

接領域に認めら

れたタケ類の分

類可能な配列の

変異を⺬す。

図10．これまでに整備されたイネ科穀類のPS-ID配列．
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Ⅴ ⽇誌抄録Ⅴ ⽇誌抄録

年 ⽉ ⽇ 平成14年度の主な出来事

平成14年４⽉10⽇ 特別研究公募開始（∼５⽉13⽇まで）

５⽉13⽇ 発掘調査開始（∼10⽉31⽇まで）

６⽉５⽇ 第１回三内丸⼭遺跡発掘調査委員会開催

７⽉20⽇ 「サマーフェスタin三内丸⼭」開催（∼９⽉21⽇まで）

７⽉24⽇
第44回⾃然公園⼤会へ出展（遺物・パネル展⺬、⽕起こし体験、キャラクター

着ぐるみのお披露⽬）

７⽉26⽇ ⾒学者300万⼈を超える（平成６年８⽉６⽇から）

８⽉11⽇ ⽇中共同調査開始（第２陣９⽉23⽇出発、10⽉２⽇帰国）

８⽉25⽇ 園路脇への暗渠排⽔⼯に伴い、環状配⽯遺構の⼀部を損傷

10⽉２⽇
総合研究⼤学院⼤学研究グループ御⼀⾏として、秋篠宮殿下三内丸⼭遺跡展

⺬室御成り

10⽉17⽇
「世界⾃然遺産⽩神⼭地国際シンポジウム」が「ぱ・る・るプラザ⻘森」で

開催される

10⽉24⽇
平成14年度全国少年少⼥発明クラブ創作展に際し、常陸宮殿下三内丸⼭遺跡

御成り

10⽉29⽇ 第２回三内丸⼭遺跡発掘調査委員会開催

11⽉１⽇

遺跡損傷事故に伴う検証発掘調査開始（11⽉20⽇終了。総延⻑約320ｍ、幅

約70㎝にわたり、遺物包含層が掘り下げられた。最深部で40㎝。３基の環状

配⽯遺構に影響あり。14個が除去、２個が移動していた。）

11⽉17⽇
全国キャラバン 三内丸⼭遺跡 縄⽂シンポジウム2002「ストーンサークル

のなぞ」を東京・有楽町朝⽇ホールで開催（参加者数400⼈）

11⽉22⽇
三内丸⼭遺跡 縄⽂フォーラム2002「北からの波動」を⻘森国際ホテルで開

催（参加者数400⼈）

11⽉30⽇
公園センター「縄⽂時遊館」オープン

ボランティアガイドの通年案内を開始

平成15年１⽉19⽇
東北新幹線⼋⼾駅開業記念縄⽂シンポジウム「輝け！北の縄⽂2003」を⼋⼾

市公会堂で開催

２⽉１⽇

第５回アジア冬季競技⼤会⻘森2003開催を記念した冬のイベント「雪ランド

2003in三内丸⼭」を開催（２⽉１⽇、２⽇、８⽇、９⽇、11⽇の5⽇間。⼊場

者数11,547⼈。）

３⽉13⽇ 第３回三内丸⼭遺跡発掘調査委員会開催

３⽉20⽇
国の⽂化審議会が三内丸⼭遺跡出⼟品1,958点を国重要⽂化財に指定するよ

う答申した

３⽉23⽇ 三内丸⼭遺跡発掘調査報告会及び特別研究推進事業成果報告会を開催

３⽉25⽇ 第９回遺跡ゾーン整備検討委員会が開催される

３⽉31⽇ ⼦ども向けホームページ「サンマルタンケンタイ」を開設



特別史跡三内丸山遺跡
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発⾏⽇ 平成16年３⽉25⽇

発 ⾏ ⻘森県教育委員会

編 集 ⻘森県教育庁⽂化財保護課

三内丸⼭遺跡対策室

〒030-8540 ⻘森市新町⼆丁⽬3-1

TEL 017-734-9924

FAX 017-734-8280

三内丸⼭遺跡対策室分室

〒038-0031 ⻘森市三内字丸⼭293

TEL 017-781-6078

FAX 017-781-6103

印刷所 東北印刷⼯業株式会社

〒030-0902 ⻘森市合浦⼀丁⽬２-12

TEL 017-742-2221

FAX 017-765-1115




