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序

昭和57年に本センターが発足して以来、早くも 8年目を迎えようとしておりま

す。その問、中央道長野線用地内の調査は、関谷市内から松本平@筑北地区四善

光寺平へと北上し、また一方、関越道上越線用地内の調査は佐久平へと地域を広

げ、てきました。

当センターとしましては、これへの対応上、昭和62年より長野市@佐久市・塩

尻市内へ三所の調査事務所を設ける等、機構@組織を改め、業務の完遂をめざし

て努力してまいりました。

ところで、業務推進にかかわって、事業の中心になっておりますところの、発

掘調査をとりまく状況はきび、しく、一方で、は、昨今の関連学問分野にみられる、

相互の連携や方法論の進展には、自をみはるものがあります。

そんな情勢のもとで、文化財保護施策としての緊急発掘調査にたずさわる者と

すれば、関連学問分野の動向に目をこらしながら、常に学術的水準の向上をめざ

した研鎮が要求されるのは、当然のことであります。

職員の研修については、奈良国立文化財研究所研修その他各種研究会等で機会

を得てはいますが、現場作業との関連その他から、研修機会が充分とはいえない

状況が続いていることも否めません。

そこで、職員の自己研修や研究成果発表の場のーっとして「紀要」を位置づけ、

今回第 2集を発刊することになりました。

「紀要」の充実をはかるためには、これの性格づけその他をめぐった検討がさ

らに必要と考えつつ、本書では、縄文@古代の論考に加え、報告書づくりの際の

写真撮影に関するレポートを収録し、分野のいささかな拡大に心がけました。

おわりにあたり、本書の刊行に際し関係機関から寄せられました御協力ー御援

助に対し御礼申し上げるとともに、今後の御叱正@御鞭捷をせつに御願いする次

第であります。

平成元年 3月20日

財団法人長野県埋蔵文化財センター

理事長樋口太郎



縄文土器の大きさ(2) 1 

縄文土器の大事さ(2)

町一-;翠鉢影土器の容量とそのタイプ一一

I.はじめに

II.本論

1.タイプの抽出

2.各タイプにみる段階ごとの様相

しはじめに
最近、今まで何故気がつかなかったのだろうか

と思われることが、統計学的手法によって次々に

明らかにされてきている。たとえば、縄文土器に

おいて胎土分析が行われ、その土器を製作した集

団の領域が復元されつつある(上保 1984ほか)。

また、年輪データを統計学的処理によって積み上

げていくことにより、貴重な絶対年代が割出され

てきている。

このような成果をはじめとして、データの統計

化により当時の社会のさまざまなパターンを認識

していく試みは、今盛んである (CLIVE，ORTON

1980、訳小沢・及川 1987)。

ところで、筆者は前稿において、「縄文土器の

大きさ」と題して、縄文時代中期後半加曽利E様

式深鉢形土器を中心に、その容量面から分析を

行った(黒岩 1987) 0 完形土器・図上で復元さ

れた破損土器の資料390個体のうち、深鉢形土器

は325個体であった。求められた容量をグラフ化

し、そのグラフの示す傾向を捉えていくのが分析

の中心であった。

縄文土器をつくった人々が指向していた大きさ

のグループを、より的確に表現するため、土器製

作時の容量誤差を包含する目盛(註 1)を設定し

た。この目盛によるグラフからすべてが始まって

いる。

この目盛を用い、加普利E様式深鉢形土器の容

量について共時的・通時的分析を行った。その結

果として、ほぽ2倍ごとという一定の増加率をも

っ容量差をとって形成される容量グループ。A~G

類(註 2)を捉えることができた。そして、その

黒岩 隆

3. 容量グJ~ ープのなかのタイプ

IIL まとめ

1.加曽利E様式の土器容量とそのタイプ

2.今後の課題と展望

容量グループA~G類は、力日曽利E様式第 1 ~Vll 

段階(註 3)において、 2つの画期を持って消長

をたどることが捉えられた(註 4)。

各段階に共通の規則的な容量グループが形成さ

れたことは、縄文土器の容量が何らかの形で、そ

の機能に大きく関わっていることを物語っている

(黒岩 1987)。

そこで本稿では、容量と機能の関係をより明確

とするために、縄文土器の機能を語る上で¥容量

と対峠をなすと思われるタイプ(註 5)を取り上

げ、その容量との関係について分析を行う。

管見によれば、土器容量とタイプ。について触れ

た論考は数例に留まる。

縄文晩期の岩手県九年橋遺跡の分析(藤村 1981、

1983)は、 8種の器形区分 a 施文部とその施文内

容による I~IVの装飾区分から導かれたタイプと

O~R類型を持つ容量構成(註 6 )とを対応させ

ている。鉢 I. IVが同じO類型をとるのをはじめ、

6種類が形態と容量が重複しながらも装飾方法の

みが異なり、使用する時、場所、目的などに応じ

た使い分けを予想させるとしている。また、突起

口i設と平縁との差異も容量に結ぴつくことを指摘

している(註 7)。

これとは異なり形式を重視し、口縁部と頚部の

形態により上記の器形の概念をより細分する形で

深鉢を Al~D2の11種、浅鉢を A~Dの 4 穫に分

類し、容量分布①~⑦(註 8) と対応させている

縄文中期の長野県唐沢尾根遺跡の例(長野県中央

道 1981)がある。 AlがAz.A3.Bより大形

となるとしている。さらに、それらを唐草文系・

曽利系という分類のなかで捉え、 C、Dの器形に
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帰因するとはしながらも、①群が多く、⑪群のな

い唐草文系の方が⑪群を中心とする曽利系より小

さめであると言及している(註 9)。

最後に、縄文晩期の長野県御社宮司遺跡の例(長

野県中央道 1982) は、文様帯を基準に、深鉢A

-1の 9類・浅鉢A-Dの4類に分け、口縁部の

傾きと肩の張りの有無を主な基準とする器形の細

分により、深鉢 1-6の 6種。浅鉢 1-8の 8種

に分類し、これらを融合させて、容量分布深鉢 I

a -IV'浅鉢 I-IIIb (註10) と対応させている。

深鉢・浅鉢とも、それぞれIVでE類(無文) . II 

でA類(文様帯を持つ)を中心とするほかは、多

類が混在している。

このように見てみると、すべての分析は、それ

ぞ、れの基準で設定された容量グループに、器形、

文様帯・モチーフを対応させている点で共通して

いる。しかし、どの分析も時間的差異を考慮に入

れていをいため、全イ本の混在となっている。さら

に、明確なタイプと容量の関係を捉えるためにも、

通時的分析を行わなくてはならない。

また、共時的分析函では、それぞれタイプを主

体に分析が行われ、容量分布(類型)のなかでの

タイプのあり方については語られていない、各容

量グループの中でのタイプの機能的役割を考える

上でこの側面からの分析も大切で、ある。

そこで本稿では、前稿(黒岩 1987)から得ら

れた規則的な容量グループA-G類について、上

記の課題を踏まえ、タイプとの関係を分析してい

く。容量グループとタイフ。それぞれを主体とする

2側面から見た分析を、共時的・通時的に行って

いきたい。

II.本論

しタイプの抽出

前回は容量の面から、力日曽和!JE様式深鉢形土器

についてのグループ分けをし、通時的に各グルー

プの消長をたどり、また共時的に各グループの容

量差についての分析を進めてきた。それらの分析

の結果、 A-G類の規則的な容量グループが、 2

つの画期を持つ消長をたどることが捉えられた。

そして次に誰しも、これらのグループそれぞ、れ

は、深鉢形土器のなかでも、どのようなタイプ(註

11) の土器によって構成されているのだろうかと

いう疑問を持つに至るのである。

そこでまず、各段階、各容量グループを通して

タイプを抽出してみた。タイプの抽出は、基本的

に、以前神奈川考古同人会の主催で行われたシン

ポジウム r縄文中期後半の諸問題』の「東京・埼

玉における中期後半の各段階の様相J (安孫子園

秋山@中西 1980、1981) に準拠する。そのタイ

プは次の通りである。

(1 ) 基本タイプ

口縁部がキャリノ守一状に丸くなるものと、やや

開き加減の 2系統の器形をもっ。 2系統とも、口

縁部の渦巻モチーフ、胴部の懸垂モチーフを主体

とする変遷が第V段階までたどれる。第VI'VIl段

階に入ると、キャリパー形は崩れ、口縁部文様帯

が喪失し、渦巻文・懸垂文の両モチーフが消滅す

る。その代わりに逆U字状(第四段階逆V字状)

モチーフ、蕨手状懸垂(第四段階一微隆起区画)

モチーフが鹿行する。なお直接的に第V段階から

の変遷がたどれるとは言いがたい(註12)。

(2) キャリパー形口縁部無文帯タイプ

幅広い無文の口縁部が特徴的な深鉢。胴部は筒

形を呈する。

① 加 曽 利E系

② 曽利系

とモチーフ・施文方法の違い(註13)で2系統に

分かれる。加曽利E系・曽利系ともに第V段階ま

で系統がたどれる(註14)。

(3) 連弧文タイプ

胴部中半で一度搾まり、胴部下半で再び膨らむ

器形、胴部中半で搾まるものの、そのまま底部へ

移行する器形、口縁部がやや開く胴部の直線的な

器形の 3種がある。これらの器形に弧線文のモ

チーフが表出されている土器(弧線文土器)と、

器形・施文手法等は弧線文土器と共通するが、弧

線文モチーフを表出しなかったり、或いは他のモ

チーフ(枠状文・懸垂文等)を表出する土器(弧

線文系土器)の2つを包括したタイプ(秋山 1980)。

第III段階から見られ、第IV段階では(1)基本タイプ

を圧し武蔵野台地を席捲するほど盛行する。しか

し、第V段階では衰微し、第VI段階ではほとんど

見られなくなる(註15)。

(4) 龍自文タイプ

① 龍白文土器



口縁部に粘土紐の貼付による龍

白文様を描出する系統。第IV段階

から箆書きの斜行沈線文に変わ

り、第V段階まで続く (註16)。

② 重弧文土器

口縁部文様が弧線の重なる波状

文を呈する系統。最初は隆帯で描

くのが、第IV段階に入ると箆書き

の沈線に変わる(註17)。

③ 同心円文土器

{谷にブラジャー・タイプ。と H乎ば

れ、口縁部の隆帯が同心円状に盛

り上がる深鉢。第 I段階にのみ見

られる(註18)。

④ x字状把手付大窪

z字状把手の貼付された大形の

深鉢。同器形で、胴部に横S字状の

。

モチーフを持つものも含める。第III・IV段階に見

られる(註19)。

(5) 加曽利・曽利折衷タイプ

カ日曽利E様式の渦巻モチーフに曽利系の施文方

法によって地文を表出する折衷タイプ。第m段階

に現れ、第IV段階で盛行する。第V段階に入ると

基本タイプに先立ち口縁部文様帯を喪失する。第

VI段階まで変遷をたどることができる。

(6) その他

円柱形や、口縁部がやや開く胴部の直線的な器

形を呈し、縄文のみや他のどのタイプにも分けら

れないモチーフを施文する土器をはじめ、特異な

器形の土器などを含む。また第VI段階に入ると、

把手付の鉢形に近い深鉢や、注口を持つ深鉢など

が含まれる。

以上、およそ 6つの各タイプは第 1図に示す段

階ごとの構成比をとる。

2.各タイプにみる段踏ニ。との様相

前項で抽出されたタイプを、共時的に各段階に

おける容量グループ構成の面から分析しながら、

同時に通時的視点により、その変遷をたどってみ

ることにする。そこで、ここでは各タイプの各段

階における容量グループ構成の変遷を示した第 2

-4図を中心に進めていく。

(1 ) 基本タイプ

縄文土器の大きさ(2) 3 

50 100(%) 

第!図 各タイプの段階別構成比の変遷

第 I段階は、 D類がピークとなり C'E.G類

がそれに付随する。第II段階では、 D類のピーク

は均され会類が、ほぽ平均化される。しかし、 D.

E類がやや頭を出す感がある。

第m段階になると、個体数が増加し C類をピー

クとしD'E.G類が、それに少差で続く構成が

とられる。しかし第IV段階に入ると、全体の個体

数が減り C類をピークとしながらも B'D類を残

すのみとなる。

第V段階は、前段階までとは異なり B.E類と

いう容量差のあるグループがピークとなり他類は

平均化する。

第VI・VI!段階は、形式的にも大きな変化がみら

れる段階であるが、容量グループの面でも同様で、

ある。第VI段階は、全体のグループが平均化する。

きらに第四段階では、 E.G類という容量の大き

なグループがピークとなり他類がそれに付随する。

以上のように全体の流れをみると、この基本タ

イプは、前填の最後に掲げた各タイプの段階別構

成比の変遷(第 1図)でも見られるように、第IV

段階を除く各段階で主体を占める。また、各容量

ク、、ルーフ。の各段階で、占めるパーセンテージを示し

たグラフ(第 7図)(註20) の示す傾向とも良く似

ている。つまり、これは基本タイプが基本タイプ

たる所以なのではないだろっか。

(2) キャリパー形口縁部無文帯タイプ



:lf 長i 骨

(2) ① 

i 
キャリバー形口縁部無文帯タイプ(加曽手IJE系)
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縄文土器の大きさ(2) 5 

(3) 連弧文タイプ
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L~ 笹ト|

-同心円文固

.x字状把手付大饗図

-篇目文日ほかは口

-重弧文(大)図

第 3国 各タイプにみる容量グループ構成の変遷(2)
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(5) 加曽利。曽利折衷タイプ

』 ト~" ，~~!， ~ E I(~~l 
-nu 

(6)その他

!r ( ~ n k rn' };  

(VI ) 

C類

(2，19Icc) 

一」 V 

(段階)

)
 

-γi
 

(
 

(1I! ) 

二宮3f:主

C類
(1，707c.c) 

(Vll ) 

前j京4住

E類
(7，049cc) 

土器はすべて)/g

第 4図 各タイプにみる容量グJレープ構成の変遷(3)

① 加曽利E系

金体に希薄で、あり、第 1. II段階はA~C 、 C.

D類に 1~ 2個体。第IV.V段階は大型 1個体、

小型の土器が 2個体見られるのみである。ただ第

四段階は、 1~ 2個体ずつではあるが全てのグ

ループが頭を揃える。そして、基本タイプの第II

段階に類似する形をとる。

② 曽利系

第 I. II段階は希薄であるが、第II段階のD類

はやや際だっ。

第m段階になると、 D類をピークとし基本タイ

プの第n段階と類似した傾向を示す。 B類がやや

多い。

第IV段階では、ピークを C類に移しD.E類が

付随する。第V段階になると個体数も減り、 E.

F類が見られなくなる。

以上、加曽利E系@曽利系の 2つを、全体を通

して見てみると、 2系統とも基本タイプの容量グ

ループ構成を 1段階ずつ遅れて追随する形を示し

ている。所々足りないグループも見られるが、ピー

クとなる容量グループはほぼ合致している(註

21)。

(3) 連弧文タイプ

第III段階から見られ、第IV段階で爆発的に盛行



する。 C・D類がピークとなり、他類の 3倍近い

個体数を誇る。他のすべての類も、それらに付随

する形で見られる。

第V段階になると、一転して衰微しA-D類が

平均化した形をとるようになる。第VI段階は 1個

体の残影が見られるのみである。

つまり、連弧文タイプは、第IV段階において 2

4前後・ 5.e前後 (C・D類)の土器を中心につ

くる容量規定が存在していたのではないだろうか。

(4) 鏑目文タイプ

第 1. II段階は、同心円文土器がI個体見られ

るのみである。

第III段階になると、全容量グループが存在し、

その中で縫目文土器、重磁文土器がA-G類に均

一化される。

第IV段階では、 C.D類と F.G類のそれぞれ

が合わさった形でピークを持つ。 E類は狭間とな

る。さらに、容量の小さいC.D類のグループは

重弧文土器を 1個体含むのみで、他はすべて龍目

文土器で構成されているし、容量の大きい F.G

類のグループは、 x字状把手付大窪・重弧文土器・

鎮目文土器が、それぞ、れ混在する形をとる。

このように、これら 3タイプの土器は第IV段階

に入って機能的差異を持つようになることがわか

る。さらに寵目文・重弧文土器は、そのタイプの

中でも容量によってっくり分けがなされている。

また箆目文・重弧文土器は、キャリバー形口縁部

無文帯土器と同様、基本タイプの容量グループ構

成を、やはり 1段階ずつ遅れて追随する形を示し

ている。

(5) 加曽利・曽利折衷タイプ

第凹段階で、その初源らしきものは見られるが、

第IV段階で、 C類をピークとして確立を見る。第

V段階は、口縁部文様帯を喪失するが器形的に変

化が少ないせいか、容量グループ構成に大きなズ

レは出てこない。

第VI段階に入ると、容量の大きいE.F.G類

に限られるようになる。

やはり、このタイプも前出 2タイプと同様基本

タイプの容量グループ構成を 1段階ずつ遅れて追

随する。加曽利E的要素を多分に持ち合わせてい

ることもあって第VI段階(註22) まで追随する傾

向がたどれる。
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さらに、もう一つ興味深いことがある。それは、

このタイプは第V段階において基本タイプに先立

ち口縁部文様帯を喪失する。しかし、容量グルー

プ構成は基本タイプの第IV段階の様相を示してい

るということである。つまり、このタイプにおい

ては、まず文様構成が変化し、その後退れて容量

構成が変化したものと思われる。

(6) その他

全体に希薄である。第 1. II段階はC-E類、

第III-V段階はA-C類のなかに収まるやや小ぷ

りの容量グループ構成を形成する。

第VI段階に入ると一転し、大きめのD.F類が

見られる。続く第四段階も、 E類をピークとし大

きめの容量グループが付随する。

これらを見てくると、やはり地文が縄文である

など基本タイプとの何らかのつながりを感じきせ

る。第 I-V段階は基本タイプの容量構成を補う

形、第VI• VII段階は同様の傾向を示し、やはり基

本タイプをより強調する形を呈している。

以上、各タイプの段階ごとの様相を分析してき

たが、今までのことから次のことがわかる。

(1) 基本タイプは、第IV段階を除くすべての段階

で主体を占める容量グループ構成をとる。その

概要は、第 I段階一D類をピークとする分布。

第II段階-D.E類を中心に平均化。第III段階

C類をピークにD.E.G類が続く。第IV段

階-C類を中心とするが個体数減少。第V段階

B.E類を中心に平均化。第VI段階-D.F

類を中心に平均化。第四段階-E.G類をピー

クに容量の大きい類付陣。つまり、加曽利E様

式の容量グループ構成の基本となる。

(2) キャリバー形口縁部無文帯タイプ、鐘目文タ

イプ(寵目文・重弧文土器)、加曽利・曽利折

衷タイプの容量グループ構成は、それぞれ I段

階ずつ遅れて基本タイプのそれを追随する形を

とる(第 2-4図、第 1表)。これは、上記の

タイプの文様変遷が容量グループ構成の変遷に

先行することを意味する。また一面で、上記の

タイプと基本タイプは容量面から見ると、タイ

プによる機能的差異がないことがわかる。

(3) 逮弧文タイプは、他のタイプと様相を異にし、

第IV段階においてC.D類という 2種の大きさ

の土器を中心につくる容量規定が存在する。
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(4) 龍白文タイプi土、やはり

第IV段階において、議目文

土器は C.D類を中心、に、

重弧文土器はD~G類、 x

字状把手付大警は F.G類

と、それぞれの容量グルー

プ構成がある。つまり、そ

れぞれに容量規定があり、

ヤ芝コニ
。力日夕イブ

キ
-曽タイプ

連弧文タイプ。

箆日文タイプ

加 a 曽折衷タイプ

兵、 σ〉 他

I II 

(+) 

(十)

(ー)

(十) (~) 

(ー) (ー)

( I ) (II) 

111 IV V VI VI! 

II (1Il) (lV) (~) (一)

Il 1lI IV (ー) (ー)

(1lI) (lV) (V) (Vl) (ー)

II m (ー) (ー)

II !!l IV V (ー)

(1Il) (lV) (V) VI VII 1つのタイプの中で機能的

差異が認められる。

(5) 加曽利・曽利折衷タイプ

(+)不明(~)個体なし

第 l表 容量グループ構成面から克た各タイプの段階

は第V段階において、口縁
(基本タイプの容量グループ構成との比較から)

部文様:帝の喪失の点で基本タイプに先行する。

しかし、容量グループ構成は基本タイプの第IV

段階のままである(第 2. 4図、第 l表)。つ

まり、文様構成が優先し容量構成がそれを追随

することがわかる(註。

(6) (2)、(5)、そして第 1表より、各容量グループ

構成は 1段階のずれはあるものの、それぞれの

タイプが共通性を持ち、持期(段階)相を表す。

3.容量 ブのなかのタイプ

前項のような容量構成とその変遷をたどる各タ

イプは、容量グループの側に視点を移した持、そ

の中でどのような組合せとその変遷を示すであろ

うか。そこで本項では、その点を各容量グループ

のなかのタイプ構成(第 5図)から共時的かっ適

時的に分析を進める。

A類のなかのタイブ

全体に個体数が少ない。第IV'Y段階i立、連弧

丈タイプを中心とする構成をとる。また、第四段

階には 4タイプの土器が見られる。

B類のなかのタイプ

1 . III段階l土、両キャリバー形口綾部無文帯タ

イプが構成の中心となり、第IH段階では 3タイプ

が付随する。

第IV段階に入ると、様相は一転し連弧文タイプ

が中心となり、力日曽利・曽利折衷タイプ、および、

その他が付随する。第V段階l土、基本タイプに連

弧文土器が付随する形をとる。

C類のなかのタイプ

第III段階てすま、基本タイプを中心に他のすべて

のタイプが均一に付随する。第IV段階に入ると、

その中心を連弧文タイプに移し力日曽和Ij.曽利折衷

タイプがやや多く他のタイプが均一に付随する。

さらに、第V段階では、加曽利 a 曽flj折衷タイプ

が中心となる。

D類のなかのタイプ

全段階を通して、基本タイプがC類以上に安定

している。第IV段階を除けば、全段階で中心をな

している。特に、第 1. m段階が目立つ。付随す

る主なタイプとしては、第n段階ではキャリパー

形口縁部無文帯タイプ(曽利系)、第m段階では

すべてが出揃うが中心はキャリパー形口縁部無文

帯タイプ(曽利系)、寵白文タイプである。

趣を異にする第lV段階l土、連弧文タイプが全体

の過半数を占め、龍日文タイプ、力f!曽利・普利折

衷タイプが並んで、それに続く。第V段階では 5つ

のタイプが平均化する。

E実質のなかのタイプ

第 I-HI'Y.Vll段階で¥基本タイプを基調と

する構成がとられる。第HI段階で 4タイプが付隠

する。第IV段階は、 A~D類と同様に連弧文タイ

プを構成の中心とする。加曽利・曽利折衷タイプ

がイす随するタイプの中心となる。また第VI段階は、

それのみで構成される。その他の個体数も増加す

る。

F類のなかのタイプ

基本タイプ、キ午リバー形口縁部無文帯タイプ

は低調で¥中心は龍白文タイフ。の土器へと移る。

第IV段階は、龍白文タイプと連弧文タイプが全体

をほぼ2分する。第百段階では、基本タイプ、加

曽利・曽利折衷タイプ、その他が全体をほぼ3分

する。



G類のなかのタイプ

F類と類似してはいるが、基本タイプが第m.
VII段階を中心にしっかりしている。他のタイプが

付随する段階もある。第IV段階は、他段階とは異

なり寵目文タイプ (x字状把手付大窪・重弧文土

器)が中心となり、連弧文タイプ、力日曽利・曽利

折衷タイプが続く。

以上、各容量グループのなかのタイプについて

分析してきた結果、次のことが明らかとなった。

(1) 各容量グループ(A-G類)は、一つのタイプ

20 

10 

(段階)

圏基本タイプ

ロキヤリバー形口縁部
無文帯タイプ(加曽手IJE系)

(個数)1B 

(個数)1D 

璽連弧文タイプ

凹鏡白文タイプ
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を基調にした組合せ、数種のタイプによるほぽ

均等な組合せの 2通りのうちのどちらかを示す。

一つのタイプを基調とした組合せを取る時、

基調となることの多いタイプは、やはり基本タ

イプが一番で (C-E. G類一第四段階ほか)、

そして第IV段階に爆発的に現れる連弧文タイプ

も基調となることが多い (A-E類一第IV段

階)。数種のタイプによるほぽ均等な組合せを

示す例 (A.B類一第m段階、 D類一第11段階、

F.G類一第IV段階ほか)は、 2-5タイプに

(個数HE 

F 

圏加曽利曽利折衷タイプ

国その他

図 グ (曽利系) 第 5図 容量グループのなかのタイプ構成
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よって構成される。 F.G類第IV段階は、連

弧文タイプと龍白文タイプ中心の組合せとなっ

ており他と趣を異にしている。

(2) 次に、基調となる土器に注目してみると、ま

ず、第IV段階において基本タイプから連弧文タ

イプにきれいに入れ替わる様子が容量グループ

の中心をなすC-E類で顕著で、ある。また、 G

類では連弧文タイプと鐘日文タイプの組合せに

よって、それが行われる。一方、前段階に基調

となるタイプを持たず、第IV段階に至って基調

となるタイプ (A.B . F類の連弧文及び龍目

文との組合せ)が出現することもある。このよ

うに連弧文タイプは、それまでの加曽利E様式

の様相を一掃するかの如く卓越するのである。

しかし次の段階では量を減じ、再ぴ東関東で息

づいていた加曽利E式(基本タイプ)が復活す

る(秋山 1980)。また数類は、加曽利・曽利

折衷タイプに入れ替わるもの (C'E類)、ほ

ぼ均等な組合せとなるもの (D類)もみられ、

純粋な復活とは言いがたい。

(3) 最後に、容量面からは機能的に同じ各容量グ

ループ (A-G類)のなかには、 2通りのタイ

プ構成がみられたが、各タイプは容量グループ

中におけるその割合から、その中での受け持つ

役割の大きさがわかる。つまり、基調となるタ

イプは、その中での機能の大方を担うこととな

り、数種の均等な組合せの場合は、各タイプが、

それぞれ均等に機能を分担する形となる。した

がって、第IV段階において基本タイプは連弧文

タイプ(箆白文タイプ)に機能を転嫁し、連弧

文タイプはさらに次の段階で他のタイフ。へと転

嫁したものといえる(註24)。

III. まとめ

1 .加曽利E様式の土器容量とそのタイプ

前稿(黒岩 1987) の続編として、東京都内の

加曽利E様式深鉢形土器 (325個体)を対象に、

その容量面とタイプとの関係から分析を進めてき

た。まず、求められた容量値はA-G類 (0.5-

15.0<且)の容量グループに分けられ、深鉢形土

器325個体から抽出された 8つのタイプのいずれ

かに分類された。分析は、分類された個体を容量

グループ、タイプの両側面からグラフ化し、その

傾向を共時的・通時的に捉えることにあった。

A-G類に分かれる加曽利E様式深鉢形土器の

容量グループは、第 1-VlI段階において祖それぞ、

れの変遷をたどる。さらに、これらの各容量クツレー

プは、段階ごとに変化する 6つのタイプの組合せ

によって形成されている。その組合せは、大きく

分けて 2種のタイプ構成となる。基本タイプ(第

m段階ほか)、連弧文タイプ(主に第IV段階)そ

れぞれを基調として他のタイプが付随する形をと

るもの。 2-5タイプのほほ吐勾等な組合せ (D類

第II段階ほか)を示すものの 2種である。

第m段階から第IV段階へと段階が変化する時、

各容量グループの中でタイプ構成の基調が基本タ

イプから連弧文タイプに突如として変化する。各

容量グループ中で基本タイフ。が持っていた機能が

連弧文タイプへと転嫁されたと考えられる。この

変化は加曽利E様式の中では大きなタイプ上の転

化であるが、(容量面からみて)機能的には前段

階の機能がそのまま次段階へ転嫁され、さらに発

展・成熟をみた現象であり、極めて安定している

といえる(黒岩 1987)。加曽利E様式において、

容量面からみれば確立・成熟期といえるこの時期

に、その様式の全体を通しての基調たる基本タイ

プが、機能的に主体となれなかったことは、真に

皮肉な現象である。しかし、逆に言えばそこには、

機能的なゆるぎない流れがあり、用途の同一性を

も感じるのである。

一方、各タイプを重視し、容量グループ構成と

その変還をたどって見ると、それぞれのタイプの

機能的側面が明らかになってくる。

キャリパー形ロ縁部無文帯タイプ、篭目文タイ

プ、力日首利 e 曽利折衷タイプは、それぞれ l段階

ずつ遅れて基本タイプの容量構成とほぽ同形を示

す。つまり、基本タイプは他タイプに 1段階先行

し容量グループ構成を整え、他タイプはそれを追

随する形をとる。やはり基本タイプは基本タイプ

たる役割を果しているのである。また、容量面か

ら見ると、上記のタイプと基本タイプは時期相と

して段階ごとに規定されてはいるが、タイプの違

いによる機能的差異はないことがわかる。

しかし例外として、第白文タイプと連弧文タイ

プの 2タイプが挙げられる。

龍白文タイプは全体では機能的差異が認められ



ないが、第IV段階において龍目文土署長一C.D類

中心、重弧文土器 D~G類、 x字状把手付大窪

~F' G類、という様相を示す。タイプの中での、

さらに細分タイプによる容量面から見た機能的差

異がわかる。今回は寵白文タイプとして一つにま

とめたが、本来的には一つにまとめられないタイ

プ群なのであろう。

また連弧文土器は、やはり第iV段階において C'

D類が他を圧して多く、容量が規定されている。

このタイプは容量面から見て他タイプと機能的差

異が明確で、ある。つまり連弧文土器は製作時に、

器形・文様などと共に容量も揃えられていたので

ある。

最後に、第V段階の加曽利・曽利折衷タイプは、

口縁部文様帯喪失という点では基本タイプに先行

し、容量クツレーフ。構成の点で、は 1段階の遅れをと

る。つまり文様構成と容量構成は分離された意識

概念であり、文様構成伝達的機能(松本 1986)

が優先し、容量構成一実用的機能(松本 1986) 

が追随することがわかる。

2.今後の課題と麗望

深鉢形土器の容量とタイプについて、いくつか

の現象が捉えられ、それに伴い今回新たな課題も

生じてきた。前稿の課題も含めながら今後の展望

を考えてみたい。

1圏分析資料が、住居祉出土のものに限られてお

り、他遺構・遺構外のものはほとんど除外され

ている。データの安定と力日普利E様式深鉢形土

器全体を捉えるためにも、それらの分析は不可

欠である。さらに最近、個体数が希薄で、あった

第V~VII段階の資料報告(安孫子 1988ほか)

も増えてきており、それらも含めて分析資料の

より一層の充実を図っていかねばならない。

2. また、今回地域が便宜的に東京都内に限られ

た分析だったために、第IV~V段階における逮

弧文タイプの盛行ー衰退の様相が充分に捉えら

縄文土器の大きさ(2) 11 

れなかった。東関東に息づいていた加曽利E式

(基本タイプ)が復活する(秋山 1980)様子

を明確に捉えるためにも、埼玉を中心とする東

関東地域の分析、そしてその地域との比較検討、

さらには加曽利E様式として一つに統合してい

く必要がある。

そのことによってタイプの転化と(容量面か

ら見た)機能の安定との矛盾にも何らかの答え

が見出せるであろう。

3.加曽利E様式深鉢形土器において、連弧文・

箆目文タイプを除く他タイプi土、タイプによる

機能的差異は認められなかった。しかし各容

最グループ中には、 2~5 タイプの組合せが存

在する。同ーの機能をもっ各タイプは同ーの用

途に使用されたのであろうか(註25)。炭化物。

煤等の付着との関連(北上市教委 1980、藤村

1981、1983)や、土器の出土状態との関連な

どを通して検討していく必要がある。用途の問

題は、機能的差異が認められるものについても、

その用途を限定することは今の段階では容易で、

はないのである(藤村 1983)。

4.加曽利園曽利折衷タイプの第V段階の現象に

ついて、長野・山梨県地方の曽利式土器と基本

タイプ、折衷タイプの 3者による容量・文様構

成の比較を行うことにより解釈していく。この

ことにより、加曽利E様式と曽利様式問で行わ

れた容量・文様構成双方の情報交換のメカニズ

ムが明らかになるのではないか。

なお、今回遺跡間の比較分析を終了し、連弧

文タイプlこ焦点を当てた住居士l上間の比較分析も

行ったが、紙面の都合上発表は次の機会に譲り

たい。

小稿は昭和60年度、園肇院大撃の卒業論文の

一部を抜粋し、力日筆・修正を加えたものである。

(1989年 3月14日稿了)
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設 1 この目盛りは、土器の大きさ(口径 e

半径 容量 半径。 。 12.5 7359 類 容量(9.) 口径・器高(cm)

器高)を大きくする時の、その容量

の変化憶を用いた目盛りである(第

2表)。

0.5 

Hi 
2.0 

2.5 

0.4 13.0 
ワd 13.5 

12 14.0 

30 14.5 

58 15.0 

8278 

~í'o _l 
(A') (0.3) (6.8. 8.1) 
A 0.5 8.0・9.6

10339 

11487 

12717 日 l 10.2・12.2

註 2 A類-0.512あたりにまとまりをみ 3.0 i 101 15.5 14031。→ 
せる一群。

B類 1 Il前後にピークを持つ一群

(0.8-1.5Qぐらいの広がりをみせ

る)。

C類-2且前後にピークを持つ一群

(1. 6-3. zeぐらいの広がりをみせ

る)。

D類 5立前後にピークを持つー若手

(3.3-6 Q ぐらいの広がりをみせ

る)。

E類 8 Q前後にピークを持つ一群

(6.5-10旦ぐらいの広がりをみせる)。

3.5 1日1 16.0 1543 

4.0 241 ! 16.5 16929 

4.5 343 17.0 18512 

同子
471 17.5 20194 

626 18.0 21974 

6.0 813 寸玄言1一五蕊「
6.5 1034 19.0 25844 

7.0 1292 19.5 27939 

7.5 1589 20.0 30144 

8.0 1929 20.5 32461 

8.5 2314 21.0 34895 

9.0 2746 21.5 37447 

由。5 3230 22.0 40121 

10.0 3768 22.5 42919 

10.5 4361 23.0 45845 

11.0 5015 23.5 48900 

11.5 5730 24.0 52刀88

12.0 1 6511 I 

(cm) (cc) 

C 2 12.80 15.3 

(Di (4 ) (16.1 . 19.3) 
D 5 17.4' 20.8 

E (E!)i ! (7 ) (19.4 . 23.2) 
B 20.4・24.4

11.5 23.0 ・27.6

第 3表容量グループA-F
の大きさの変化

(黒岩 1987より)

第 2苦笑

修正自盛(V = I .2l[r3の変化値)

(黒岩f1987より)

F類 11. 5 e前後にピークを持つ一群 (10.5-15eぐらいの広がりをみせる)。

G類一15Q以上に点在する容量の大きな一群。最高46.2eにまで及ぶ(第 3表)。

紘 3 (安孫子@秋i1J.中凶 1980)による。

設 4

(全体) 1 II lH W V 羽 粗

21 リ
10 20 0 10 2u 0 ，0 20 骨 10 20 0 10 20 0 I自 20 (l Hi 20'狗 1

第 6図 全体と各段階の様相(容量誤差修正由盛一百介率) (黒岩 1987より)

第 l期(第 1. II段階) 容量グループがすべて揃ってはいるが、希薄で区分もやj然としない加曽利E様式の成立期。

第2期(第lH-V段階) 容量グループが明確に分かれ確立する加曽手IJE様式の擁立・成熟期。特に第IV段階では、

それが顕著であり成熟期としてふさわしい時期といえる。また、第V段階l;l容量の分化が起こり次の段階への移行

的様相を強める。
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第3刻(第VI.VI段階) 容量の小さいグノv-フ。が消失し、大きなクツレーブ。か、代って盛行するJ]日!塁手リE様式の後退期。

力H曽相JE様式的幸子量グループが崩れ、次の段階(縄文時代後黙称名寺様式)への移行期を迎えている(第 6図)。

註 5 (小林、 1977) によるが、この場合は恭形と文様区とモチーフを総合して分類した類(植田 1986) の概念に近い。

設~ (藤村 1981、1983) では、器形区分(深鉢、台付深をふ鉢、台イす鉢、浅鉢、台付浅鉢、査、注目)、装飾区分(I 

一縄文のみ、江一口頚部に沈線文、 E阿部以下縄文、Ill-胴部上半雲形文・工字文、胴部下半縄文あるいは無文、 IV

無文・黒色研磨・赤色顔料塗彩)、容量(構成)類型 (0-2-3 t 、 P-2-~3Q 十 10 iL以色、 C)-2-3Q

中心ですべて、そのうち(，)，-10.e以上なし、 Q，-lOQ以上あり、 R-IO.e以上中心ですべて)としている。

註 7 (膝村 1981) によれば、鉢において突起口縁一小型中心十 5Q以上、平泳ーすべて小型でO.5.sあたりに集中、

という傾向を示し、口頭部の形状と容量が結びついている。同じことが台付鉢、浅鉢、台イす浅鉢にもいえる。

註自 (長野県中央道 1981)では、容量分布(迂-1Q付近、③ 2e弱-4 P.、⑬ 4~.lO e、⑬10-22Q、⑦45Q付近)

で?ある。

註日 しかしその一方で、「胴部のわずかなふくらみや日縁部73)設が、計算された容量を大きく変えることも事実でめり、

見た目には両系統の差は感じられないが、それは意識して作られた結果ではないだろう。全体の形の違いが徽羨を

生み出しているともいえよう。また 函でみる限札特に穴ノj、の組合せを意識して作られた、大きさの規格性はう

かがえないの」とも述べている。

設10 (長野県中央選 1982) では、容量分布一深幸三 (Ia-60Q以上、 1 b-20-40Q、II-1O-20e，ll!-3-'10Q、

lV-3 Q未1荷)、浅鉢 (1-6Q以上、 Il-2-5fl、lI!a-l-ZQ、Illb-le未満)である。

続11 註 5参照。

詮12 (安孫子。秋山・中西 1980) により、基本タイプの細かい変遷をたどると、第 I段階、東京都内である武蔵野台

地では口綾部文様帯に横5字状モチーフを持ち、地文にl対話糸文を施文している。第II段階に入ると、横S字土文

が渦巻文を確立する。また地文は縄文が次第に増し、撚糸プとと屑を並べる。そして多くり、頭部に然文帯を持つよ

うになり、体部の懸垂文が盛行する。第IHf!{

階に入り、渦巻文はきらにj品巻と精円の組合

せに立をイじする。地文は縄文に統ーされる。第

IV段階でJま形式的には変化しないが、量的に

極端に減少する。第V段階に至っては、橋同

区間文が弛緩し、胸部の懸垂帯は幅広の廃消

帯に変化する。なお、地文として櫛状工具に

よる波状条線文が表出される。第VI段階には、

前段階までの口綾部文様市が喪失するように

なるが、前段階のままに口綾部文様帯をもつ

ものを共伴する例もある。逆u字状モチーア

と共に蕨子状j宮、垂文が廃行する。また、橋状

工具による波状条線文が多用される。第四段

階に入ると、前段階のU字状モチーフの下端

が鋭角イじすると共に、微隆起線の表出が盛行

する。また、しばしば称名寺式土器が共伴す

る(今今回の資料にも 4i'iliあり 当タイプに色、

める)。

註13 基本的に加曽利E系l立総3たが地文の主体を占

め、沈線文によりモチーフを表出する。一万、

曽手11系l土条線文 E 沈線文が地文:の玉体を占

め、液状などの隆常によりモチーフを表出す

ることカず多い。

註14 (安孫子四秋lLJ.中西 198自)によれば、加

替手!JE系は第!Il段階、曽利系は第IV段階まで

で系統が消滅寸るとしている。

1 n m w v w 
(22) (21) (76) (iI6) (45) (22) (23)(個体数)

第 7図 各容量グループの段階別占有率
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註15 (山崎 1986)によれば、編年的には、第II段階一第V段階に位置するとしている。

註18 (安孫子・秋LIJ・中西 1930)によれば第 I段階から第V段階まで変遷がたどれるとしている。

註17 (安孫子 a 秋山・中西 1980) によれば、重弧文土器は第 I段階より存在し、第V段階に入ると口縁部とI阿部の河

方に太い沈線で重弧文が描かれるようになる。

註18 (安孫子 e 秋山・中西 1980) によれば、同心円文の系統は第m段階まで"たどれるとしている。

註19 (安孫子・秋山・中西 1980) によれば、この系統は第II段階に出現し、第V段階まで続くとしている。また、こ

のタイプl土、他の能回文土器とは形式的に差異を持ち独立性が強い。

註20 測定した加曽利E様式深鉢形土器は325間体。このうち、第 l段階 22個体 (6，8%)、第II段階 21個体 (6.5%)、

第m段階 76個体 (23.0%)、第IV段階 116個体 (35.7%に第V段階 45個体 (13園8%)、第VI段階-22個体 (6.

8%)、第VI悶階-23個体 (7.1%)(第 7図)。※前稿(黒岩 1987) とは、第m、IV段階で個体数が 1個体違うがこ

れは今回の訂正の結果である。

註21 曽和j系第IV段階では、 C類をピークに持つものの、 D.E.G類が少ない点で基本タイプ第III段階とやや趣を異

にする。やはり、基本タイプを追随すると 1;)言っても、所詮追随なのである。

註22 第VI段階では、基本タイプ第V段階の容量の大きいグループ (E-G類)を追随する形をとる。

註23 基本タイプとキャリパー形口縁部無文帯タイプ、寵日文タイプ(能回文・重弧文土器)とは、段階ごとに文様モ

チーフ等の共通性が見られ、容量グループ構成のみが返れる。しかし、加曽利 α 曽利折衷タイプの場合は文様構成

が基本タイ 7'に先行し、より明確に容量構成の追随する様子がわかる。

経24 しかし、同ーの容量グループ内のそれぞれのタイプが、同ーの用途に使用されていたとは限らず、用途の分化とも

考えられる(植田 1986)。

設25 (巽 1985) には、'lE倉院文書等には、陶片午、土片杯というように須恵器と土師器を区別しているが、おそらく

形態の異なる器形に悶ーの呼称を与えている。すなわち、当時の呼称は現代の我々の分類とは異なり、器形の細部

的な特徴よりも、浅い、深い、大きい、小さいというような基準(法量差)によって食器を呼ぴ分付ていたと考え

られ、両者の器種は、互換性を前提に法量規定されていたとすべきであろう。」とある。縄文土器も、これと同様

に、異なるタイプでも容量(大きさ)が同じならば、代用または最初から同じ用途に使用されていたと考えられな

いだろうか。文様構成等は土器製作時にのみ意識されたものと仮定すればのことである。
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長野県iこおける古噴時代前期の地域的動向

I はじめに

n 古式土師器の編年

1.編年基準

2.各地域の編年

(1)北信地方 (到来信地方 (3)中信地方

(4)南信地方北部(諏訪・上伊那) (5)南信

地方南部(下伊那)

I はじめに

弥生時代から古墳時代へと移向した背景を、決

して文化的園経済的な事由でのみ説明できないこ

とは、あえて言及するまでもない。それは例えば、

前期古墳の副葬品に顕著な宝器類、あるいは古墳

そのものが地方へと波及した背景と絡めて首長層

レベルでの畿内と地方の結合を説くように、とり

わけ政治的側面が注視されるのである。だが、政

治的変革の内容を解明する手掛かりが土器の姿態

にもあることは、既に多くの研究者が認識すると

ころであろう。

かつて岩崎卓也氏は、古式土師器にみられる斉

一化現象を「大和政権の政治圏の展開といっ歴史

的事実を媒体として成立」したと解し(岩崎 19 

63)、具体的には、大和を根幹とした流通機構の

再編成とそれに伴う交易権の獲得に事が起因する

という(岩崎 1979)。

一方、大参義一氏による S字状口縁台付墾(以

下S字窪と略す)の研究(大参 1969)や、湯川|

悦夫・加納俊介両氏による東日本の古式土締器成

立過程に関する検討(湯)11 .加納 1972) を通し

て、にわかに東海地方西部国の動向が注目される

ようになり、土器の移動現象からの研究がさかん

となった今日では、東日本への働きかけが、畿内

地方に先んじて東海地方西部に認められるという

ことに落ち着きつつある。

その場合でも、岩崎氏は畿内を核とする組織的

な動きの一環として捉えるが(岩崎 1984)、そ

の当否は別としても、東日本への干渉に新たに畿

宇賀神誠司

III 地域的動向

1.地域圏の変質

(1)弥生時代後期 (2)古墳時代 I期 (3)古墳

時代II期

2.動向過程

IV おわりに

内地方が加わることは、そこに社会的・政治的変

動を求めるのに充分で、ある。古墳社会への転換は、

それまで小地域を単位とした、いわば閉鎖的な社

会を崩壊せしめたのと同時に、また新たな地域圏

を形成していったに相違なかろうが、その盛衰や

空間枠そのものが、社会的・政治的変動に強く左

右されるらしいことは容易に想定し得る。

妥当なら、逆に各地域圏のそれをうかがい知る

ことで、その変動を一部具現化することができま

いか。まずは、長野県内の動向を追うことで若干

の検討を試みてみたい。

II 古式土師器の編年

段階を追って地域的動向を探ろうと考えるが、

その前提となる編年の枠組を提示しておきたい。

1 編年基準

東日本での該期編年研究は近年整備化されつつ

あり、大網はほぼ確立したといえる。小型精製土

器群は早くに注目されたが、その消長や型式変化

によって編年基準を規定する場合が多いため、地

域間の整合も比較的容易になっている。また、大

参氏に始まる S字警の分類及び続年が、後に安達

厚三氏や赤塚次郎氏等によって整理・細分され

(安達・木下1974、赤塚1986)、東日本に広範な

分布をみせるそれとの比較も可能となってきた。

ところで、長野県では弥生時代がそうであった

ように、古墳時代に入つでもなお地域色が濃厚で、、

全域を網羅しての一貫した基準による編年はいさ
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きか至難とえる。したがって、各盆地単位での編

年か望ましいが、その場合でも在来系土器の型式

変化に裏切られない限り、小型精製土器群の消長

と伴出する S字斐の型式に主眼を置き、それぞれ

の整合性を高める必要があろう。

上記の観点からすれば、概ね二期に大別でき、

資料によっては、さらに各々古・新二段階の小期

を設定することが可能である。

I期から II期への変化は比較的容易につかめ、

在来の土器では、弥生土器に系する窪・壷・高杯

・鉢等がほぽ消滅し、また新しい要素としては、

小型丸底土器の盛行、口縁が二段に屈曲するもの

も含む小型丸底鉢の出現ないし定着、その他外来

系土器では、布留式護、赤塚氏のいう B系統C類

のS字警が加わる。赤塚分類A系統C類S字斐は、

I期新段階に位置するが、小型丸底土器を伴出し

た例を未だみない。小型丸底土器出現期とする三

重県大畑遺跡SK-1.奈良県平城宮下層遺跡出

土資料に伴う S字菱がこれならば、長野県ではや

や遅れて登場するということになろう。

しかし、このことは、ひとり長野県に限らず広

〈東方をみてもA系統C類と小型丸底土器が伴出

した例は僅少で、あり、盛行という意味では、同様

にしてII期以降の出来事のように思うがいかがで

あろうか。さらに、 S字斐が斐の主体となる上野

や駿河・甲斐地方では、 A系統C類まで歩調を等

しくした型式変化を示すものの、以後、肩部ヨコ

ハケの消失をはじめとして独自な変化をとげるが、

これまた小型丸底土器の盛行は後者に認められる

のである。ならば、長野県で I期新段階に小型丸

底土器を含む可能性を残しながらもその盛行とい

う歴史的事実から、あるいは二段屈曲口縁鉢や饗

にみられるような出自を直接幾内にもつ土器の出

現、更には在来系土器の一新がなされること等々

で大きな画期を認め I期II期とを分かちたい。

また、各期内の小期は在来系土器の型式変化も

加味するが、基準となる特定の新出的土器に頼る

ところが多いから、伴出の偶然性と絡み、実際に

はどちらに位置付くのか不明なものも多い。小期

を確定し得る特定の土器とは、 I期ではS字斐の

A系統B・C類、脚部裾が湾曲して終る元屋敷式

系の高杯、器受部端が稜をもって折り上がる小型

器台、 II期では脚部が柱状に伸びる畿内系の高杯、

X字状の小型器台である(註 1)。

2 各地域の編年

(1 ) 北信地方

南域では、純重な作りながらも A系統B類S字

斐を伴出した上山田町御屋敷遺跡Y-4号住が、

I期古段階の標準資料となる。在来の斐・高杯に

型式変化が乏しいことを思えば、元屋敷系の高杯

及ぴ北陸系の豪を伴なった長野市四ツ屋遺跡30号

住、小型高原及び北陸系高杯を伴なう御屋敷遺跡

Y-1号住も同じ範鳴で捉えられよう。

続いて、長野市浅川扇状地遺跡群牟礼ノてイパス

A地点 1・2号住をあてる。在来系高杯の消失、

警の変化が観察できる。これを I期新段階とする。

間際に囚ツ屋遺跡17・24号住資料を組入れること

も考えられるが、いまは慎重でありたい。

II期では、古段階に更埴市灰塚遺跡H-1号住、

新段階に牟礼バイパスD地点 4号住をあてる。

なお、中野市安源寺遺跡H-1号住は I期古段

階併行とし、また、一括資料に恵まれない飯山地

方については編年の対象としない。

(2) 東信地方

I期古段階にA系統B類のS字奮を出土した上

田市西光坊遺跡8号住をあてる。北信地方と同じ

理由で、同期に同3号住、佐久市下小平遺跡Y-

2号住を含める。

I期新段階では、佐久市瀧の峯 2号墳で有稜の

小型器台を伴なう良好な資料を得ている。窪・大

型鉢・赤彩の多用に前代の名残りを留める。在来

の高杯を伴出するが、小諸市久保田遺跡Y-3号

住も該期に位置付くものであろう(註 2)。

II期古段階には、佐久市栗毛坂遺跡8地区113

号住・同腰巻遺跡5号住(註 3) をあてる。小型

丸底土器の伴出をみないが、ともにB系統C類の

S字警が出土していることからこれとした。

II期新段階比定資料は、今のところ望月町後沖

遺跡16号住にのみ認められる。

(3) 中信地方

松本市三の宮遺跡で I期住居枇11軒を検出して

いる(註 4)。伴なう外来系土器は、少量の小型

高杯・元屋敷系高杯・ヒサゴ牽・ハケ整形窪に絞

られ、古・新のいずれに属するか問題となるとこ

ろであろう。斐は、弥生時代のそれに対して著し



い型式変fじを遂げているものの、前代の高不を豊

富に残しており、ともすれば吉相を示す。とりあ

えず i期古段階に収めるが、 A系統C類のS

を伴出したことて手庁段階とした同向畑遺跡3'7号住

にも同類の警がみられる。両者に共有する時間が

ないにしても、短い待問r!屈で、の推移と考えられる。

IHt月の資料 i立、布留7式奮を多出した松本市~6行

遺跡・向畑遺跡にみられる。ともに古段階に比定

し得るものであろう。

なお、新設|習の資料i土、未fこす尋られていない。

(4) 南{雪地方北部

岡谷市橋原遺跡100 62号住が I期の資料である。

10号住で在来の高不を残すことから古段階に位置

する可能性が高い。護は形状こそ変化に乏しいが

文様、の消失イI~傾向が既にうかがえる。他に、同 8

~ 57・63号住 E 諏訪市千成社遺跡 9011号住もこ

れしに含める。

H期にじ:伊那市堂:垣外追J跡 1号住・茅野市下室長

河原遺跡一括出土資料・諏訪市本城遺跡31号住。

関谷市新井南遺跡2 る。すべて

にB系統C類のS字窪を含む。うち、 C類でもさ

らに退化の著しいS字警を出土し

では、科部柱状となる高王子も伴出している。した

がって、これのみn期新段階とする。

(5) 蔚信地方織部

下伊那j也方の編年は飯田市恒Jil

詳しく触れられている(山下 標準資料及

び併行関係の一部に見解を異にする苗もあるが、

概ね I期古 a 新、 n期古が恒川問、 Vll、vm期に対

応する o

u訴古段階は恒)11遺跡B

準資;将として、他に松)11

山岸遺跡 7号j主もこれに含める。護に文様を施す

ことは殆どないようだ。

I期新段階はA系統C類の3字き撃を伴出した↑亘

)11遺跡A-5号住のみ一括資料として挙げられる。

在来系の警が既に消失している可能性もある。

II期古段階には、恒川遺跡A-4号住 'B-2

・to号住が該当する。 B系統とは違ったS

型式変化が行われている点が注視される。

II期新段階の資料はここでも僅少である。初期

須恵器が確実に伴出するようになるのは、恒)ilX

期併行期になってからのようだが、恒)11

長野県における古墳時代前期の地域的動向 Jア

で既に須恵器生産が開始されてい

むしろ、 E一溝15第 4層出土土器の一部をもって

Vl日期とIX期際簡を埋める方がよいのではないかと

考える。飯田市清水遺跡にも該期資料を認めるも

のの、 43号住を除いて恒)IIX期以降のものを伴出

した方形周溝墓からの資料であるため、笹川遺跡

同様 A 括性に欠付る。あくまで補足資料として提

示するに留める。

m 

}
J
 

1
 

f
l
 

一般には、弥生時代も後期では、千曲川水系を

基盤とする

1うす

対峠する形で存立したとされている。しかし、そ

の中間域の松本平や諏訪盆地・伊那谷北部の土器

相が長体化してρ 〈中で¥二。三、疑義が提出さ

れることとなった(市沢 1986・宇賀神。

また、↑如jえiJ' 内にもいく

ヴ
、一

つカ、のj也域色がみられることは二極対峠を強く主

張する笹沢治氏も認めるところであるから、隣接

する地域間の交流によって相似た土器を作出する

ことがあっても、それは弥生社会通有の閉鎖性の

範囲を越之るものでなく、すなわち各，盆地単位の

展開を想定した方がよい。いわば伝統的な地域関

係が、にわかに崩壊しはじめるのは、弥生時代後

期末、東海西部欠LLI式新段階の頃である。

欠山式土器をもたらした人々は、目下のところ

松本平からさらに北上することがなかったと言え

る。この動きによって影響することのなかった東

ゅ北信地方を除いては、微弱ながらも変化を遂げ

ることとなった。

下伊那池方l立後期前阜の頃までわずかながらの

高王手を組成に含む以外、これといった供萩用土器

を抽出?きない地域で及、ったが、続く後期後半に

・高森町出平神社付近遺

跡等でうご 出土をみることとなる。飯

国市酒屋前遺跡 7号住例をみれば、それは高郎に

限られることではなかったらしい。号室に施される

;波状文が次第に失せてい〈のもこの頃からのよう

で¥ー早く東海地方西部からの波を吸収したこと

の表徴と考えられる。
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第|図 長野県の古式土師器の変遷(その 1) (1 : ! 2) 
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第 2函 長野県の古式土師器の変遷(その 2) (1 : 12) 

|・トト 11.12岡谷市橋j東遺跡!日号住， 2-6・8.13向62号f主， ILi・ 17・19 . 22.24.26，28茅野市下蟹河原遺跡， 15・16・18・20。

21.25・27.29伊那市主主恒外遊跡 i号{主， 30~38岡谷市新井南遺跡 2 号住 39-44飯田市恒川遺跡 B -16号[主， 45-

52向A-5号{丸 53，54.57・58'61置 62.64・66.68同 8-10号1主， 55・5君。60・63・67岡A-41主， 56・65.66.691胃8-4

号住， 70.71.73.76同呂ー潟15-4層， 72.74'75飯路市清水遺跡43号i主， 78-80i司N号方形周溝墓



一方、該期拠点集認のひとつで、あった松本平南

部の塩尻市上木戸遺跡lpらも、同様にして欠山式

土器が多出している。在来系土器群が根強〈残る

ものの、高f不や器台 e 装飾鉢といった供献用土器

に限らず、一部警や査にまで影響が及んで、いる。

としてもつ特殊な性格故に起こっ

たとすることもできょうが、局辺の塩尻市中

跡、.同国!II端遺跡でも多分にその影響を看取でき

ることから、土木戸遺跡にのみみられる現象では

ないようだ。

飯田地方からごいくとも松本平まで、かかる地方

の影響のもとに新たな地域色が芽生えてきたこと

を初術させるのである。

(2) 古墳時代 I朔

該J1:Jlに至ってようやく東包北信地方にも東海地

方商部に出 Eきをもっ土器の出現をみるが、古段階

における在来系土器群の型式変化はいたって乏し

い。前段階にみた松本平以南の如き経過を踏んで、

いないことに起因するものて、あろう。

あらたに起こる現象として、束。北信地方を中

心とした越後系ごと器の移入がある。中野市安源寺

遺跡や長門町中道遺跡の如く出土遺物の主体をな

す場合もあるが、概して混交して出土することが

多く、御屋敷遺跡Y-l号住の高杯、四ツ屋遺跡

30号{主の衰といったように供献土器の単独伴出例

も見受けられる。組成や製作技術に及ぼした影響

も少なくないのでないかと考えるが今は該期資料

の増加を待つほかない。

越後系土器の移入と相反するかのように束。北

信地方でl土、東海地方西部から直接持ち運ばれた

と考えられるものや中信地方以南に時折り出土す

る北陸地方南西部に系譜をき[<土器の出土をみな

い。 s字護についても稀少であり、叩き整形警に

至っては安源寺遺跡の一例を数えるに過ぎず、中

信地方以南の様相とは異なる。弥生時代後期同様

に東海地方西部の人的移動を含む直接的な進出が

なかった可能性が強い(註 5)。

(3) 古墳時代II期

古段階、諏訪盆地及ぴ上伊那地方に大きな変動

が認められる。該期資料はさきの 4例のみだが、

いずれも B系統 S字護を含むものであった。

「く」の字口縁護の出土をみず、本城遺跡の如ど

棄の主体となることもあるのであれば、ここでの

長野県におりる古境時代前郊の地域的勤前J 21 

地域色をなおさら注視しないわけにはいかない。

以前この問題について発言したことがあったが、

その後資料の増加をみていないから、今もその考

えを踏襲している(宇賀神 1987)。くり返すと、

下蟹河原遺跡・堂↑豆タト遺跡でみる大廓式上じ定の壷

の伴出から S字蚤の系譜を東海地方東部に求め、

直接的には軌を一つにする甲斐地方の影響とした。

土器作りの情報を主に甲斐地方から摂取したのな

らば、そことの強い結び付きを考えざるを得ず、

諏訪盆地を中心域とした甲斐地方の積極的な干渉

を想定するのである。

同様にしてB系統のS字察が出土する地域は東

信地方である。警の主体にはならないようだが主

要器種のひとつとしてあげることができ、諏訪盆

地周辺域とともに、異質なlIDをのぞかせる。だが、

ここでの影響は上野地方を考えるべきであろう。

一方、飯田地方。北信地方てすま、 S字婆はむし

ろ僅少である。かといって特別畿内色を強めるわ

けでもないから、それを欲することのない地域、

S字斐に警としての役割以上の機能を求めるなら

ば(加納 それを必要としなかった地域と

いえる。

2 動向過韓

きて、長野県では弥生時代後期後半になり、東

海地方西部を主とする進出がみられたわけだが、

松本平がその北限であった。その末端ともいうべ

き上木戸遺跡におけるさき該地方の進出に白を見張

るものがあるにもかかわらず、善光寺平にまで北

上することがなかったのはなぜであろうか。また、

これは、東海地方西部からの搬入土器をみないこ

とを初めとする諸様相からすれば古墳時代 I期に

も相通ずることらしい。とすれば、善光寺平は少

くとも古墳時代前期前半まではそれL程重視される

ことのない地域であったと考えられなくもないが、

越後系土器の動きがそれを否定する。

越後系土器を多出する竪穴住居土止が、概して緑

色凝灰岩を原材とした玉造り工房社的性格も兼ね

備えたものであることから、玉造り工人として移

住する場合もあったという(笹沢 。緑色

凝灰岩製の玉類が前期古墳副葬品に顕著にみられ

ることを勘案すれば、工人集団を手中に収めた首

長、きらにこうした玉類の生産が大和王権の管轄
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のもとに行われたものである限り、集中的保有が

認められた首長が存在したはずである。またそれ

目、碧玉ないし緑色凝灰岩製玉類を副葬しない松

本市弘法山古墳や佐久市瀧の峯 1・2号墳に葬ら

れた人物とは質的に違うらしい。ともに、東海地

方西部系の供献土器を出土していることも決して

偶然のことではなかろう。すなわち、少くとも佐

久地方を除く束。北信地方では、ひとり北陸ルー

トで畿内地方との関係を強めつつ、松本平に君臨

する首長とは性格を異にして首長権をより強固に

していったものと考えられる。

まとめれば、 I期段階における外部勢力の進入

ルートには、東海地方西部による南回りルートと

北陸地方を介する北回りルートという勢力の異な

るこつの進路が想定できる。直接的な移入土器の

分布からすると、長野県に限ってはそれぞれが交

合することなく推進された可能性が強い。前者の

場合、とくに松本平を重要視し、 I期新段階には

弘法山古墳を生み、上野地方を目前にして佐久平

の首長層とも関係を深めることに成功したようだ。

また後者にみる動きからは、古墳築造開始期こそ

遅れをとるが、大型前方後円墳の発生をみる II期

へのいわば土台間めともいうべき段階を着実に推

進していたと考えられる。

二元的な動きが何に起因するのか、あるいは南

回りルートによる進行では、恐らく古東iJJ道と道

程を共にして上野地方以南にも及んでいたが、何

故交通の要所からはずれた松本平に重責を負わせ

たのか、興味深いところだがこれ以との憶測は避

けたい。

ところで、 I期と n期l土、小型丸底土器や小型

丸底鉢の出現ないし盛行ということをひとつの主

座に置いて大別したはずで、ある。換言すれば、 II

期は畿内色の顕在犯であり、事実、布留式警が伴

出するのもこの頃からであった。現在布留式窪は

飯田市恒川遺跡・伊那市堂恒外遺跡 e 松本市石行

遺跡・同向畑遺跡@佐久市腰巻遺跡等にみられる

ことから、 1有路を伝って招来されたに違いなかろ

う。同時に、 B系統の S字警が表顕するのもこの

頃であり、それまでA系統のS字言語を多出してい

た恒川遺跡では、:最早S字護の技術的供給ないし

搬入を認めえず、少量の変容著しいそれに限られ

る。パレススタイル査に対して柳ケ査の出こと例が

極めて稀な存在て、あることも忘れてはなるまい。

畿内の動きがにわかに顕在{じするばがりでなく、

東海地方西部の人々の手による進行の急激な衰え

を表徴しているのである。

古墳の盛衰にも大きな変化を招くこととなった。

善光寺平では、 j荷を期するかのようにして前方後

円墳の森将軍塚古墳が築かれるのに対し、東海地

方西部が直接関与して成立した松本平や佐久平の

首長慕に後続をみない(註 6)。東方進行勢力の

一元化が計られたことによって、首長層の等級的

再編成が実施された結果とみて大過あるまい。そ

れは外部勢力が課した地域的役割の変容に起因す

るものであろう。森将軍塚古墳が、長大な堅穴式

石室を備えた大型前方後円墳であること、それに

も増して三角縁神獣鋭の分有をみることなどから、

まさに大和連合政権の一翼を担った首長墓として

位置付けることができるのであり、一極地域的評

価の高い地であったことを意味するのである。松

本平や佐久平はというと、前方後円墳の築造を認

可されない地域、つまり大和にとってはきほど重

視する必要のない地域へと降下した過程が読み取

れる。

また、該期に諏訪盆地周辺が甲斐地方に吸収さ

れ、東信地方が上野地方と関わりを深めることな

どを考えれば、ことは単純で、なし地方首長層間

の連関にも変化を来たすことにもなったらしい。

あわせて、善光寺平の首長が「シナ /J を代表と

するそれで、あっても、首長権の及ぶ範囲はおもい

のほか狭い範囲に限られたようだ。

IV おわりじ

長野県下でみた古墳時代前期的動向には複雑な

ものがあった。それは、主に外部勢力のあり方に

左右されるものであるらしいことを述べた。西方

勢力の多元的侵入が長野県に限られるものでない

なら、同様に東日本の各地にも様々な変化を及ぽ

したに相違ない。弥生時代から古墳時代への転換

という大事業が、汎日本的な連合社会の結成を巨

的としたものであるがため、それぞれの地に中核

的役割lを果たす地域を設置しようとする大和の思

惑があったはずであり、それとは別に、東海地方

西部を主とする東進/!-ート上の要所として重視す

る地域も存在したであろう。このような地域的評



価・役割の二面性と、一般にはそれが時を等しく

しないことに起因して、地域圏の盛衰や空間枠の

変化を複雑なものにしている。

大和の思惑は大型前方後円墳の出現する地域で

具現されるが、先行した動きを示す東海地方西部

の求めた要所は県内でみた弘法山古墳や瀧の峯1

. 2号墳の如き形で表れるものと考えられる。

東海地方西部にとっては、弥生時代以来の小地

域を単位とする各首長層と結び付きを深めること

を必要とし、時には地理的に有益となる一部の首

長に前方後円墳ないしそれを基調とする前方後方

型の低墳丘墳築造の機を与え、一定の役割を寄与

していたのである(註 7)。東日本では、概して

前方後円墳に先立ち、前方後方墳及ぴそれに準じ

たものが築かれる傾向にあるようだが、日本海側

を除くそれに東海地方西部系土器の供献が多いこ

とを思えば、少くとも東海地方西部の進出をみる

地域の I期に相当するそれらについては、今のよ

うな想定も非難されるばかりではなかろう。

当を得たものなら、地によっては多少のずれが

あると思うが、前方後方形を基調にした古墳ない

し低墳丘墳が築かれる I期を模索期、各地に大型

前方後円墳の築造され始める II期を完遂期との換

言も可能である。

今まで触れることはしなかったが、北信地方に

も北域を中心として、飯山市勘介山古墳・中野市

蟹沢古墳・長野市姫塚古墳といった墳長35m内外

の小規模前方後方墳が確認されており、他に飯山

市有尾 1号噴・岡市高遠山古墳についてもその可

能性があるという(松沢 1983)。墳形のみの情

報に限られるものの、当該地方の初源期古墳とし

てみるむきが強い。森将軍塚古墳に先行するもの

か否か知る由もないが、中野市安源寺遺跡でみた

ように、 I期古段階からすでに善光寺平北域で越

後系土器を集中させる集落が経営きれていたこと

を考慮すれば、同様にして大和以外の地方勢力の

関与、すなわち越後地方を介した模索期古墳とし

て考えることも可能であろう。
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越後系土器は、長野を抜けて上野地方や北武蔵

地方でも頻繁に共伴する。さらに、神奈川県久門

寺遺跡や茨城県髭釜遺跡、福島県本屋敷古墳群等

にも認められ一部の太平洋沿岸域まで到達してい

くことは確かな事実である。茨城県から福島県に

かけての沿岸域では管見に触れたものだけでもそ

の他にいくつかの事例を挙げることができ(註

8)、にわかに集中する傾向にあるようだ。本屋

敷古墳群内の竪穴住居祉例をみると、出土遺物の

主体をなすものの、玉造り工房祉としての性格が

どこにも見出せない点示唆的である。当該地方の

初源期古墳として位覆付けられる本古墳群が前方

後方墳をもって開始されるのなら、ややもすれば、

古墳群の形成に関与したとさえとれるが、それは

あまりに早計すぎよう。だが、越後からの移住が、

終始玉造り集団でのみ構成されていないらしいこ

とは確かなようだ(註 9)。今後一考を要すると

ころで、ある。

以上、長野県における土器の姿態、及び前期古

墳の分布から内外の動向を恒間見た。外部勢力の

進出はおもいのほか多岐に渡っており、時には複

雑に相関しながら進行しているらしい。が、大き

くは、弥生時代後期に始まる東海地方西部の進出

と、それから畿内へと転換する II期に大画期を見

出し、それによる地域圏の質的変容の様子を考え

た。しかし、その画期に核となる地域を中心とし

た政治的・社会的変革を想定しながらも、その解

明に努力しなかったのは手落ちであろう。

また、新たな問題をいくつか提起したつもりだ

が、それらは今後の課題として残るばかりである。

分析方法の未熟さから多くの前提をもとに帰納き

せた面が多いばかりか、一部に飛躍の過ぎた場面

も多々あろうかと思う。このように愚稿を提出し

たことに筆者の無分別を自ら恥じる次第である。

大方の御批判を賜ることになろうが、それを通し

て、複雑な変動を遂げる弥生時代後期末~古墳時

代前期の動態解明に進歩がみられれば幸いである。
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設 I II期新段階の資料l立総じて少ない。目を関東地方に向ければ、東京都世田谷総合グランド遺跡11号{主・千葉県土字

遺跡66号{主等の資材を代表øu とする時期に併行すると考えるが、同様に、古式土師器全体の ~t~1 で占める割合は極め

て小さいと言える。近年増加傾向にあるようだが、小型器台をわずかに残しながらも、小型精製土器のひとつと言

える小型高ヰを伴う例は管見に触れず粗製の小型丸底土器を伴出することが多いなどの特色を具備しいるようだ。

また、栃木県花の木町遺跡や遠くは山形県下模においても当該苅集落の言問査が行われており、類似する土器若手が広

域に渡ぅて分布することも判明している。したがって、短期の内に終罵を向かえる組成かも矢口れないが、 n期古段

階と分かつべ〈要素を充分に備えていると確信している。

官主 2 おそらくは、 I期古段階に姿を消すと考える在来系高不 2点を伴うが、ひとつは炉体土器として再利用されたもの

であり、もう一方はピット内より出土している。ともに本来の機絡を失うていたようだ。

註 3 藤巻遺跡l土、佐久:埋蔵文化財調査センターと当センターとが-j謀、を画して調査を行っている。ここでの腹巻遺跡と

は、報告済みの佐久埋蔵文化財務査センター調査地点のことである。

詮 4 荷揚註同様に、ここでの三の宮遺跡とは、松本市教育委員会の調査によるものである。

註 5 安源寺遺跡より出土した叩き整形警やS字雪量を越後系土器とともに招来されたものとする考えもある(笹沢 1988)。

実証困難な問題だノア、充分予~~.しうることであろう。妥当なら、北信地方に分布する他の東海地方西部及び畿内地

方lこ出自をもっ土器に対しでも一応、の考慮を必要としょっ。

殺菌 但し、松本平では松本市中山36号墳を確認している。境頂より出ヱした豪から、 n期古段階に位置付く可能性が高

いと考えるが、小円墳に過ぎないこと、供献士、器の系譜が畿内地方にイ山れること等を勘案すれば、松本平における

首長層の権力的弱体化回 ri、部勢力の一元イむを否定するものでない。

註 7 この観点でいI-J-t:r、古来山道の要所とすべき飯包地方や言宣言方金地においても、今後詰告の峯 1-2号墳のような低墳

丘墳が発見される可能性もあろう。

設自 茨城県吹上遺跡 B 福島県南原遺跡。潟細田遺跡等。

駐日 加えて、山形県下でも関B遺跡釦宮町遺跡・八幡原No.43遺跡等刀注ら越後系土器が出土している。東海地方西部の直

接的侵入がまず三替えられないこと、天神森古墳や宝領塚古墳といった前方後方墳が最古の前方後円君主て凶ある稲荷森

古壌に先行するらしいこと、壌形が新潟県山谷古墳に類すること等から勘案すれば、ここでも越後地方が東海地方

西部と類似した動きを示した可能性をわずかながらに残しているのである。
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自 力、

12世紀の護主購具の:権楠

L はじめに

2.吉田川西遺跡の時間事由

工地域別の編年

松本平諏訪北f言

伊那谷東信木曽谷

上はじめじ

従来、1O~13世紀にかけての食膳具の様相は、

はっきりしたものではなかった。近年、沖積地の

大規模遺跡の讃査が進りなかで、膨大な資料が蓄

積されてきている。

長野県内を対象とした該期の二仁器の研究は、以

前より岡田正彦9 笹沢浩両氏らによっ‘て精力的に

行われてきた。最近では、鋤柄俊夫、笹沢浩両氏

によって、編年的研究がなされており、これにつ

いて最初にふれておきたい。

古車J柄氏は、 9世紀後半から12世紀代乞古代か

ら中世への転換期としてとらえ、土器の変化をみ

ている(鋤柄1988)。その方法としては「杯」の

変化を時間軸に据え、伴出する器種よ i)その構成

を考えている。注目すべきことは全県を対象とし

ていることであり、個々の器穫の変化を地域的な

ものではなし全国的な変化の つのあらわれと

している点である。しかしその中心となる「杯」

の変化を明確に示しておらず、そのため器種構成

の変遷および個々の器穫の変fむが明確にとらえら

れていないことに問題を残している。

笹沢氏は『長野県史』の中で編年を示している。

その内容は県史という性格上、細部まで説明はな

されていないが、氏の十二ノ后遺跡の分類およぴ

編年を踏襲しており、平安時代を I-_ Vl!期に分け

ている(笹jて。区分の方法は器種構成の変

化に重点を置き、焼物の種類と個々の器種の変化

を勘案している。そのため一貫性がない部分が生

じている。また今回対象とする 9世紀後半以降は、

V~VH期としているが、氏も認めているように資

原
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(1)焼、物の種類 (2)器種

5.木曽谷の食膳具

6. まとめ

料的な制約のため不明な部分が多い。

県外の状況!をみると、 9世紀後半から12世紀の

土器i士、神奈川考古同人会や中世土器研究会、東

よって最近行なわれたシンポジウ

ムで、古代から中世への移行のあり方を明らかに

することを日的に取り上げられている。

筆者も、今回刊行された吉田川西遺跡の報告書

の中で、出土資料をもとに、食器の変容について若

干のう号析を行った。この遺跡の特徴i立、奈良時代

から12世紀代までの遺構が断絶なく存在すること

である。また竪穴住居L止を中心とする遺構から多

量の資料が得られたことである。この時間的な連

続性と資料量の安定から、今回対象とする 9世紀

後半から12世紀の食器の変容についての分析は、

今後の研究の天さな指標となるものと忠われる

ここでは、吉田川西遺跡の資料から得られた時

間軸をもとにその分析の成果と比較しながら、長

野県内を対象に従来明らかでなかった 9世紀後半

から12世紀の食膳具の変容をみてみたい。また筆

者は以前松本:平において、平安時代の食膳具につ

いて、その変化lを三段階にわけ、て考えてみた(J京

198'7)。吉田川西遺跡の資料でも、この変化を確

認することができ、古代から中世への食膳具の変

化のあり方をおぼろげながらも明らかにすること

ができた。今回もこの三段階、とくに第 2段階か

ら第 3段階の食膳具構成の変化を全県的にあては

めてみた場合、どうであるかをみてみたい。

2 • JII匝i遺頭取の時間斡
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最も普遍的に存在する杯Aの変化を時間軸とし、

8世紀から12世紀を14段階に区分し、指標とした

遺構名を付した。区分の方法は SB111段階まで

は、焼物の種類の構成比率を用いている(第 1図)。

それ以降は土師器杯Aの法量変化に基づいている

(第 2図)。この詳しい分類方法及ぴ、導きだす

ためのデータは、吉田川西遺跡の報告書を参照さ

れたい(原1989)。なお今回対象とする百世紀後

半から 12世紀は、 SB111段階から SB31段階で

ある。

この時間軸を採用するにあたり、い〈っか留意

点があるのではじめに了承願いたい。

L S B184段階から SB111段階は、焼物の種類

の構成比を用いており、そのため報告書に構成

比が記されていない場合は、記載された実測図

によって判断している。このことは本来の区分

方法と異なる。

2. S B114段階以降は、土師器杯Aの法量の変

イじによっているが、その法量にはバラツキが認

められる。第 2図に示した変化はその平均値を

もとにしている。そのため 1点や 2点と資料が

少ない場合、確実性が失われる。すなわち量の

安定が必要で、ある。今回は比較的豊富なものを

取り上げたが、必要上少数の資料を用いた場合

もある。

なお、本文中で用いる器種分類(第 3図)i立、
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第 4図 長野県の大地域区介

吉田川西遺跡の報告に準じる (註 1)。

3.地域別の編年

それでは、第 4図のように県内を六地域に分け

て杯Aの変遷を並べ、時間軸をつくってみたい。

松本平(第 5・10・11・12園)

杯Aに黒色土器Aと土師器、須恵器の三者がみ

られる段階の資料は、松本市南莱遺跡(3)6号住(l

-18)がある。法量は杯A1 (11-15) とAIIの

二法量が黒色土器A~こ認められる。また須恵器は

灰白色軟質で底部内面周囲に強いナデはいれられ

ていない。主体は黒色土器Aである。ほぽ閉じ様

相を示す資料に、山形村殿村遺跡5号住、塩尻市

組原遺跡 5号住、大町市来見原遺跡3号住がある。

これより先行する資料は南莱遺跡(3)9号住があげ

られ、須恵器は底部内面周囲に強いナデがいれら

れている。やや後出する資料は松本市北栗遺跡(4)

29号住がある。土師器の比率が増大してきており、

さらに法量にも減少がみられる。黒色土器Aの杯

Aにはやはり AIとAIIの二法量が認められるが、

その差は不明確になる。この後土師器化が進み、

黒色土器Aとの量が逆転していくが、その過程の

資料はない。完全に土師器化した段階の資料は、

組原遺跡14号住がある。法量はそれまでの口径13
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第 5閤 松本平における杯Aの法量の変化

cm~14cmで、あったものが12cm代主体に、器高も 4

cm前後から、 3~3G5叩に集中するようになる。

この段階の良好な資料は他にみられない。さらに

j法量の減少は進み、口径10--12cm、器高 3--3，5 

cmになった段階の資料l土、樋口遺跡 1号住をあげ

ることができる。今回この段階の資料はあまり取

りあげていないが山麓部の遺跡に多くみられる。

さらに法量の減少は続き、口径10cm前後、器高 3

cm前後まで減少が続いこの段階の資料は来克原

遺跡 l号住と松本市神戸遺跡 1号{主を取り上げた。

この二つは新たな法量分化(新杯AIIの出現)と

いう点から二つにうすけることができる。前者は一

法量であり、まだ新杯AIII;lみられない。しかし

器高が 3C111をきるものの多い後者には新杯AIIが

みられる。このことから器高が 3cmをきった前後

に新たな法量分化がおこるようである。この段階、

とくに前者と同じ様相を示す資料として松本市高

畑 1号位、殿村遺跡土坑106があげられる。次に

法量、特に器高が減少するが、 2.5cm前後に集中

する段階の資料はない。器高が 2~2. 5cmに集中

する段階の資料は、北菜遺跡(4)20号があけiられる。

やはり大型の新杯AIIも存在している。この他来

見原遺跡 8号住、松本市出川南遺跡3号住、塩尻

市男屋敷遺跡 5号住、大町市前回遺跡11号住があ

る。この後口径の縮小がはじま1)， 9. 5cm --lOcm 

に集中し器高が 3cmに集中する資料は出)11南遺跡

2号住も加えられよう。他に、この段階の資料と

しては来見原遺跡 2号住があげられる。次にさら

に口掻が減少し 9cm前後に集中する段階の資料l土、

はっきりしたものは少ないが、松本市北方遺跡7

号住、 9号住、来見原遺跡 5号住があげられる。

ゴ七億(第日 > !3r--15図)

黒色土器Aと土師器、須恵器の三者が共存する

段階ははっきりしない。更埴市馬口遺跡42号住で

は、黒色土器Aと須恵器の両者が存在し、後者1;]:

底部内面周囲に強いナテーがいれられている。黒色

土器Aには杯.aIとAIIの二法量が存在する。そ

れより後出する資料は、馬口遺跡2号土坑をあげ

るが、須

われている。次に土師器が加わる資料としては、

更埴市上ノ回遺跡4号住をあげることができ、こ

の段階まで黒色土器Aが主体てゃある。この後土師

器化が進むが、土師器と黒色土器Aの量が逆転し

ている資料としては、上ノ出遺跡 5

れ、やや法量に減少の傾向がみられる。

!fら
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杯Aはほぼ土師器化が完了し、口径lOcm~12cm、

器高が 3~3o 5cmに法量が縮少した段階の資料と

しては、長野市浅川西条遺跡18号住があげられる。

この段階で、杯AIは認められなくなる。この後

更に法量の減少が続くが、口径lOcm前後、器高 3

cm前後に縮小した資料は、長野市田中沖遺跡11号

住と、長野市三輪遺跡 3号住の資料がある。とも

に法量は共通しているが、後者には大型の新杯A

IIがみられる。このことより、口径lOcm前後、器

高 3cm前後で、新たな法量分化がおこるようでわ

;トJ竺;
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第 8国 北i言における杯Aの法量の変化

る。その後口径と器高の減少が続くが、口径 9~

lO.5cm、器高2.5crn ~ 3 crnに集中する段階の資料

には、中野市筒j_lJ遺跡住居祉の資料をあげること

ができる。このほか長野市浅川扇状地遺跡群牟礼

パイパスC地点 1号住があげられる。次の口径が

10crnをきるものが主体となり器高も 2cm前後に集

中する段階の資料は、三輪遺跡3号住があげられ

る。最終的には法量の減少が続き、浅川西条遺跡

10号住にみられるように、口径9園 5~lO. Ocm、器

高 2cm以下となるようである。

兼備(第 7ぺ自臨)

今回対象とする時期の資料は少ない。黒色土器

A、須恵器、土師器の三者が共存する資料として

は、東部町上屋久保遺跡SB-01があげられる。

ただし須恵器は底径も大きく古い様相を示してお

り、混入の可能性も考えられる。法量をみると口

径12--14cmと、やや小型化している。ほほ向じ様

1 ロ鯨器

i 黒色土器 A

! 土師器

。』事京蚕百7号住

@円@
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第 7図 東{言における杯Aの法量変化
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相を示す資料としては、佐久市蛇塚B遺跡H5号

住、望月町岩清水遺跡3号{主がある。これらに先

行する資料には、佐久市翻沢遺跡 1号住があり、

法量もやや大きく口径13~14cmに集中し、須恵;器

も焼成が良好で、あり底部内面周囲のナデも明瞭に

いれられており、その比率も高い。次の土師器化

が進み、法量が減少し、口径12~14cm、器高 3~

4 cmに集中する資料としては、小諸市五ケ城遺跡

3号住があげられる。土師器の量が圧倒的で、ある

が、黒色土器A杯AIが存在する。このようにA

IとAIIの二法量が確認できるのは、この段階ま

でである。これ以降土師器化が完了しさらに法

量の減少が進むが、口径llcm前後に集中する段階

は認められない。このように空白を置き、次に法

量10cm前後、器高 3~ 4 cmに集中する資料として

は、佐久市宿上屋敷遺跡 1号伎があげられる。同

時期の資料としては五ケ城遺跡11号住がある。ま

だこの時期には大型の新杯AIIは存在しておらず、

新たな法量分化はおこっていない。これ以後縮少

傾向は進むが、器高が2.5cm程度に減少した資料

は認められない。口径がlOcm前後、器高が 2cm前

後に集中する資料は、上田市琵琶塚 l号住がある。

この中には大型の新杯AIIが存在する可能性があ

る。次に口径が縮少し、 8.5cm~9. 5cm、器高も 2

cmをきるものが多くみられる資料には、東部町陣

馬遺跡 1号住をあげることができる。この他蛇沢

B遺跡 l号住があげられる。

諏訪(第 3.17'~19図)

黒色土器Aが主体で、土師器、須恵器がみられ

る段階の資料としては、茅野市阿弥陀堂遺跡10号

住があげられる。黒色土器AにはAIとAHの二

法量が認められる。しかし全体に法量に減少傾向

が認められ、口径11.5cm~14cmに集中する。須恵

器は灰白色軟質である。しかしこの後土師器化

が進むが、その過程を示す資料は認められない。

土師器化がある程度進んだ段階の資料には、岡谷

市新井北遺跡3号住があげられる。口径は11.5cm 

~13cmに集中し、確実に法量の減少の傾向が認め

られる。その後この傾向は続き、ほぽ土師器化が

完了した資料として、阿弥陀堂遺跡13号住があげ

られる。口径llcm前後、器高 3~ 4 cmtこ集中し

この段階でAIは確実に認められなくなる。次に

口径がlO~12cmに縮少し器高がそれほど変佑が

ト」匂3 0 
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第 8図諏訪における杯Aの法量変化

ない段階の資料としては、原村大石遺跡 8号住、

茅野市狐塚2号墓墳をあげることができる。前者

の法量にバラツキがみられるのに対して、後者は

口径llcm前後、器高3.5cm前後にまとまっており、

ほとんどバラツキがみられない。このことは墓へ

の副葬品という目的のために、限定された時間内



に生産されたためと思われる。この時期の資料は

多くみられ、茅野市判ノ木山東遺跡1号住、同判

ノ木山西遺跡14号住、茅野市高部遺跡5号住、原

村御狩野遺跡土壌墓をあげることができる。この

後徐々に法量、特に器高の減少が認められるが、

その過程を示す良好な資料は認められない。口径

10cm前後、器高 2-2. 5cmlこ集中した段階として

は、高部遺跡35号住があげられる。更に、次の口

径が9cm前後、器高が2cm前後となった段階の資

料としては、高部遺跡23号住をあげることができ、

他に高部遺跡25号住、諏訪市荒神山遺跡5号住が

ある。この段階で大型の新杯AIIが確実に認めら

れ、新たな法量分化が確認できる。しかし高部遺

跡35号住の段階でおこった法量分化の可能性も否

定できない。この後、さらに法量の減少は続き、

口径8叩前後、器高も 2cmをきる段階の資料とし

ては、岡谷市橋原遺跡38号住をあげることができ

る。

伊那谷(第 9・19・20図)

黒色土器A、土師器、須恵器の三者が共存する

段階は，確認できない。それより先行する黒色土

器Aが主体でわずかに須恵器がはいる段階の資料

として伊那市芝生遺跡6号住をあげることができ

る。大型の杯AIが存在し、法量分化が認められ

る。須恵器は底部内面周囲に強いナデはいれられ

ていない。これとほぼ同時期の資料としては、伊

那市山本田代遺跡 1号住があげられる。これに先

行する資料には、飯田市小垣外・辻垣外遺跡1号

住があり、須恵器の比率も高〈底部内面周囲に強

いナデがいれられている。これらにも大型の杯A

Iが伴っている。黒色土器Aが主体で、徐々に土

師器の比率が増大し、土師器化が進む資料はない。

ある程度土師器化が進み、黒色土器Aを逆転する

段階の資料には、辰野町沢入口遺跡1号住があげ

られる。この次の土師器化が完了した資料として

は、飯田市清水遺跡34号住をあげることができる。

ただし量が少なく、問題は残している。この後法

量が減少していくわけであるが、その過程を知る

ことのできる資料は少ない。口径が9.5叩-12cm

に縮少した段階の資料としては、飯田市滝沢井尻

遺跡4号住をあげることができるが、資料は少な

い。次の口径が10cm前後に集中した段階の資料と

しては、沢入口遺跡2号住があげられる。これと
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第 9図伊那谷における杯Aの法量変化

ほぽ同段階でありながら、器高が 3αnをきるもの

がやや多い資料は伊那市月見松遺跡68号住がある。

この中には大型の新杯AIIが認められ、器高が3

cmをきった段階で、新たな法量分化がおこるよう

である。この新たな法量分化がおきる段階前後の

資料としては、このほかに月見松遺跡67号住 .69

号住をあげることができる。この後、更に法量が

減少していくが、やや空白をおいて、口径が9叩

程度まで減少した資料として、清水遺跡41号住が

あげられる。

木曽谷(第21図)

木曽谷では平安時代の資料は多くみられる。従
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来より、土師器などの在地産は少なく、主体が灰

利陶器であることが指摘されている。その比率に

ついては灰粕陶器71.2%、土師器(黒色土器Aを

含む) 19.2%、須恵器2.4%、緑稀陶器0.2%とい

うデータが示されている。この中には土師器の中

に煮炊具の菱、須恵器の中に貯蔵具の護がはいっ

ており、食膳具の中に占める灰粕陶器の比率はさ

らに大きくなることが予想される(注2)。

以上のような傾向が認められるが、在地産の杯

Aもいくつか認められる。黒色土器Aが主体で、

AIとAIIの二法量が認められる段階の資料とし

ては日義村お玉の森遺跡14号住を、土師器が力Eわ

る段階の資料としてはお玉の森遺跡3号住があげ

吉田川西遺跡 松本平 :l(; 信 東

られる。これ以降、杯Aをはじめとして、土師器

の食膳具はほとんど認められない。

以上のように吉田川西遺跡の資料から得られた

杯Aの焼物の種類と法量の変化に基づいて、県内

を六地域に分けて杯Aの変化をみてきた。一部を

のぞき、資料は少ないながらも、次のような傾向

が明らかである。黒色土器A主体で須恵器をもち、

AIとAIIの二法量をもっ段階から、土師器が加

わり三者が共在するようになる。この後土師器化

が進みAIが失われ一法量になり、法量を減少さ

せ続ける。口径10cm前後、器高 3cm前後まで縮少

した段階で、再ぴ大裂の新杯AIIが出現し、新た

な法量分化がみられ、その後も縮少は続き最終的

信 諏 訪 伊那谷 木 曽

馬口42号住
繭沢1号住

南莱(3)9号住

SB144 

南栗(3)6号住 芝生6号住 お玉の森14号住
馬口2号土坑

上慶久保SB1

上ノ回4号住
阿弥陀堂10号住

SB111 北莱(4)29号住
お玉の森3号住

沢入口1号住

上ノ回5号住
五ケ城3号住

新井北3号住

SB114 土E原4号住 清水34号住

浅川西条18号住 阿弥陀堂13号住

SB94 樋口1号住 狐塚2号墓嬢

宿上屋敷5号住

滝沢井尻4号住

SB52 
来見原1号住

田中沖11号住 沢入口2号住

SB84 
三輪1号住 月見松68号住

神戸1号住

関山住居社

SB32 

北栗(4)20号住
三輪3号住

SB74 琵琶塚1号住
高部35号住

出川南2号住

清水41号住

浅川西条20号住 陣馬 1号住

SB31 北方7号住 高部23号住

橋原38号住

第 i表各地域の対比



には口径 9cm程度、器高 2cm前後まで縮少する。

このような傾向は、吉田川西遺跡のあり方と同じ

であり、長野県における一般的なあり方といえそ

うである。

以上各地域別に得られた資料を、吉田川西遺跡

の杯Aの区分と対比させると、第 l表のようにな

る。

4.食揺具の様相

(1 )競物の璽額

今までみてきた杯Aの区分に従い、食膳具全体

の焼物の種類について考えてみたい。

最初に黒色土器・須恵器。土師器などの広義の

在地産の焼物についてみてみたい。 S8111段階

では指標としているので当然で、あるが、黒色土器

Aと須恵器の中に士、師器が加わる。全県的にみら

れる灰白色軟質の須恵器の延長上になりそうな焼

成である。土師器化は最初に杯A、次のS8114 

段階で椀をのぞいて完了し、須恵器の食膳具はみ

られなくなってしまう。黒色土器Aは椀のみに残

るc この傾向は SB74段階まで、継続し、 SB31段

階で消滅する。ただ地域的な差はみられし、北信地

域では、黒色土器Aの椀が土師器より多い。この

他あまり注目されていないが、黒色土器Bが全!果

的にみられる。 SB111段階までは、 llllB (南粟

遺跡(3)6号住、馬口遺跡42号住、上屋久保遺跡S

)3-01)にある。ただし皿Bの消滅とともになく

なり、再び現れるのがS832段階である。ほぽ県

内全域に椀c(神戸遺跡 1号住、前回遺跡Pitl70、

陣馬遺跡 1号住).耳血(前回遺跡はあ

り、 S831段階でなくなる。

以上のように在地産の焼物の変化がみられる。

このあり方は全県的にみてもそれほどの差はみら

れない。このことは窯業生産の問題に係わってく

る。地域差がないということは、窯業生産自体そ

れほど差がなく変化したと考えることができる。

須恵器生産についてみれば、 S8111段階(それし

以前の SB144段階)で食膳具の主体は黒色土器

Atこ奪われてしまっており、貯蔵具のみの生産に

S B114段階では移行している(註 3)。この須恵

器生産の変化について、以前に食器にみられる焼

物が黒色上器Aから土師器へと変化することを、

一つの窯業生産体制lの中で生産する焼物の種類を
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変えた可能性があることを指摘した。この点につ

いては今回それを裏づけることはできない。ただ

全県的に地域差がなく変化したことは、各地域単

位の個々の事情による窯業生産体制の変化、例え

ば須EZ器生産の停止、ではないことは明らかであ

ろう。それらの焼物の使用者の要求により窯業生

産も変質が迫られた結果と考えられ、その使用者

の要求は全面的な焼物の種類の変化が背景にあっ

たのではなかろうか。

次に搬入品についてみてみたい。

まずEA和陶器を取り上げてみたい。 SB111段

階以前には全果的に少量の搬入が認められる。 s
8111段階になると搬入量に地域差がみられ始め、

お玉の森遺跡3号住や山本国代遺跡 1号住のよう

に在地産を圧倒するような例がある。このような

例i土木曽・伊那谷に多く、他の地域はそれほどで

もない。次の S13114段階から SB叫段階にかけ

て、その搬入量に地域差が顕著になる。木曽谷に

ついては、食膳具のほとんどが灰利陶器という状

況が生まれる。伊那谷においても、滝沢井尻遺跡

4号住、清水遺跡34号住、月見松遺跡67・68・69

号住などでは灰稀陶器の比率が高い。諏訪でも、

判/木山西遺跡14号住、頭殿沢遺跡 1号住、阿弥

陀堂遺跡13号住のように灰利陶器の比率が高い。

松本平でも呉屋敷遺跡8号住の灰粕陶器がほとん

どという極端な例もあり、その比率は高い。これ

に対して北信では、問中沖遺跡11号住・ 14号住、

浅川西条遺跡18号住などでは灰粕陶器の量は少な

し在地産が圧倒的である。また東信でも宿上屋

敷遺跡5号住、五ケ城遺跡 3 ~ 11号住のように、

)天満陶器の量は少ない。定量的な比較はできな

かったが、それまでの搬入の傾向が崩れ、中南信

。伊那谷・諜訪国木菅谷)、東北信という

こつめ地域に、はっきりと分けることができるよ

うになる。これ以降もこの傾向が続く。特に松本

平では吉田川西遺跡をはじめとして、 SB74段階

では、男屋敷遺跡5号住や出川南遺跡のように椀

のほとんどが灰稀陶器という状況が生まれる。そ

れに対して東北信では三輪遺跡3号住、浅J11西条

遺跡20号住、浅)11扇状地遺跡牟干しバイパスC地点

1号住、琵琶塚遺跡 1号住、 I涼場遺跡 1号住のよ

うに灰利陶器はほとんどみられない。この後SB

31段階になり全3果的に灰稲陶器の搬入は少なくな
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る。ほぽ搬入が停止したといえる。以上の状況を

まとめると、 SB111段階までは、均ーな灰粕陶

器の搬入、 SB114段階から SB32段階までは多

量にはいる地域とはいらない地域の二つに分かれ、

S B74段階から搬入量の減少がみられ、 SB3紅1段

階にほほ

B111段階までで、は地土域或差が認められないことから

「公自的守」な背景をもつた1搬糠入、それ以降は生産地

に近い地域に多く搬入されることから、商品流通

的な「私的」なルートでの搬入といえそうである。

搬入の停止については、その理由は不明であるが、

主な生産地の東f農地方でも初期のLli寄与右宛の窯は非

常に少なくなることは確かである。今回は定量的

な分析はできなかったか今後の課題である。

輸入陶磁器についてみると、吉田川西遺跡の報

告では二つの大きな波があると指摘した。第一の

波とした SB114段階から SB52段階までは、;越

州窯系青磁と初期の白磁鉢が出土する。この段階

の資料は今回取り上げた中にはないが、三間沢川

左岸遺跡、大町市五十畑遺遺跡でみられる。第二

の波とした吉田川西遺跡の SB31段階では北宋後

半期の白磁n.ly.v.vm類碗と皿がはいり比較

的量も多い。今回の資料もみても、 SB31段階に

あたる北方遺跡7・9号住、未見原遺跡5号住、

高部遺跡 8号住などに白磁IY類の碗がみられる。

以上のようにみてきたが、搬入品=広域流通品

が主体となることは木曽谷をのぞ、いてない。しか

しそれに近い状態が中南信では一度生まれる。そ

の広域流通品が本格的に主体を占めるようになる

のは13世紀になってからである。今回対象とした

時期は、在地生産品主体から広域読む重品主体へと

いう、古代から中世への食膳具の移行の状況を示

しているといえよう (註 4)。また搬入品の中で

も、 SB111段階以前において、灰粕陶器は緑租

陶器とともに、食膳具の重層性からすれば頂点と

いえる焼物であった。しかし中南信では千余々に日

常雑器化し、かわって輸入陶磁器や緑和陶器がそ

の頂点の地位にすわるようになる。しかしその輸

入陶磁器の地位も、最終的 (13世紀)には、日常

雑器に近い地位となってしまう。このようにみる

と、 13世紀における県内の広域流通品主体の中世

的な食膳具の様相は、中南信においては灰稔陶器

などがはいることにより試行錯誤しながら成立し

たと考えられ、東北信は急激な変化のうえに成立

したと考えられる。この背景は、民衆自体の経済

力の発展と、流通機構の整備があったことは確か

である。しかしその裏では、古代から続いた在地

の伝統的な窯業生産体制jを崩壊させることになる。

器謹

杯

杯At土、時期区分の際に法量の変化については

述べた。その変化は全県的に共通するとしたが、

若干の地域差が認められる。それは、東信・諏訪

。伊那谷てやは、口径が縮小する SB94から52段階

において、あまり器高の変化が認められず、 3-

3.5cmの間で、変化することである。吉田川西遺跡

の整理の際には、口縁などの細部の形態について

もふれたが、今回はそれを検討するほど良好な資

料はない。

杯BはSB111段階て心は認められない。それ以

前の SB144段階の蔚沢遺跡~q 号住てや認められる

が、数は少ない。杯B (葉も含めて)は SB111 

段階で消滅するようである。

椀

椀はA、B、Cの三種にわけられる。最初に在

地産についてみて戸ちたい。

椀AはSB184段階からみられるが、 SB111段

階ではまだ黒色土器Aがほとんどで、各地域とも

に形態は南菜遺跡(3)9号住や上屋久保遺跡S8ー

し芝生遺跡8号住などにみられるように、休部

をやや張らしながら立ち上がるものが多い。 SB

114段階になり土師器化が進むとともに、黒色土

器Aも含めて、徐々に北栗遺跡(4)29号住、湿原遺

跡14号{主、上ノ回遺跡5号住にみられるょっな体

部を直線的に仕上げるものが多くなる。また高台

もやや高くなってくる。この後SB94段階では、

狐塚2す墓境や御狩野遺跡土壌墓にみられるよう

に、口径が縮小し高台も高くなる。 SB52段階で

はその傾向が強くなり、滝沢井尻遺跡 4号住や五

ケ城遺跡11号住にみられるように盤Bに近い形態

となり、土師器と黒色土器Aの二者が存在する。

このように形態が変化してきた椀AはSB52ある

いは32段階で消滅する。椀Aカミ?百滅するのとキ目前

後するように、 S8倒あるいは52段階で浅川西条

遺跡18号住や樋口遺跡 1号住、高畑遺跡 1号住、



判ノ木山西遺跡14号住にみられるような、口径に

比して器高が大きく体部下半が張る椀Bが登場す

る。椀Aと交代するようである。東信でも後出す

る琵琶塚遺跡 1号住で椀Bが認められる。このよ

うに椀Aから椀Bへという交代は、全県的な傾向

である。また、椀Bにも土師器と黒色土器Aの両

者が存在するのが特徴である。しかし椀Bは灰粕

陶器の搬入量が少ない東北信では在地産が多くそ

の反対に中南信では在地産が少ない。まさに灰粕

陶器の不足を補うかのようである。椀Bの形態変

化についてであるが、北信地方において明瞭にみ

ることができる。すなわち、浅川西条遺跡18号住

にみられるように大きく体部下半を張らし比較的

底径の大きなものから、徐々に体部の張りを小さ

くし直線的に仕上げ底径を小さくする。最終的に

は浅川西条遺跡20号住にみられる形態になるよう

である。この変化l土、松本平でも北部地方では認

められる。椀Bと大小のセットを構成する。椀C

も各地域にみられる。その出現は、 SB94段階の

浅川西条遺跡18号住、田中沖遺跡14号住、大石遺

跡 8号住などである。形態の変化は椀Bの変化と

同様であり、 SB94段階のものは比較的休部下半

を張らす形態が多いのに対して、徐々に休部の張

りが失なわれ直線的になっていき、最終的には S

B74あるいは31段階の未見原遺跡5号住、三輪遺

跡3号住、浅川西条遺跡20号住、琵琶塚遺跡 l号

住にみられるように、体部の法量を減少させ直線

的に仕上げるようになる。この椀Cには、椀Bと

同様に土師器と票、色土器Aがあるほか、黒色土器

Bが存在する。

椀の特質は、他の器穫が一つの焼物によって作

られるのに対して、在地産や後述する灰利陶器、

線利陶器などの多種の焼物によってつくられる点

である。

次に灰粕陶器についてみてみたい。在地産と同

様に椀Aから椀Bへという交代がみられる。松本

平では SB52段階の殿村遺跡土坑106や高畑遺跡

l号住などで椀Bがみられだす。北信では SB52 

段階の上ノ回遺跡1号火葬墓では椀A、SB84段

階の三輪遺跡 1号では椀Bがある。東信には良好

な資料がない。諏訪では SB94段階の狐塚2号墓

嬢や判ノ木山西遺l"Jl'14号住には椀AとBがはいる。

伊那谷では SB52あるいは84段階の月見松遺跡68
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号住に椀Bがはいる。このようにみると、椀Aか

ら椀Bへの交代は SB94あるいは52段階で、在地

産と同様である。

.Iill. 

血Aは全県的にみると少なく、 AIとAIIの大

小が存在するがそれを確認できる例も少ない。比

較的資料の多い松本平では、 SB74段階の北栗遺

跡(4)20号住、出JII南遺跡2号住、真屋敷遺跡5号

住、来見原遺跡2号住にみられ、北粟遺跡例では、

大型のAIが存在する。他の地域をみると、やは

りSB74段階の高部遺跡35号住に認められる。こ

のように松本平以外では類例が少なし地域的に

存在する器種の可能性もあるが、現段階ではなん

とも言えない。ただ時期的には SB74段階に主体

がおかれるようである。形態をみると、口縁端部

を面取りするものとしないものの二種類が存在す

マ
心。

在地産の皿BはSB111段階までは黒色土器A

を主体にまれに黒色土器Bにみられる。しかしそ

れ以降、杯Aの土師器化が進むなかで消滅する。

それも全県的に共通しており、以後みられなくな

る。

これに対して搬入品の灰粕陶器は SB111段階

にはいりはじめ、松本平、諏訪、伊那谷では量的

に安定している。それに対して、東・北信では、

三輪遺跡 3号住、田中沖遺跡14号住、五ケ城遺跡

11号住などのように、その存在は確認できるが、

安定した量ではない。血Bと血Cとの関係では、

S B111段階から S8倒段階までが皿B主体のよ

うである。 SB94段階の狐塚遺跡2号墓壊、半uノ
木山西遺跡14号住、 S874段階の実屋敷遺跡5号

住では皿Cが主体となる。このように皿Bから皿

C へという流れが確認できる。

在地産と搬入品の灰利陶器にわけでみてきたが、

今回取り上げる器種の中で唯一在地産から灰粕陶

器の独占という傾向が認められる器種である。灰

稲陶器皿Cなどはよく椀Bとのセットで考えられ

る。しかし在地産の椀Bも存在するが、それに対

応するような在地産の皿Bは存在しない。この血

B (C)が器種構成の中でどのような地位を占め

るか、検討する必要がある。

盤B

いわゆる足高高台杯の器種であり、法量より大
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小の二種に分けられる。以前指摘したように比較

的高い高台をつける一群をきしてしまったため、

器種の認定に混乱が生じたことは確かである(原

1988)。特に SB94から52段階の滝沢井尻遺跡

4号住にみられるような、椀Aの最終形態と混同

してしまった傾向があるが、資料が少ない段階で

はしかたカぎないことであろう。

今回取り上げた資料では、盤BIが松本平では

S B32段階の神戸遺跡 l号住、 SB74段階の北粟

遺跡(4)20号住に認められる。東信でははっきりし

ないが、諏訪では SB94段階の大石遺跡8号住、

*U/木山東遺跡 1号住で、認められる。また北信で

は形態は異なるが、上部が皿状で比較的高台の高

い器種がSB32段階の関山遺跡 l号住と SB84段

階の浅川扇状地遺跡群牟礼ノてイパスC地点 l号住

にみられる。これらは盤B1の地域差としてとら

えることができそうである。このように、盤BI 

の出現は SB94段階あたりになる。

盤BIIi土、松本平では SB32段階の神戸遺跡 1

号住、北信では SB84段階の浅jIj環状池遺跡群牟

礼バイパス C地点 I号住、東信では SB74段階の

琵琶塚、;遺跡 l号住、諏訪では SB94段階の判ノ木

山東遺跡 l号、伊那谷では SB84段階の月見松遺

跡68号住にみられる。このように SB94段階より

出現し、全県的にみられる。

以上のように盤Bの状況には、地域差が認めら

れる。また B1とBIIで犬小のセットを組むとい

う点も、良好な資料が少ないが確認できる。

その他

柱状高台をつけた土師器の一群が存在する。吉

田川西遺跡では SB31段階に一点のみ確認できる。

諏訪に多くみられ、 SB31段階の高部遺跡23号住、

25号住、橋原遺跡53号住などにある。また東信で

は、五ケ域遺跡15号住、蛇塚B遺跡H5号伎など

にみられるが時期は不明である。このように SB

31段階に出現するようである。不明な点が多い。

多くの出土例がある山梨県笠木地蔵遺跡では、白

磁IV類碗の伴う竪穴住居;泣から、柱状高台の皿が

伴出しており、ほぽ同じ時期といえる(山梨県教

委 1985)。今後注目しなければならない一群で

ある。

上木曽替の重量鶴具

ここで最後の「まとめ」にはいる前に、木曽谷

が独自の食繕具の構成をもっており、他地域と様

相が異なるので、独立してまとめをしておきたい。

すでに述べたようにお玉の森遺跡14号住のよう

にSB111段階まで県内と同じ状況を示している。

ところがその後半あたりから、灰粕陶器主体の食

膳具構成が成立する。この点l土中南信地方に多量

の灰:袖陶器が搬入されるという状況がみられるが

その比ではない。例えば、王滝村崩越遺跡ヲ号住、

10号住のように食膳具が灰稀陶器のみという状況

が生まれる。この二つの資料には椀Aが主体なが

らも椀Bが加わり、他地域での灰稔陶器の様相と

比較すると、 SB94あるいは52段階における時期

である。近接する松本平においては、その時期に

は杯Aをはじめとして多量の土師器の食膳具が存

在する。このことからすると鳥居峠を境に隣接す

る松本平とは切り離して考えたほうがよさそうで

ある。次に西に接する岐阜県(美濃国)と比較を

してみたい(註 5)。資料は少ないが、中津川市

阿曽ED還跡 5号A{主と中津川市平遺跡祭最日遺構

(中津川市教委 1971) (註 6)の二例について

みると、崩越遺跡例より後出する可能性はあるが、

灰和陶器のみの食膳具構成で、ある(第21図)。こ

のことから資料が少なく問題は残しているが、木

曽谷は美濃国的な食膳具構成であるといえる。そ

の成立時期l土、 SB111段階、 5世紀後半となる。

次にその背景について三替えることにする。 9世

紀後半l土木曽谷にとっては、重要な時期であり、

次のような文献が残っている。「日本三代実録』

元慶 3年 (879) 9月の条に、美濃国恵那郡と信

濃国筑摩芳日の境を、匡[苛立会いのもとに、鳥居峠

に定める記事がある。さらに「吉蘇ー小吉蘇の両

村は、是れ恵那郡絵上郷の地なり」と記されてお

り、正式に木曽谷が美濃国に属すようになったこ

とがわか芯。ただしそれ以後の『吾妻銭』や『平

家物語』では、「信濃国木曽」という表現もいく

つかみられる。しかし公式的にヲ世紀の後半に木

曽谷が、美濃固となったと考えられる。このヨ世

紀後半という年代は、木曽谷において美濃国的な

食膳呉構成が成立する時期とほぼ一致している。

このことから他の地域とは様相を異にした食膳具

様式成立の背景には、美濃国への編入があったと

考えたい。具体的には弘美濃国に編入されること



により、流通体系がプてき〈変化した可能性が考え

られ、もともと窯業生産地をもたない木曽谷では、

それに伴なう新たな食膳具構成の成立を余儀なく

されたのであろう。また、食膳具構成の変化は少

なからず食生活へも影響を与えた可能性もある。

きらに食膳具のもつ儀式的な側面でも変化があっ

た可能性も十分に考えられる。この美濃国的な様

相l土、それ以降も大桑村大明神遺跡(大桑村教委

にみられるように大量の山茶碗と山皿を

もちこむという、県内他地域と異なる様相を中世

へ持ち続けている。

s "まとめ

ここまで、時期の区分を行い、焼物の種類と各

器穣の変化についてみてきた。そのあり方は、木

曽谷をのぞき吉田川西遺跡で得られた成果と、ほ

とんど同じt頃向をもっていることが明らかになっ

た。ただ資料の少ないこともあり、細部について

は今後の検討が必要であろう。

以前、松本平の平安時代の食膳具の構成を三段

階に分け、今回対象とした SB111段階から SB3 

1段階は、第 2段階の崩壊がはじまり、第 3段階

が崩壊する時期であると指摘した(原 1989)。

今回長野県全域を対象としてみたが、 SB111段

階までは第 2段階の杯AIとAII、椀A、j盟Bの

三者を主体とすることは共通しており、第 2段階

の食膳具構成はそれ以前に全県を通して共通して

成立しているようである。ただしぞの特質とした

焼物の重層性については、今回の資料だけでは

はっきりさせることはできなかった。次に第 2段

階の崩壊の過程であり、第 3段階の確立する過程

とした、 SB114段階から SB52段階についてみ

ると、椀Aから椀B'Cという変化に代表される、

第 2段階を構成する磁器指向型の器種の衰退と杯

AIの消滅にみられる杯Aの一法量化がみられ、

それに対して、主iEBや椀Bなどの次のi段階を構成

する器種の出現がみらる。やはり第 2段階が崩壊

し第 3段階の成立する過程と理解でき、全県を返

して共通の変化をするようである。次の SB84段

階から SB'74段階は、吉田)Ii西遺跡の分析で導き

だされた食膳具構成をおぼろげながらつかむこと

ができる。ただ、その構成をはっきりつかめる資

料はなかった。 SB31段階l土、第 3段階を構成し
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ていた器種の欠落が認められ、崩壊過程と理解で

きる(註 7)。

このようにみてくると、木曽谷をのぞ、いた県内

各地域においては、第 2， 3段階に変化する食膳

具構成が認められ、平安時代の三段階の食膳具構

成は長野県的であることが確認できる。

ただ今回の作業をふりかえってみると、いくつ

かの問題点が浮きぽりとなった。それについてふ

れて終りとしたい。

第 3段階成立の背景についてである。椀のみを

みれば、灰粕陶器の模倣という過程を経て、形態

が変化したようにみえる。さらに灰稀陶器の搬入

量の少ない地域では、在地産の焼物で補うという

現象もみられる。この椀のみをみれば、その成立

の基調を第 2段階と同様に、灰私陶器を媒介とし

た磁器(施糊陶器)指向型といえそうである。し

かしそう決めつけるのは適当で、ない。なぜならば、

椀は第 3段階を構成する有力な器種ではあるが、

それだけでしかない。他に土師器のみによってつ

くられる器種が存在しており、杯A.盤A'皿A

は灰支出陶器によってはつくられない。それらはい

ずれも地域的な器穫ではなし細部の形態や成形

・調整に遠いが認られるとしても、汎日本的に分

布がみられそうである。l1IlAについては京都の土

問血 iCタイプ」との関係で成立している可能性

があり、また杯Aの新たな法量分化も京都におけ

る土締器血の法量分化と連動しておこった可能性

がある(J京 1988 .。また椀についてみて

も、灰:袖陶器だt-Jでなく、椀Bの変佑は西日本で

も認められるようである。このようにみると、基

調は.高級陶器の不足を補って成立したのではな

く、おそらく畿内あるいはその中心である京者Eに

おける土師器の食膳具の変化との連動ということ

になるであろう(註 8)。逆に灰糊陶器の生産は

その食膳具構成を完結させるすべての器積を生産

するのではなく噛その一部である「椀」と「血」

のみの生産となり、極めて「商業的」という傾向

を示すようになる(註ヲ)。

第 3段階の食膳具構成の完結度が、遺跡間に大

きな差があることである。第 2段階では比較的多

量の食膳具が出土し、安定した構成をもっている

ことが多いのとは対象的である。特に土師器の食

膳具のもつ大小のセットの関係が完結する例が少
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く、吉田)11西遺跡の例が特異にすらみえる。また、

その量に大きなちがいがみられることである。食

繕具構成の完結度と量は比例していると思われる。

このことから、完結した食膳具構成を必要とする

集落と、必要としない集落、また多量の食膳具を

必要とする集落と、必要としない集落という、集

落問の格差が生まれてきた可能性を示している。

このことは、第 3段階の特質としてあげた、土師

器食膳具の日常食生活用具としての性格のほかに

儀式の道具としての性格が強くなるということに

起因してくると思われる(原 。すなわち

儀式(それにともなう宴会)の必要な場所

においては、多量の完結した構成をもった食膳具

が必要とをり、多量に消費される。この儀式はも

ちろん当時の有力者や支配者によって行なわれ、

それにともなう宴会は、支配秩序を維持するのに

重要な意味をもつことは、言うまでもない。

次に搬入品についてである。具体的には、灰利

陶器、 i柔和陶器、輸入陶磁器があることはすでに

述べた。灰利陶器は普遍的にみられるが、その量

l土、東北信と中南信で大きく異なる。ただしその

量のちがいがSB1l4段 階 世 紀 前 半 ) に お こ

り、それ以降顕著になるということは、その背景

にもふれすで、に述べた。ここでもう一歩踏みこん

で、この問題について考えてみたい。

量の多い中南信地域では、 SB74段階 (11世紀

以降になると特定の器種(椀)に占める搬

入品(灰渦陶器)の比率が高くなる。この傾向は

続き SB31段階世紀前~中頃)になると、在

地産の椀がほとんどみられなくなり搬入品(灰紬

陶器、輸入陶磁器)の椀がほとんどとなる。器種

全体をみても、土師器の杯と搬入品の椀という状

況が生まれる。この状況はお世紀代の土器.iJIl.と龍

泉窯系青磁碗という構成にちかい。中南信地域で

は、すでに11世紀後半あたりから広域流通品の一

部器種に依存する傾向が強くなり、東i農産め灰糊

陶器から全国的な流通品である輸入陶磁器へとい

う変化をおこしながら中世へ移行したと考えたい。

この中でSB31段階以降LU茶碗の搬入量が極端に

減少することをもって、東i農を含めた東海地方か

らの製品の搬入が停止したわけではない。 13世紀

にはいると食膳具以外の調理具(握鉢)、貯蔵具

のすべてを東海地方の製品でまかなう状況になり、

11世紀に築れた流通ルートが大きな役割jを果して

いた可能性が強い。

東北信地域は SB31段階においても、椀をはじ

めとしてすべての器種は在地産の焼物に依存する

体質はかわりがない。このことは中南信とは異な

り東海地方との流通ルートが確立しなかったこと

になる。しかし13世紀の土器皿と搬入品(龍泉窯

系青磁碗)という状況については、中南信と同様

と思わる。このことは灰租陶器の搬入という試行

錯誤の時期をもたずに、中世の広域流通品に依存

する体質に変化したものと思われる。また東海地

方の製品の流通ルートにのらない体質は、 13世紀

における北陸系(珠明を含めて)の製品を受け入

れる素池が13世紀以前にでき上がっていた可能性

を示唆させる。

最後に池域性の問題であるが、今回は吉田川西

遺跡の成果をもとに、その流れが長野県全域に共

通するものであるとした。しかし、各器種の細部

の形態には差がみられる。また焼成自体にも差が

みられる。

このような地域差は、大きな食膳構成の変化の

波をうけた段階で、各地の窯業生産がその器種の

形態を模倣する際に、伝統的な手法およびその生

産集団の「くせ」などから生まれたと考えられ、

今後検討していく課題である。

以上、吉四川西遺跡の成果をもとに、長野県の

平安時代後半の様相についてみてきた。本来先学

の研究を踏まえる必要があったが、それを行なわ

なかった点は、今回行った分析とともに、大方の

御批判をうけたい。

最後となったが、本稿を草するにあたり、多く

の方々の御指導圃御助言をいただいた。お名前の

みを言己し、 おネしとしたい。

宮沢恒之、直井雅尚、鋤柄俊夫、小平和夫、笹

沢浩、高村博文、小山長夫、花岡弘、市川隆

之、野村一寿、金原正
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設 1 第 1図、第 2図、第 31d1はともに吉田川西遺跡の報告書掲載のものを、一部改変して使用した(原 198針。

註 2 神村透氏により指摘されている(神村 四82)。

註 3 笹沢j告氏によって101笠紀代に須恵器生産が貯蔵具主体の生産に移行することは指摘されている(笹沢 1986)。た

だし、その衰退の要因についての見解は異なる。

註 4 中世:の土器様相とはどのようなものか、橋本夕、手口氏が整理をしている(橋本 1986)。消費地とのかかわりで広瀬

和雄氏「器種構成の単純性、器種別分業の展開、在地流通と遠隔地流通の複合J (広瀬 1986)、宇野隆夫氏「広域

流通の発達と在地生産の特定器種の大量生産の確立J (宇野 1985)、吉田恵三氏「器穫の法量の規格性が失われる

ことに注目し、ー器種一法量となり、椀、小皿のみで構成される段階J (吉田 1986) という三氏の考え万を紹介

している。なお橋本氏l土、大量生産にもとづく商品化をめざした瓦器と山茶碗の出現と輸入陶磁器の相対的出土量

の増加にもとめている。

註 5 斉藤孝正氏により岐阜県下の集落社出土の焼物の様相について分析がされている。その中で10世紀代は灰紬陶器

が食賎呉の主体であることが示されている(斉藤 1986)。

君主 E 祭肥遺構として報告されているが、図ー写真などからみる限り、長野県内にみられる竪穴住居hl:であろう。石組

もカ7 ドと尽われる。

註 7 現在、 SB31段機以降の12世紀末から 13世紀の良好な資料はない。この時刻の様相については、吉田川西遺跡の

成果から次のように理解しておきたい(市川 上989)。基本的に食膳具は、非ロクロの土器皿、輸入陶磁器(龍泉

窯系青磁と少量の白磁、間安窯系青磁)の腕である。調理具l立東海系のt呈鉢、貯蔵具は東海系(常滑など)の至宝ー

察、煮炊具ははっきりしない。この中で、土器皿は非ロクロ誠整となっており、 SB31段階との問に大きな変化が

あったことは間違いなさそうである。効柄俊夫氏は、この転換期の資料として磯益遺跡をあげているが、非ロクロ

土器皿とロク口調整土器既の形態は、再び、ロタ口調整があらわれる14世紀後半と類似しており、なお検討の余地が

あるは釧椅 1988)。

註曲 この畿内の変化との連動という説明は、以前委1tiJ;f時俊夫氏より「理論以前に現象として大きな成身さをあげつつある」

という評価をいただいた。理論的には未整理であるが、次のような連動のメカニズムを考えている。 2でのべるよ

うに、食膳具は宴会の思具という性格をもっている。当時の宴会について、原田信男氏によると、支配関係が明確

に現れる場であり、支配秩序の維持に重要な役割を果たす場とされる(原毘 1987)。さらにその宴会の形式l土、

今昔物語の『苧粥』て。利仁将軍が都て凶行われたと同じように地方の館でくりかえすように、地方へ再生産されなが

ら拡散するとしている。この再生産される過程で食騰具も変化する必要があったと考えたい。この点については 2

でふれる第 3段階の食膳具の格差も同様な意味をもち、中央との結びつきの強さ、有力者のカの去をなどになど、再

生産される中での宴会のもつ格差と理解できょう。この食品善具の変tじのメカニズムについては、いずれ別稿を草し

たい。

駐車 京濃の灰糊陶器の生産についてみると 大原 2号窯式以降は椀と皿にその比重をおししかし、犬量にその搬入

が行なわれていた長野県への供給が停止した後i立、山茶碗と土器皿という中世にみられる代表的な器穫の生産とな

る。このように供給関の狭くなった段階で、再び完成した食膳桑織成をもっ器種の生産に転換する。このことは食

繕具を小範囲へ、の供給を目的とした生産となり、新たに中津川などの担鉢・牽・察のように「商品」を前提した生

産地が生まれる。
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関わる遺物語表影iこつい

1。はじめに

2.機材、フィルム印画紙の選択

3. フィルムの現象

じめiニ
浬文センター松塩筑事務所では、 3年にわたり

岡谷市伺松本平分の遺物の撮影に携わってきた。

撮影フィルムは現像から焼付けまで内部で処理し

てきたので、ある程度一貫したデータが蓄積され

てきている。そこで室内の遺物撮影と、遺構を含

めた焼付け処理に限ってこれまで工夫してきたこ

とを整理してみたい。

しかし、個々の処理の手順については一般書や

別に手引としてまとめたものを参考にしてもらう

ことにして、ここでは今、までなかなか明らかに

なっていないことをあげるにとどめたい。なかで

も、今回松本平の古代土器に多く含まれしていた墨

書土器の、赤外線を利用した撮影に触れてみた。

2 フィ 印闘紙の選択

(1 ) カメラ

カメラは一般的に大判であれは、あるほど画質に

はよいので 4x 5以上であれば一番良いが、し

かし取扱いの面と、報告書での引き伸ばしサイズ

がそれほど大きいわけではないので (A4サイズ

は4つ切りよりやや小さい程度)、 6x 7などの

中判カメラが適しているだろう。もっと吋大きい

ことに越したことはないので、 A4サイズいっぱ

いの撮影などでは 4x 5以上で撮影できると理想

的である。 35ミリカメラは普通の遺物撮影では使

わない方がよいだろう。将来大きく引き伸ばす可

能性があるからである。しかし、被写体が小さい

場合の接写などは取り扱いが楽であり、そう大き

く引きイ申ばすことがないということで、 35ミリで

も充分目的を達成できる。

(2) フィルムの選択

L 遺物の撮影

5. 印刷との関係

6. 墨書土器の撮影

a 白黒フィルム

ニヲ長与{，-.

:0ir.じ

フィルムは様々な種類があり、その選択に戸惑

うが、基本的には一つのブイルムを使いこなすこ

とが大切である。そのうえで目的によって他の

フィルムを慢1い分けたらどうだろう。フィルムに

はその基本的な佐賀とともに、現像によって再現

する調子を変えることが出来るという商を持って

いる。そこで、常用するフィルムは現イ象との点且合

せのデータを探り、目的とする画像が得られるよ

うにすべきなのである。そのデータにより撮影時

の感度も変化する。

まず、フィルムの基本的な性質で分けてみると、

般的なフィルムで低感度フィルム、中感度にフィ

ルム、高感度アィパノムがある。低感度のものほど

粒子が細かく解像力が高い。室内のi宝物撮影では

より解像力の高いフィルムを選択する。現在ある

フィルムでは、従来の製品でパナトミッタ X (A 

S A36~50)、ネオパン F S A25~50) 、最近

出たものでTMAX (ティーマックス) 100 (A 

SA 等である SAについては現在

ISOで表示されているが数値は同じ寸ある。思11

染んでいる方で表現する)。これらは解像力の点

ではほぼ同等の性能を有する(ネオパン Fは他の

フィルムより粒子は細かいが、鮮鋭性という点で

はやや劣る傾向である)。ただし、メーカーの指

定の現像時間では、コントラストの調子が違うの

で自分で、感度と現像時間の組合せを探る必要があ

る。これらのフィルムよりさらに解像力の高いも

のに、テクニカ/レノマンフイ/レム s
がある。このフィルムは、 35ミリサイズでも 4x 

5フィルムに匹敵するほど粒子が細かい。ただし、

現像ムラが出やすく、また、 35ミリから大伸は、し



をしようとすると、ゴミや傷までも目立つのでそ

れだけに処理を慎重にする必要がある。しかし、

テクニカルパンは基本的にコピーフィルムなので、

その性質を利用することもできる。おもに須恵、器

や灰粕陶器の墨書などで赤外線フィルムでは効果

の上がらないものに利用できる(現像については

後述)。

常用フィルムとして当初はパナトミック Xを

使っていたが、 TMAXIOOが市販されてからは

それに切り替えている。このフィルムは、感度が

高い割に解像力が高〈パナトミックXに劣らない。

また、現像データも次々に発表されてきているの

で、それらを参照しながら自分の求めるデータが

得やすくなってきている。ただし、パナトミック

Xブロが硬調なのに対し軟調なので、是主物の撮影

では現像時間を延ばし硬調に仕上げる必要がある。

ただし、現像時間を延ばすと今度は粒子が荒れる

傾向があるので過度の延長は出来ない。

いま上げたフィルムは、基本的な性質が優れて

いるものであるが、普通の網版印刷では解像力は

かなり落ちてしまうので¥フィルムの持つ性質を

そのまま十分に表現することはできない。その意

味では、より大きなサイズのフィルムを使えば結

果的に解像力を上げることができるので¥さらに

高感度のフィルムを使って差し支えないわけであ

る。そこで、中判以上のカメラを使うならばフィ

ルムの選択に苦心するよりも，現像との組合せで

自分の必要とする調子に持っていくことの方が重

要と言えるだろう。

コピーフィルムとしては、いま上げたテクニカ

ノレノfンのf也にフジミニコピーフィルムカぎある。こ

れはさらに低感度で、あり、長待聞の露光を必要と

するがコントラストは高く粒子はほとんど見えな

いほど細かい。感度はAS A 6 -32ぐらいまでで、

コントラストを調節しながら自分で探る必要があ

る。

b カラーフィルム

報告書作成に関わる遺物撮影について お

カラーフィルムは、現在のところ白黒フィルム

のように高感度で、しかも、粒子が細かいという

ものではないので、ブロ用のASA64以下の低感

度フィルムを選ぶ。デーライトタイプは PKM.

PKR.RFP (以上 1)ノぐーサル) .EKTAR 

25 (ネガ、)、タングステンタイプでは EPY.R

TP (以上リバーサノレ)がある。ストロボがなけ

ればタングステンタイプになる。地方では現像所

が限られているので、処理を急、ぐ場合はメーカー

も考慮する必要が出てくる。カラー撮影は主に光

源の色混度で色調が左右されるので、厳密には

フィルターによる調節(主に LBBフィノレター)

が必要なのだが、実際は印刷の段階で色合わせが

出来る。しかし、基本的にはやはり撮影の段階で

仕上げておくのが、手聞からいっても大事であろ

う。色調を左右するものとしてスカイライトフィ

ルターもある。カラー撮影の場合は、原則として

はずしておく。 uvフィルターは良い。また、上

にあげたタングステンタイプのものは、長時間露

光に対応しているものであるが、一般的なフィル

ムは、 1秒以上の露光時間では露光補正と色補正

が必要であるので注意する。

(3) 印繭紙の特性

a 印画紙の光沢

印画紙は表面の平面加工によって光沢・半光沢

e 無光沢に分類される。このうち、印刷に適して

いるものは光沢紙である。表面の乱反射が少ない

ために、真っ黒な部分と真っ白な部分の明るさの

比が大きいためで、ある。また、紙質によってパラ

イタ紙とポ 1)エチレンコート紙に分かれる。現在

は展示用の作品などを除けば、ポリエチレンコー

ト紙が主流を占めている。これは、処理に要する

時間がパライタ紙より格段に短いので、大量処理

にはこれしか考えられない。厚きはすべて中厚手

であるので、印刷時にイメージスキャナを用いる

といくらか裏写りするようである。しかし、それ

を防ぐにはパライタ紙の厚手を使うしか今のとこ

第!表 明暗比(アサヒカメラマン手帳による)

無 光 沢 半 す七 沢 プ乙 沢 来語 間 アート紙

最大濃度 1.1-1，4 1. 4-1. 6 1.7-2.0 0.8 1.3 

明暗比 1 : 50-1 : 100 1 : 6 1 : 20 
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ろ手ーはないo

b 硬調、軟弱

印画紙には号数があり軟調、硬調の違いを選択

できる(この違いは、例えばj英和陶器が真っ白で

白いパックと区別がつきにくい時には、硬調の印

画紙を使い、パックをより白〈灰1誌をやや灰色に

するといったときに使う。また、曇天の中で撮影

した遺構が、ぽんやりしていて輪郭がきえないと

きに、硬調の印画紙でコントラストを強調すると

いったときも同様である)。種類は O号から 5号

まであるが、国産のものは l号から 4号までであ

る。ところが、メーカーが違うと同じ号数で、も調

子が違う。 3メーカーで実際に試した結果、オリ

エンタルイーク守ルが軟調で、三菱月光が硬調であ

り、ブジブロが月光に似るがやや月光よりは軟調

であった。そこでこのメーカーによる特性の違い

を逆に利用することもできる。例えば現在イーグ

/レを使っているが、 3号では軟調ぞ4号では硬調

すぎるといった時に、月光の 3号を使いその中間

を出している。メーカーによりシャド一部とハイ

ライト部の調子が違うこともあり厳密には階調が

違い、また、色調も若干違うがほとんど気にしな

くてもよいだろう。しかしこのような方法は様々

なメーカ一、号数、サイズを用意しなければなら

ず印画紙の管理が非常に面倒で、ある。

c 多階調印画紙

そこで、これらの調節を一種類の印画紙でおこ

なえる製品がある。マルチクゃレードというものが

それで、具体的にはコグ、ッグのポリコントラスト

HRC、イルフォードのイルブォスピードマルチ

グレード目、月光'?}レチコントラスト MC-Fで

ある(他にパライタ紙のものがある)。これらは、

引き伸ばし機のレンズに付ける 11種類のフィル

ターを使い分けることによって、一種類の印画紙

でO号-5号まで11段階にわたってコントラスト

を調節するものである。印画紙は違ったサイズの

種類だけ用意すればよく、作業の能率もはかれよ

う。単価も普通の印画紙と変わらないのでできれ

ば是非試してもらいたい。

3 フィルムの現機

今度は現像について触れてみたい。現像j液には

様々なものが市販されており、底分で競合するこ

とを除いてはこれらの市販現像液を使うことにな

る。現像、を写真庖に頼んでも結局はこれらの現像

液を使っているわけである(現在普通の白黒フィ

ルムの現像を、カラーのように機械で自動的に行

うところはまずない)。

王見イ象液にもその性質の違いがある。第ーには粒

子を細かくするかどうか、第二には増感能力があ

るかどうか、第三に処理能力、そして現像に要す

る時間である。

6 x 7のようなフィルムで、遺物撮影をし、年聞

を通して現像するという条件では、必然的lこ現像

液も決まってくる。普通の微粒子現像液で増感能

力がある程度あり、処理能力があり、なおかつ、

保存性が良いというものになる。一般的には標準

現像液としてコ夕、 yクのD76がある。これに、さ

らに増感能力を増したものにコ夕、ック TMAX現

{象j液、ブジスーパーフ。ロドールがある。これらは

保存性も良い。ただし、粒子はD76よりもやや粗

くなるが問題になるほどではない。これらを大量

の単位で購入すれば単価もより安くなる。年間を

通して処理するのであれば、 20リットル用を購入

し、 101)ット/レくやらいを一度に溶解して差し支え

ない。溶解した場合でも 2カ月以上保存でき、さ

らに容器いっぱいに満たした場合は(空気からの

酸化を防ぐ) 6カ月以上持つ Xは濃縮液

なので、そのまま保存できる)。

35ミリフィルムを使いより粒子を細かくしたい

という時は、;極微粒子現像液を使うことになる。

コダックマイタロドールX、アジミクロファイン

がある。ただし、増感、現像には適さない。また、

鮮鋭性を高めるため希釈した場合は現像時聞が長

くなる(普通四分以上20分イ立まで)。これらは、

少量の単位でしか販売されていないようである。

他に特殊なものとして、コピーフィルムを普通

のフィバノムの調子に仕上げる超軟調現像液等があ

る(テクニドール現像液など)。

これらの現像液を使い、通常使うための感度設

定、現像時間の設定を決め自分の目指す調子を求

めていく。現像時間を延長してい〈と、フィルム

の濃度が上がりながらコントラストも増していく。

そこで、自分の求めるコントラストの得ーられる時

間を決める。フィルムの濃度が上がると、今度は

プリントが鴎難になっていピ。そこで、撮影時の
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第 2表 T !VI A X 100フィルムの現像

TMAX コ ン ト フ ス

~{:象i液 1巴t~ 準 20%高い

ASA感度 100 160 

20"C 8分 百分

トli2i4;℃寸| 
7分 8分1/2

6分112 8分

感度をあげてフィルムへの露光量を少なくするの

である。印画紙によってもコントラストの調節は

出来るが、基本的にはフィルム段階で調節するほ

うが良い調子が得られ、また、印画紙による調節

も楽になる。例として、 TMAXIOOフ~ Jlノムを

TMAX現j象液で処理したときの現像時間を示ーに

また、テクニカルパンフィルムについても一例を

上げた。

〈テクニカルパンフィルムの現像} (コピーフィ

ルムとして用いた場合)

現像ムラを防ぐために前処理として、現像液

と同じ温度の7}:'に 2分以上つける。

撮影感度一一一一-ASA50

現像液 D76 (1 : 1の希釈液)

現像時間一一一一一200C 8分

240C 5分'30手少

以上の条件で、非常にコントラストの高い調子

が得られる(通常に比し100%程高い)。コントラ

ストが高過ぎる場合は、撮影感度を25以下iこ下げ

て現像時間を短くするか、他の現像液を使う (H

CllOF希釈かテクニ

4 連主鞠の輔君彰

(1 )遺物の描写

遺物を見たままに写すということができれば良

いが、写真としての特に白黒の限界があり、そう

もいかない。そこで主に遺物の表面の文様や調整、

質感を分かりやすく出すことを目指した。そのた

めには、ライトの当て具合いを工夫する必要があ

る。使用したライトは普通の写真用タングステン

ライトである。遺物の表面の文様を際立たせるた

めには、まず、ライトの数をできるだけ抑えなく

てはならない。いろいろな方向から当てる数が多

いほど文様はつぶれる。しかし、ライトの数を例

40%高い

320 

i直さない

11分

10分

現象ムラを防ぐため、前処理で現象液

と河じi昆度の水に2分ほど漬ける。

定着水は普通フィルムの約2倍かけ

る。

同じ液で三回の現象が出来るが二回目

以降は現象時間を一分ずつ延長する。

えば 1灯にすると、影になる部分もでてくるわけ

で、そこをどうするかが問題になる。主のライト

の反対の部分をレフ板で補うか、または別のライ

トを使うかである。その選択は遺物の形状や、大

きさによって変わってくる。一般的には杯類のよ

うな小型の遺物はレブ板で十分である。しかし、

愛類のような大物はレフ板を大きくしなければな

らず、場所的に困難である。補助光源はできるだ

け面積を大きくして、 jZい範聞に光があたるよう

にすると、主光源と補助光源の境目が暗くなるの

を防げる。

主光源に対し補助光源の強さは 2分の l、絞り

にして 1絞りに抑えると、主光源によって描写さ

れた陰影をつぶさずに、しかも立体感を出すこと

が出来る。補助光源の光量調節には電球の;場合、

スライダッタスを利用すると楽である。

印刷をすると印画紙の項で触れたように明暗比

が下がる。そのため、原稿のプリントに対してメ

1)ノ¥リカぎなく案書らかくなる争責向になる。そこで、

最終的なプリントは標準よりも少し硬調に仕上げ

ておく。実際はフィルム現像の時に、コントラス

トが20%上がるようにしている。これで印画紙で

しAうと 3号を 4号で焼くようなコントラストの

アップが出来る。また、パナトミック豆を標準で

現像したような調子にも近くなる。感度が上がる

ことでライトの光量を相対的に下げることもでき

る。また、逆にいうとカメラの絞りを深くするこ

とができる。印刷に関しては、後に述べるように

最近はイメージスキャナが使われるようになり、

上に述べたコントラストの調節を印刷の段階です

ることが容易になってきた。しかし、基本的にこ

ちらの要求を実現するためには、プリント段階で

すべて調節して印刷に出すことが大切で、ある。

(2)パックの鞠子の統一
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報告書に印刷した場合、様々な遺物が同じペー

ジに載るわけで、それらが余りにも違う調子だと、

見に〈くなる。その主な要因はパックにあるよう

だ。遺物の背景が、あるものは黒かったり逆に白

かったり、また、影がたくさん出たりするとその

ページを見たときに遺物がパックにじゃまされて

見にくくなる。そこでパックの調子を整えること

も、遺物自体には関わりがないが、見やすさとし

ては必要で、あろう。ただ、パックを重量えるあまり

に遺物の描写まで犠牲になる場合もあることは承

知しなければならない。遺物の性質によっては黒

いパックの方が適切な場合もある。どうしでも

パックを揃えるという場合には、遺物のみを切り

抜きパックを別に付けてやることになる。

撮影段階でパックの調子を揃えるためには、

パックと遺物の相対的な照度比を揃えることであ

る。照度の差が絞りにして 1絞り以内だと、パッ

クと遺物の差がほとんどなくなる。逆に 3絞り以

上あると、ノ〈ックは真っ白になり、印刷時に薄い

灰色のパックを付tiにくくなる。照度比を測るに

は普通の反射露出計ても良いが、小さな遺物を測

るにはスポットメーターがあると良い。そうして

撮影した上でプリント時にパックに薄い灰色がの

るように焼き付ける。

また、パックの左右上下にムラがないようにラ

イトを当てることも大切で、ある。そのためには、

ライトを遺物に近付け過ぎないこと、ライトにト

レベをあてて光源の面積を大きくすることが必要

である。この場合も反射露出計で四隅を測定する。

また天井部より 1灯当てる方法もある。これは遺

物にあまり影響を与えないでパックのムラを取る

方法である。ただし、遺物の表面が上を向いてい

るようなもの(蓋など)は器表面の模様が飛ぴや

すくなり、また、普通の遺物でも口縁部から内側

は明るくなり過ぎることもある。完形遺物を撮る

時に、パックの裏からライトを当てる方法もある

が、これは、遺物に下から光があたり不自然な感

じを作るので、あまり薦められない。

パックの照度比の調節は、 i府赦撮影でガラス板

の下からライトを照らす場合にはかなり重要で、、

例えば鉄器や天目茶碗などのようにかなり黒い遺

物の場合、パックが明るすぎると、遺物の輪郭部

分が下から照らされてハレーションを起こしたよ

うになり、プリントすると遺物がぼんやりした感

じになってしまう。このような遺物は、パックの

明るさを落としてやらなければならないけ絞り

程度に抑える)。

いずれにしても、遺物とパックの照度比を何ら

かの方法で測定しなければならないが、それには、

入射光測定でなく反射光測定をする。普通の露出

計のセンサーの部分に、付属の反射アタッチメン

トを付ければ反射光を測定できるが、広範囲を

測ってしまうので、小さな遺物の照度は測れない。

一番良いのはスポットメーターである。しかし、

高価なのでそれが手に入らない場合は、普通の露

出計にスポットアタッチメントを付けるとよい

(測定角度 500 10。など)。もしくは、カメラ側

にスポット測光機能があればそれを利用しでもよ

い。あまり実用的ではないが、望遠レンズ、を付け

て測る方法もある。

パックと遺物の差が絞りにして 3絞り以上にな

ると、普通はパックが真っ白に飛んでしまい、さ

らに上に述べたようにカブリを生じることもある。

遺物が黒い場合は特に気をつける。逆に、白い遺

物の場合はなかなかパックとの差を出せない。し

かし、半絞り以上の差を付けておかないとプリン

トで苦しくなる。その度合についてはなかなか数

量化できないが、入射し光で測定した値と、遺物の

反射光値との差を経験で、つかむことであろう。

5 印刷と

最終的な仕上がりは印刷になるわけで、当然原

稿であるプリントとの違いがでてくる。そこてでで、w、

プリントでで、の画質がどのように印刷で変イ化七するか

を知つていなければならない。

印刷で変化する要因としては次のようなことが

考えられる。第一に網点を掛ける問題。第二に印

画紙から印刷用のフィルムを起こすときのカメラ

撮りと、イメージスキャナの違い。第三にi氏質の

問題。

第一の点てやは、原版を作るときに網点を掛ける

方法とそうでない方法がある。網点については新

聞の写真を思い浮かべると良い。 i同点を掛けない

高級印刷には、コロタイプやグラビアがある。こ

れは、ほぽプリントと同じ画質が得られるが単価

が高い。通常では網点を掛けることになろう。網



点にはその細かきによって段階がある。より細か

いほど細かい部分まで表現できるがそれには限度

があり、細かすぎると濃い部分ではインク同士が

くっついてかえって画質は悪化する。その限度は

印刷機にもよると思われるので、印刷所と打ち合

わせると良い。実際に印刷されたものをルーペを

使って見ると良くわかる。中央道長野線報告書2

(塩尻市内その 1)では150線前後(約 6点/1

ミリ)であるが、同じ報告書1 (岡谷市内)では

180線(約 7点/1ミリ)前後である。それが限

度であろう。ちなみに、本文に挿入する写真は肉

眼でも網がはっきりと見えるが100線-130線であ

る。

第二には原稿(プリントやスライド)から版を

起こすには、通常カメラによって最初のフィルム

を作るが、最近はそれがイメージスキャナで作ら

れるようになった。カメラでフィルムに撮影する

方法では、一般の被写撮影とまったく同じ問題が

生じる。つまり、階調の低下や解像力の低下など

である。それに反しイメージスキャナによる方法

では、微妙なコントラストの調整や、画像の鮮明

度の調節などが出来る。そのため、工程の早い遅

いを除けばイメージスキャナを用いた方が、こち

らの望む仕上がりが期待できるようだ。具体的に

はパックの濃度をある程度揃えながら、土器の濃

度も一定にしたり、土器の質感(刷毛目等)をよ

り強調するなどのことが出来る。また、カメラ撮

影では単純に濃い薄いや、コントラストの全体的

な調整(印画紙の号数と同じ)しかできない。そ

れは、自と黒の両端の濃度を決めると、中間濃度

は成りゆきに任せるしかないということでもある。

しかし、イメージスキャナではその中間濃度を、

白黒の両端の濃度とは別に独自に調節できる。黒

耀石の透明に近いものをパックと分離させること

や、遺構写真でも黒くつぶれがちな部分を出すこ

とや、背景のかすんだ景色を出させることなどに

も有効で、ある。しかし、イメージスキャナがある

印刷所は限られているので、その辺の事情も考慮

しなければならない。

当然こちらの望むようにしたい場合は、直接印

刷所と打ち合わせをして、出来ればテスト印刷を

して、笑際の工程で働く技術者が理解できるよう

にしなければいけない。それも、入札したらすぐ
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やらないといけない。

第三に印刷する紙であるが、 1で述べたように

アート紙のように平滑で、あり光沢のあるほど、明

るい部分と暗い部分の濃度差が大きくなる。それ

は地の反射率とインクの乗り方が違うためである。

ルーペで見ると平滑で光沢のある紙に比べてそう

でない紙では、インクの乗った絹点部分でも紙の

繊維が白〈浮きでており、それが乱反射して結果

的に濃度を薄くしていることが分かる。そのため

に黒い部分の濃度は下がるが、見た目には落ちつ

いてしっとりとする。また、光沢があるというこ

とは、表面の反射も強いということで、外部の光

が反射して見づらい場合もある。この点は好みの

問題もでてくるので一概に言えないが、もともと

のプリントをより忠実に再現するのは、表面が平

滑で光沢のある紙といえよう。

その辺の妥協をすると平滑な面ではあるが、や

や光沢を抑えた明るい紙ということになろう。ま

た、紙の色の問題もそれに準ずるが、好みの面が

あるので具体的には見本を見比べて決めることに

なる。実際に様々な紙に印刷してもらい決めるの

が一番である。

6 墨書土器の撮影

墨書に関しては、現在のところ土器と漆紙しか

撮影してないが、木器などに関しでも応用できる

と思う。土器は土師器、須恵器、灰粕陶器である。

赤外線による撮影では現在TVカメラでも行われ

るので、県警まで出向き試してみた。その結果土

器に書かれた墨書は赤外線フィルムの効果とほぼ

同じであった。しかし、漆紙に関してはTVの方

が格段に優れており、ほとんど表面には現れてい

ない墨書が写った。スチルカメラでの赤外線フィ

ルムはその能力が限られているのか、表面に付着

物があって墨書が隠れているようなものは効果が

薄いようである。ただし、解像力という点では赤

外線フィルムの方が優れているので、土器など

はっきりしているものは実測や報告書に使える。

赤外線フィルムは土器に関しては、土師器の方

が効果があり、須恵器、灰粘陶器は思ったほどの

効果はない。むしろ逆効果のものもある。硬質の

胎土のものは墨が中まで浸透してないので、赤外

線が墨によっても吸収されないためであると思わ



60 長野県埋蔵文化財センタ一紀要 2

れる(吸収された部分がプリントでは黒くなる)。

そのため須恵器、灰粕陶器などは薄いものをより

はっきりさせるために、コピーフィルムを使って

コントラストを上げる撮影の方が効果が出やすい。

しかし、これはあくまでコントラストを強調する

のみであって、肉眼で見えないものまで写すわけ

ではない。

それに反し、赤外線フィルムは名の通り可視光

線ではない赤外線に感光するので、肉眼では捉え

られない部分を撮影できる可能性がある。実際、

土器の表面に付着した土や漆等の汚れで墨書部分

が肉眼では見えない場合でも、それらを透かして

下の墨を浮き出させる場合が多かった。赤外線

フィルムは、現在入手できるものではコダックと

コニカ製がある。コダックはハイスピードインブ

ラッドといい感度が高い (AS AI00-400)。そ

のため少ない光量でも使えるが、フィルムの取扱

いがやっかいである。熱線に非常に敏感なので、

プラスチックケースから出す時点から現像タンク

に入れるまで完全な暗黒のもとでする必要があり、

暗幕で、仕切った部屋もいけない。しかし、同じ赤

外線でも波長の長い方まで伸びているので、可視

※撮影データ※

〈コニカ赤外フィルム〉

(1 )撮影

例として、現在用いている条件をあげる。

光線を完全にカットする IRフィルター(フジ製

品型番、 INFRAREDの略、 J1 Sでは SR) を

用いれば、赤外線のみの撮影が出来る。調子はや

や軟調でbあり粒子も荒い。

コニカはコニカ赤外750といい、比較的可視光

線に近い赤外線に最大感光度を持つ。そのため、

Rlなどの赤フィルターを付けても可視光線も一

緒に感光されるので、仕上がりが肉眼でみた調子

に近く馴染みゃすい。また、感度が低いのでコダッ

クほど気を使う必要がなく、普通の白黒フィルム

と同じように扱える。もともと礎調なので、より

墨書が強調されてはっきりする。フィルターはR

1、R2や056などの赤フィルターを使う。粒子

は非常に細かい。

どちらを使うかはものによって一概に言えなく、

どちらでも結果は同じ場合もある。ただ、コダッ

クの方が表面より中の方まで写せる傾向にある。

さらにカラーの赤外線フィルムが、コダックか

ら市販されている。これは赤外領域がカラーで表

現されるもので、黄色フィルターを使うものであ

る。残念ながら今のところ墨書には良好な結果は

得られていない。

ライト一一一一-500Wブラッドランプ2灯(トレベ 1枚)。遺物に対して45度の角度。

(遺物によって変えて良いが、器表面の凹凸の影が消えるようにする。)

フィノレター一一一-Rl、R2、056、R64など。

露出 入射光式露出計で測定し、以下の値になるようライトの距離を決めると約 10 cmになる。

(2)現像

現象によるコントラストの調整次第で感度を変えて良い。また、撮影距離が近ければ被写

界深度が浅くなるので絞りを深くし、露出の補正(+に)も必要になる。パックの露出は

普通の遺物撮影と同じように決めていくが、現像を硬調にした方が良い結果になるので、

より硬調に現像するほど、パックと遺物の照度差は少ない方にもっていく。

第 3表

1秒

希望するコントラストによって撮影感度を変えて、露光する。
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第 4表

コントラスト 軟 調 ← 標準 → 硬調

撮影感度 ASA8 A SA16 ASA32 ASA64 

D76原液20'C 4.5分 6分 9分 12分

D76J.京液24'C 3分 4分 8分 8.5分

D76(1:1)24'C I 4.5分 8分 9分 12分

〈コダッグハイスピードインフラレッド〉

(1 )瞳意書

ライト一一一一一一500Wブラッドランプ2灯(トレペ l枚)。遺物に対して何度の角度(遺物によって変え

て良い)。

フィ/レター Rlまたは 1R82など

露出 入射光計で測定し以下の値になるようライトの距離を決める。約90cm。

第 5表

フィルター ASA シャッタースピード 絞り

R 1など 200 1/15秒 f 16 

1 R 82 64 1/8秒 f 16 

(2)現像

希望するコントラストによって撮影感度を変えて、露光する。

第 6表

コン トラス 軟調←一一一一標準 .1硬調

Rl AS AIOO A S A200 A S A400 

j限影感)支

1 R82 ASA32 ASA64 A S A120 

ミクロブァイン原液20'c 12分 15分 19分

D76 原 液 20 ℃ 8.5分 n分 14分

D76 原 液 24 ℃ 6分 7.5分 10分

24 ℃ 8.5分 11分 14分
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研究/ート

長野県内の韓磯 b式土器

一一ー新資料の整理と編年的検討一一

I 諸磯b式土器細分の現状と課題

n 諸磯b式新段階における新資料の検討

1 鍛冶屋遺跡出土土器

2 西林A.大洞遺跡出土土器

I 言者磯b式土器細分的現状と課題

筆者は、長野県内における諸磯b式土器の編年

的位置付けと細分の可能性について、阿久遺跡の

調査報告(百瀬 1982)と長野県史(百瀬他1988)

の2度の機会に私見を述べてきた。しかしながら、

まとまった良好な資料が少ないことと、県内各地

域の異なる様相を卜分眼目爵できなかったことから

(註 1)、すっきりとした変遷過程や、それぞ、れ

の段階について型式内容の明確な提示ができな

かった。その後、良好な新資料が 2. 3加えられ

てきたので、もう一度該期の県内土器の型式的理

解と、特に新段階における編年的検討を試みたい。

研究史については、到達点と問題点を的確に示

したものがあり(鈴木敏 1980)、筆者も阿久遺

跡報告書の中で整理しであるので、ここでは本論

に関係した現在の課題に絞って述べたい。

諸磯b式土器の細分案l土、 1970年代後半から80

年代初頭にかけて矢継早に発表され批判検討が加

えられた。文様構成要素およびモチーフの推移を

たどることでの新!日 2分案(中島 、平行

沈線系統の土器の変遷での 3段階区分(鈴木徳

1979)、施文順序と工程に着目しての諸磯b式か

ら十三菩提式までの編年案(今村 などが

あげられる。着服点の評価をめぐる批判などがあ

り、細分の幅や区分の仕方には差異が認められる

ものの、変遷観そのものは大体一致しており、諸

磯 b式の変遷過程はほぼ統ーした理解に達したと

思われる。

この変遷観に立脚して、長野県内出土の該期の

土器の編年的位置付けを行ない(註 2)、県内諸

百 瀬 新 治

III 県内の諾磯b式期の様相

l 古段階の様相

2 中段階の様相

3 新段階の様相

IV まとめと展望

磯 lコ式土恭の新i日2区分案を提示した(百瀬

1982)。そのなかで、新段階の土器の細分を試み

たが、断片的で遺構に結び付〈資料が少なしこ

れまでの細分案との十分な比較検討ができず、可

能性を指摘するに留まった。長野県史での編年的

検討でも新たな見解は示せず、今日まで課題のー

っとして残されている。また、羽状縄文の多用を

有力な根拠に型式設定された上原式土器(註 3)、

飯田地方で該期の型式として仮設定された山口式

土器(註 4)、木曽地方の良好な土器群として注

目さ札る王滝村崩越遺跡出土土器(註 5)、おな

じく新段階の好資料とされる飯山市大倉崎遺跡出

土土器(註 6)などが、地域あるいは県内全体の

状況を代表し諸磯b式土器に対応する型式として

成立するかが、信濃における諸磯b式期の状況、

すなわち型式内容や分布域の問題に係わる第二の

課題である。

最近、群馬県において諸磯b式から諸磯 c式に

かけての良好な資料が発掘きれ、その変遷過程が

明確に把握されるに及んてい(関根 1986)、いよ

いよ該期の県内の状況を整理することが急務に

なったと考える。

II b主主新段階iごおける新費料的検討

1 鍛冶塵遺跡1出土土器

最近の調査で¥諸磯b式新段階から諸磯 c式

期の良好な出土土器が明らかになった小県郡東部

町鍛冶屋遺跡(翠川他 1988) を中心に、前項で

述べた二つの課題を念頭に検討を加えたい。

第V群として分類されている諸磯b式期の土器
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ぐ;iJ三誓三;/

自 200m 

第!図鍛冶屋遺跡出土土器(1) ( I : 6) 
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(第 1図 1-8・第 2図9-19) は、該其目古段階

の土器として連続爪形文の施文された 1点(設 7) 

が認められるだけであり、土坑出二七の土器を中心

に新段階に限定された土器群といえよう。同ーの

遺構からの出土ではないので、セットとして把握

することはできないが、土器群は以下のような様

相を示している。それは、胴部から大きく外反し

て口縁近くで鋭角的に内屈するかそのまま直線的

に開く器形の深鉢と、無文のいわゆる有孔特殊浅

鉢とで構成きれ、深鉢はさらに縄文だけが施され

るものと沈線文を主体とする文様帯を構成する土

器に大別される。それぞれについて、器形と施文

方法それに文様を中心に概括して、土器群の内容

および編年的位置を明らかにしたい。

まず、該期の出土土器の多くを占める文様帯を

有する土器をみたい。器形は、前述したように口

縁近くの屈曲部の存否で大きく 2分されるが、さ

らに波状口縁が極端に内屈して口唇部で再び外湾

するいわゆる靴先状を呈するもの(1 -3 . 10) 

と、外反から鋭角的に内屈する部位に文様予告の区

画を意識するもの (5- 8) に類別される。した

がって、いずれも 4単位の波状口縁を有するもの

の、頚部から口縁部の形状で、3区分でき、文様帯

の構成もそれぞれ異なる。しかし量的には、鋭

角的に内屈する器形と内湾して靴先状を呈するも

のが目立つ一方で、大きく直線的に外反する器形

(4)がこの 1点に限られるので、基本的には内湾す

るキャリパー形の深鉢が主体になる。

まず、量的に多い鋭角的に内屈する器形の深鉢

(5 - 8) であるが、頚部の屈曲や胴部に張りを

もたせずに朝顔形に大きく外反しており、波状口

縁の波頂が低いのが特徴的である。文様構成は屈

曲部の上下で¥文様帯が 2分される(註 8)。日縁

上部の文様帯には波頭部の直下にボタン状の突起

を貼付し、その周囲を渦巻文の変イ七@省略された

曲線的な沈線、が取り巻くのが基本的モチーフであ

る。それ以下の文様帯は、横イ立の沈線を数条;阻み

合わせ何段かに分けて施す古い段階からのモチー

フが用いられる。地文には縄文が施文されし、その

上を 2条 l単位の沈線で、文7撲を描くが、沈線、に亥1.1

みカサmえられる例 (7 • 8) も認められる。施文

順序についての記述がなされていないが、今村氏

の指摘(註 9)のように、ボタン状突起の貼付と

研究ノート 長野県内の諸磯 b式土器 伍

縄文施文は先行してなされたと考えられる。その

意味て 6は貼付文が省略され、 8にいたっては

地文の縄文も施されなくなるのは、施文工程上の

下地に当たる部分から省略されていく (註10)方

向性と、諸磯c式土器における縄文の使われ方に

関連して注目される。

次に、内湾する口縁をもっ深鉢 (1-3・10)

をみると、胴部が張り出して頚部で大きく外反し、

さらにキャリパー状に内湾するという複雑な器形

で、その極限が靴先状の口縁をもっ 1である。ま

た、 4単位の波状口縁の波頂部が高いことも、前

述の内屈する深鉢との違いである。文様帯は頚部

で2分され、口綾部文様、帯と腕部文様帯で構成さ

れる。口縁部文様帯には、浮線・沈線・有節沈線

というバラエティーに富む施文方法で¥入品¥El.み文

(風車状渦巻文)を基調とするモチーフが描かれ

る。胴部文様帯l土、口縁部文様帝と同様に種々の

施文方法で施されるが、横位に巡らされる浮線・

沈線の繰り返しが基本で、内屈する深鉢と同じモ

チーフをもっ。 1. 9のように沈線 a 浮線の間際

に渦巻丈などを充填する例も少数存在する。縄文

を地文とするものが多いが、 11土撚糸文が軽く施

されている。器形@施文方法。モチーフなどは、

諾磯b式土器中段階に類似する要素が多く、直接

の系譜を追いやすい土器である。頚部に屈曲をも

ちながら内屈する器形を呈する土器(3)など、類別

の難しいものもある。

1岡部から口縁部にかけて大きく朝顔形に広がる

深鉢(4)は、 4単位の波状口縁の波頭音liの下に渦巻

文らしいモチーーフが捕かれ、それ以下は集合沈線

が繰り返し施されており、文様宇野構成は内属する

深鉢と類似する。羽状縄文が地文として用いられ

ており、集合沈線の間を曲線状の沈線で充填して

いる部分がある。器形i土、諸機b式中段階の文様

帯を構成する土器には認められず、諸磯c式土器

へ引き継がれて多用される。

全面に縄文の施される深鉢も一定の寄jり合いで

存在する。内j脅する深鉢(ゆと朝顔形に外反するも

の(1納 f器形全体を窺える土器であるが、その他に

大形の土器(15)も存在している。単節斜縄文が施文

されるもの (13・14)が多く、羽状構成をとるも

の(15)は少数認められる。無節@付加条・反撚(12)等

の種々の縄文が施される土器が、破片を含め多数
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存在し、文様帯を有する土器の胸部下半片の可能

性を考慮、しでも、かなりの数の縄文施文土器が存

在していると思われる。また、文様帯と同器形を

呈する土器の多いことと、羽状縄文の数の少なさ

は注目すべき点である。

浅鉢では、球形の胴部カコら強〈内湾して口唇部

が直立する器形で、口唇の屈曲部に小孔が穿たれ

る、いわゆる無文の有孔特殊浅鉢 (16. 17 . 18) 

も、数は多くないが確実に伴なう。内外面ともに

ミカ、、キに近い器函調整がなされた後、いずれも外

面に赤色塗彩されるが、内面にまで塗彩される例

(18)もある。この破片数は少ないものの、完形に近

いものが多く出土していることは、特殊浅鉢の機

能や使用法などに係わる特徴であろう。

以上、諸磯b式新段階の良好な土器群として、

鍛冶屋遺跡出土の土器をみてきた。本土器群l土、

群馬県糸井宮前遺跡において諸磯b式後半から諸

磯 c式直前に位置付けられる I段階に類似してい

る。さらに、今村氏の 3区分での新段階、鈴木敏

昭氏の 4区分における b3段階と向内容F をもっ。

したがって、諸磯b式土器の最新段階に近似する

内容をもつことが明らかになった。

2 g事林A.大i同遺跡出土土器

当長野県埋蔵文化財センターで発掘調査をし

た岡谷市西林A遺跡(百瀬長他 1987)および、岡

市大j同遺跡(市沢他 1987) においても、断片的

ではあるものの諸磯b式新段階の好資料が出土し

ている(第 3図)。

西林A遺跡出土土器(第 3図 1-10・13-15)

は、土境より出土した 1点(1)を除いてすべて遺構

外出土の遺物であるが、非常にまとまった内容を

もっている。口縁部を内屈させる 4単位の低い波

状口縁の深鉢(2 -10)が出土土器のほとんどで、

口縁上部文様帯に衰退した渦巻文を施すことや等

間痛に繰り返される横イ立の集合沈線文は、鍛冶屋

「

¥
l

密議事

一一亡二士一

第 3図 西林A .大洞遺跡出土土器
( 1 -1日、 13-15西林A遺跡。 11、12、 16大洞遺跡)



遺跡の内屈する深鉢に酷似する。地文に縄文が施

されるものが多く、単節斜縄文が認められるが、

羽状縄文の存在を含め判然としない。

大洞遺跡出土土器(第 3図11. 12 . 16) も遺構

外からの出土で少数で断片的であるが、土器群の

内容がおおむね把握できる。文様帯を有する深鉢

として、鍛冶屋・西林A両遺跡と類似する内屈す

る深鉢(11)と、朝顔形に外反する深鉢(12)、さらに無

文の特殊浅鉢闘が確認できる。深鉢は、他遺跡と

同様に地文に単節斜縄文を施文するものが多く、

羽;伏縄文も 1点認められる。土器の構成はもちろ

ん、器形。施文方法 e モチーフなど鍛冶屋遺跡と

共通する部分が多い。

諸磯b式中段階の土器が混在しないという意味

で、限定きれた時期の好資料といえる両遺跡出土

土器は、鍛冶屋遺跡の土器群と非常に近似した内

容をもっ。このことから、諸磯b式新段階が確実

に存在することと、長野県内における該期の様相

はだいぶ鮮明になってきたと考える。これをもと

に、諸磯b式土器との関係を含め、県内の該期の

土器の状況などに論を進めたい。

UI 県内の語磯 b式期の蟻梱

県内諾遺跡出土諸磯b式土器を、旧来示して

きた新IB2区分の上に、前節で述べた鍛冶屋遺跡

等さらに新しい段階の土器群を加え、古・中・新

に3区分した。県下4地域(註11)の状況を比較

検討したい(第 4-7図)。

1 古段階の様相

古段階では、 i章構単位などで把握される好資

料が少なく断片的な内容をつなぎ合わせて理解す

る他はないが、諏訪郡原村阿久遺跡 6 諏訪市ト二

ノ后遺跡(樋口他 1976)・塩尻市呉屋敷遺跡(小

林他 1982)ー大町市上原遺跡(樋口他 1957) 

飯田市山口遺跡(宮沢 1966)などで類例が認め

られる。器形は朝顔形に大き〈閉口する平口縁の

深鉢が多く (第 5図 1-3・第 6図 1-4・第 7

図 1-7 J以下図略)、諸磯a式土器の深鉢の器形

をそのまま受け継いでいる。そのほか、該期に特

徴的に認められる 2単位の大きな波状口縁を持つ

深鉢 (6-6)口縁部がやや内湾する深鉢(6 

5 )桐部が屈曲し口縁の外反する鉢(5-4・5) 

研究ノート 長野県内の諸磯b式土器 67 

屈曲部が多く口縁の強く内湾する浅鉢 (5-16・

17、 6-7-9)などで構成されている。深鉢お

よび鉢l土、文様帝が胴部でと下 2分されし、器形と

ともに諸磯a式土器の伝統を強〈受け継いで、いる

ことを窺わせる。上部文様帯には幅広の連続爪形

文を多用して、入り組み文・波状文園鋸歯状文ー

連弧文などを充填し、下部文様帯は全面に縄文が

施される。隆帯の上などはへラ状工具で刻みが施

されることが多く、上部文様帯全部が同様の工具

で施文される例(6 -5) もある。浅鉢l土、へラ

状工具、を用いて、諸磯a式期に盛行したいわゆる

木の葉文風の文様 (6-7・8)を施したものが

多仁文様帯が上下に区分されても、下部文様帝

が縄文施文からしだいに無文化していく傾向を指

J南できる。

ここで¥地域的な状況を理解する糸口として、

県の南部天龍川流域の飯田@下伊那地方の土器を

若干検討してみたい。飯田市山口遺跡出土土器(7 

-1 の多tは、これまで示してきた古段階

の土器の様相に近似する(註。羽状縄文の多

用と北白川下層式土器が一定の割り合いで存在す

ることは、上原遺跡等中信地方の諸遺跡で指摘さ

れてきたことと共通する(註13)。これに対し、

下伊那郡阿南町網張遺跡(宮坂英 1972)出土土

器 (7-21-25)，土、浅鉢なとやの状況は山口遺跡

向様に該期の県内の土器と近似するが、深鉢を中

心にいわゆる北白川下層系の土器が主体を占めて

いる(註14)。断定できるだけの資料に恵まれな

いが、飯田市付近までの天龍川流域のほとんどで

は、山口遺跡同様県内の古段階の様相に近似して

いることが想定され、県境に至って関西ー東海系

の土器が主体となる遺跡が存在するのである(註

o 

以上、全体に諸磯a式土器の直接的系譜を追う

ことのできる土器が多いこと、諸磯b式土器に近

似する土器群であることなどの特徴を含め、該期

の土器の内容はほぼ指摘できたと考える。しかし、

地域的特質や諸磯b式古段階の土器との関係は十

分に述べることができない現状にある。それは、

今日まで東北信のまとまった資料が得られていな

いことや、全面に縄文が施文される土器が、もう

一つ明確に摘出で、きないことに起因しており、該

期の住居士!l:単位での出土土器の提示が切に待たれ
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る(註16)。また、古段階から中段階への、器形

や文様のヒアタスと、それを結ぶ土器として北白

川下層式土器への着目があり(鈴木敏 1980)、

ある意味で長野県はそのカギを握るが、現状に鑑

み今後の課題として資料の増加を待ちたい。

2 中段階の権額

次に、中段階の土器であるが、阿久遺跡 7号

住居士止を中心に好資料が出土している。隣接する

諏訪市大石遺跡(伴他 1976) ・卜二ノ后遺跡で

も同内容の住居祉出土土器が認められ、東筑摩郡

山形村唐沢遺跡(藤沢他 1971) ・北安曇郡松川

村有明山社遺跡(藤沢他 1969) "上水内郡牟礼

村丸山遺跡(金井他 1978) でも比較的まとまっ

た資料の出土をみている。この段階の深鉢は、胸

部から大きく外反して口縁部で内湾するいわゆる

キャリバー形を呈しており、 4単位の波状口縁を

採る。全面に縄文を施すもの(6 -17)、文様帯

を構成するもの (5-7 ~-15、 6 --10，11など)、

小形の土器 (6-12・13)などのバラエティーが

みられるものの、器形そのものは極めて斉一性が

強い。施文方法として浮線が多用されること(5 

-7 -15など)も該期の特徴であり、上部文様帯

には風車状渦巻文が配され、下部文様帝には横線

を何j段かに付ーすることが基本的に行なわれる。波

頂部の下に風車状渦巻文が配されるが、その中心

に獣面把手 (6-15"16) を代表例とする突起が

加飾されるのも特徴といえよう。同様の文様ーモ

チーフが沈線によって施される土器群 (5-20-

24) も一定の言語り合いで存在し、明確な渦巻文が

施文されないもの(5 -20) もみられる。全面に

縄文が施される深鉢は確実に存在するが、文様帯

を構成する深鉢によ七べ量的にはかなり少ない。特

に阿久遺跡・十二ノ后遺跡など諏訪地方の遺跡で

そのことが顕著で、あり、文様帯を構成する土器の

地文としての縄文を合わせ、羽状縄文の採用され

ることの少ない遺跡でその傾向が強いように思え

る。上原遺跡では羽状縄文の多用が特徴としてあ

げられており、もちろんそのすべてが該期の縄文

施文の深鉢のものではないが、少なくとも諏訪地

方の諮遺跡よりは多くを占めている。このことは、

後述する木曽郡崩越遺跡における羽状縄文の多用

とも係わって、該期の土器を理解する重要な手が

かりとなりそうである。一方、浅鉢の様相である

が、土壌から出土した丸山遺跡例 (4-2-5)

などを除いて(註17)、比較的住居士II:からの出土

数が少なく、器形全体の判明するものが認められ

ない。古段階のへラ状工具によって施文された特

異な形態のもの (4--3・5， 6-8) と、まっ

たく同形状ながら全面が無文化するもの (4-4、

6 -18・19)が併存している(註18)。この段階

で、器面が赤色塗彩され干しが穿たれて、いわゆる

特殊浅鉢が完成する。

該期の県内の状況を理解するうえで触れなくて

はならない遺跡として、木曽郡王滝村崩越遺跡(神

村他 1982)がある。特に 8号住居社出土土器は、

セット関係などの把握できる好資料である。ただ

し、住居社廃絶後の土器投棄などの原因からか(註

19)、古段階の土器と中段階の土器が混在する状

態で出土しており、そのすべてを明瞭に区分する

ことができない。ここでは両段階を合わせて論ず

る他はなく、諸磯b式期の木曽谷の状況と置き換

えることもできょう。崩越遺跡出土土器では諸磯

式土器(7 -28~30) と北白川下層式系土器( 7 

-31-35) とがほぽ半数であることが指摘されて

必るが、 8号住居社出土土器で、みる限りは、浅鉢

を除くと主体的な土器である深鉢は関西田東海系

の土器が多く、古段階の網張遺跡の状況と共通す

る特質をもっ。同じく古段階で例示した山口遺跡

では、中段階に至っても諾磯b式土器に近似する

土器が主体であることを考え合わせると、地理的

には同じ影響を受けているとも思われるが、県南

の木曽川・天龍)11両流域における中段階の様相は

かなり異なっていた可能性が強い。

中段階の県下の状況は、古段階同様に諾磯b式

土器に類似する内容をもちながら、 33状縄文の使

われ方を中心に内容の違いも指摘できる。さらに、

その状況が北白川下層式土器の分布密度と密接に

関係し、羽状縄文の多用l土、木曽谷から松本平、

そして新段階のものも含めて、北信濃の上水内郡

信州新町斎宮遺跡 (4--1)同郡牟礼村丸山遺跡

(4 -2)へと速なる。このあり方からすると、

崩越遺跡の該期の土器に対する型式設定を含む位

置付けや、上原式土器の型式としての存立なども、

諸磯b式土器と最も異なる要素である羽状縄文を

手がかりとすべきであろう。



37-44)・飯山市大倉崎遺跡 1号住居社出土土器

を中心とする土器群 (4-13-34)などがあげら

れ、いずれも遺構と結び付き土器セット等が把握

できる土器群である。このうち、阿久遺跡と臭屋

敷遺跡の土器は、中段階と同様に羽状縄文の使用

度合いの違いは認められるものの、前述した 3遺

跡の土器の内容とおおむね一致する。これに対し、

大倉崎遺跡出土土器はかなり様相が異なる。大倉

崎の土器を少し詳しく観察しながら、それぞれの

内容を他の遺跡と対比させ、新段階の県内の状況

をさらに明確にしたい。大倉崎遺跡の土器のうち、

まず深鉢であるが、口縁部を靴先状に内湾させる

もの (4-26・28)や強〈屈曲させるもの (4-

27)は、他の遺跡の深鉢と酷似する。また、文様

帯の構成やモチーフも近似した内容をもっ。しか

し、その主体を占める深鉢は、屈曲部を持たず大

きく関口する器形 (4-13-16)の土器である。

渦巻文など他に類例を求めることのできる文様

(4 -13・16) も施文されるが、縦の区画を中心

とした半裁竹管による沈線で描かれる文様 (4-

14・15)は、県内では類例が明確になっておらず、

むしろ諸磯a式土器に系譜の求められそうなほど

特異な土器といえる。同形状の全面縄文施文の深

鉢 (4-23・24)をはじめ、文様帯をもっ土器の

地文に用いられる縄文も、そのほとんどが羽状縄

文を施していることも、大倉崎遺跡の土器を特徴

づける大きな要素である。浅鉢については、住居

社内から多出しており (4-17-22)、形状など

は該期の他遺跡のものとまったく変らない。つま

り、該期の他遺跡と共通する土器は酷似するのに、

主体となる深鉢では異質の土器が認められるので

ある。

新段階の様相は、県下全体として斉一性がさら

に強く認められ、そのなかで県北に位置する大倉

崎遺跡の土器がひときは特異な内容を持つのであ

る。中段階で指摘した羽状縄文の多用に代表され

る地域性は、新段階でもほぼ同様の状況で受け継

がれると考えるが、大倉崎遺跡での羽状縄文のあ

り方とは切り放して考えたほうが妥当で、あろう。

そして、おそらく群馬県糸井宮前遺跡で諸磯 1b 

段階ととらえられている土器群(註21) を経て、

諾磯c式土器へとつながるのであろう。
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長野県内の諸磯b式土器研究ノート

5.上原

10.西林A

第 8図 長野県下の主な諸磯b式併行期遺跡

1.大倉崎 2.丸 山 3.鍛冶屋 4.斎宮

6.唐沢 7.山の神 8.現屋敷 9.大澗

11.阿久 12.崩越 13.山口 14.網張

3 新段階の様相

既に述べてきたように、鍛冶屋遺跡・西林A

遺跡・大洞遺跡の良好な資料で、該期の土器の概

要は明確になった。キャリバー形の深鉢が、さら

に屈曲部を際立たせる器形へと変化するとともに、

大きく開口する次型式へつながる器形が出現する。

また、文様帯の構成において上部文様帯が口縁部

付近に限定されることや、沈線特に集合沈線が施

文の主なる方法であることなども、新段階の特徴

としてあげられる。浅鉢は、完全に無文化すると

ともに、口唇が直立し口縁近くの屈曲が鍔状を呈

する(註20)諸磯c式土器の浅鉢に近い形状に変

わる。

その他の新段階の資料としては、阿久遺跡72号

住居並出土土器を中心とする土器群(6-21-26) 

・勇屋敷遺跡3号住居社出土土器 (5-33・34・



符 長野県埋蔵文化財センター紀要2

IV まとめと展望
長野県下の諸磯b式期の土器の様相を 3段階

に区分して述べてきた。関東地方の諸磯b式土器

の変遷に対応して、県内でも同様の変化が認めら

れ、古・中・新の段階に細分されることは理解さ

れたと考える。もう一つの課題であった、上原式

土器など長野県に該期の独自の土器型式が存立す

るかどうかの問題は、羽状縄文の多用を手がかり

にして、地域性として述べてきた。羽状縄文の多

用が、全面縄文施文の深鉢の量的割り合いに関係

する可能性があり、諸磯b式土器の直接的な影響

の考えられる県の東部で少なしその外縁部にあ

たる木曽谷・松本平・北信濃で認められる事実は

重要である。しかし、同じ新段階で谷一つを隔て

るくらい近接する遺跡相互でも、土器の施文方法

がまったく異なる例(註22) も認められる。その

意味で、ここで型式としての適否を早急に結論付

けるよりも、さらに地域的な特性を明確にしてい

くことがより必要であるし、そのことが結果とし

て上原式土器・山口式土器などと諸磯b式土器の

関係を明瞭にでき、該期の長野県内の様相を把握

する近道と考える。

課題を解明できないまま、言い訳めいた展望を

述べた。ただ、従来の縄文前期観を一変させると

言われた阿久遺跡の報告がなされて 5年以上が経

過した今日、そろそろそれを生かした縄文前期を

めぐる活発な論議が起こっても良い頃と思い、こ

れまでの研究成果の後付けに過ぎない内容ながら

本レポートを記した。大方の御批判・御教示をお

願いし、本稿をとじる。

最後に、本ノートは筆者の中学校教員時代の教

え子であった翠川泰弘君の報告した鍛冶屋遺跡の

成果に依るところが大であり、教え子の業績を横

取りしたようで恐縮している。翠川氏と堀田雄二

氏をはじめ小県郡東部町教育委員会の方々には、

未発表資料を含む発掘成果を快く提示していただ

き、貴重な助言と指導をうけた。また、宮沢恒之

氏と市村勝巳氏にも有益な御助言をいただいた。

深く感謝する次第である。

註 1 原稿執筆に時間的余裕が無かったことに加え、急病で入院という事態になり、ここに新資料として発表する内容の

ほとんどは明確になっていたにもかかわらず、それを県史の中に生かすことができなかった。

註 2 それぞれの変遷観を参考にきせていただいたが、特に鈴木敏昭氏の論考に従った部分が多い。

註 3 上原遺跡報告書(樋口他 1957) で樋口昇一氏により型式としての内容が明示された際には、必ずしも羽状縄文だ

けに着目して型式設定された訳ではない。上原式設定の評価を含む詳細は阿久遺跡報告書で触れてある。

註 4 宮沢恒之氏によって仮設定された型式名(宮沢 1966)であるが、最近まで筆者はその事実を把握できておらず、

その状況で該期の細分業を述べてきたことは、ただ顔が赤らむばかりで反省しきりである。

註 5 崩越遺跡報告書(神村他 1982) 中で神村氏は、「諸磯b式土器の古い頃のもので、長野県の同時期の遺跡とは全く

ちがい、木曽川上流部という地域性を示している。」と指摘している。

註 B 大倉崎遺跡調査報告(高橋 1976)では、新潟県泉竜寺遺跡の土器が上原式土器と類似していることを根拠に、両

者の中間に位置する大倉崎遺跡の土器が上原式と土器構成などで相違するのは時間差として理解し、上原式土器の後

半に位置付けている。

註 7 他に変形爪形文とされた土器片 (425)が掲載されているが、阿久遺跡報告中でW期前半(諸磯a式古段階併行)の

長野県内から山梨県にかけて特徴的に認められる肋骨文系の土器の口縁部と共通する部分がある。

註 8 鈴木敏昭氏は文様帯を I・IIと名称統一し、各文様帯がさらに分帯されている場合は a'bを附加している。基本

的にこの文様帯の区分と名称を了解するが、新段階の鋭角的に内屈する土器の文様帯理解が異なるので、混乱を避け

る意味で別の文様帯名を用いた。

註 9 該期では、成形→貼付文→縄文→沈線文または成形→縄文→沈線文→貼付文の施文順序が一般的と指摘されている。

註10 同じく今村論文(今村 1981) 中で「施文工程の変遷は、施文工程上あとから加えられるものが発達し、煩雑化し

ていくために、下地の部分の文様が存在する意味を失ない、省略きれていく過程」と指摘している。

註11 通例は県下を北・中・南・東に 4区分するが、本レポートでは遺跡の数と土器の量から千曲川流域の東北信、松本

平中心の中信、諏訪湖盆から八ガ岳山麓、天龍川と木曽川流域の南信に 4分して比較検討した。なお、資料的な制約

から縮尺は種々であり、他型式の土器も併載されている点を御承知いただきたい。

註12 中段階に位置付けられる土器群(第 7図10-20) も一定量存在する。

註13 前掲鈴木敏昭氏の論文などで度々指摘きれている。
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註14 浅鉢は諸磯a式土器に類似しており、これらが一括の資料として把握できるかは別に論ずる必要がある。

註15 関西・東海系の土器の分布については、市村勝巳氏によって明確にまとめられている(市村 1984)が、該期の細

分に対応した状況把握などには、これからの遺構単位の検討が必要である。

註16 諸磯a式期から該期にかけての問題点解明のカギを握る土器群として、諏訪郡富士見町机原遺跡(小林 1983) 出

土の住居祉と結び付く良好な資料がある。一日も早い調査の報告が待たれる。

j註17 金井正三氏は丸山遺跡の浅鉢をもとに、その分布や変遷・機能などを論述している(金井 1979)。

註18 前掲論文で金井氏は、特殊浅鉢が無文化するかどうかで諸磯b式期を 2細分しているが、中段階においては同形状

の両者が混在しており、新段階で完全に無文化するととらえられる。

註19 前掲報告書。なお、古段階と中段階の土器の割り合いは古段階の土器の方が多いが、浅鉢などまとまった土器は中

段階のもので、出土位置などを再検討する必要がある。

註20 武藤雄六氏は有孔鍔付土器の発生期の姿として縄文前期の特殊浅鉢を示しているが(武藤 1970)新段階の浅鉢は

鍔が附加されるなど形状は共通部分が多くなる。

註21 この土器群を諸磯b式土器の新段階ととらえるか、 C式土器の中に含めるかは論議の分かれるところであろう。県

下での類例lの増加を待って別の機会に論及していきたい。

註22 小県郡東部町において鍛冶屋遺跡と近接する遺跡で新しく発掘調査された新段階の土器群を実見する機会を得た。

同時期の遺跡でありながら、沈線文系の深鉢の施文方法が鍛冶屋遺跡とまったく異なることに驚かされたロ
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金井正三 1979 '縄文前期の特殊浅鉢形土器についてJr信濃JIII .32-4 

神林透他 1982 '崩越」王滝村教育委員会

コ小林公明 1983 '机原遺跡J'長野県史考古資料編J全 1巻(3) 長野県史刊行会

小林康男他 1982 r男屋敷遺跡』塩尻市教育委員会

ス鈴木敏昭 1980 '諸磯b式土器の構造とその変遷Jr土曜考古J2 

鈴木徳雄他 1979 r白石城』埼玉県遺跡調査会報告書36

セ関根慎二 1986 '縄文時代の出土土器についてJr糸宮前遺跡II~ 群馬県教育委員会

タ高橋桂他 1976 「北イ言濃大倉崎遺跡調査報告Jr信濃』凹・28-4 

ナ中島 宏 1977 '金堀沢遺跡」入間市金堀沢遺跡調査会

ハ伴信夫他 1976 '大石遺跡Jr長野県中央道埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書茅野市・原村その 1、富士見町

その 2J長野県教育委員会他

ヒ樋口昇一他 1957 r上原」長野県教育委員会

1976 '十二ノ后Jr長野県中央自動車道埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書諏訪市その 4J長野県教

育委員会他

フ藤沢宗平他 1969 r有明山社』長野県考古学研究報告書9

J/ 1971 r唐沢・洞』長野県考古学研究報告書10

、 翠J1j泰弘他 1988 r鍛冶屋遺跡』東部町教育委員会

宮沢恒之 1966 '縄文前期後半の一様相Jr信濃JIII・18-4 

宮沢 英 1972 r阿南町新野遺跡』長野県下伊那郡阿南町教育委員会

ム武藤雄六 1970 '有孔鍔イ寸土器の再検討Jr信濃JIII .22ー 7

モ 百瀬新治 1982 '阿久遺跡をめぐる問題Jr長野県中央道埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告書原村その 5J

百瀬新治他 1988 '縄文前期の土器Jr長野県史考古資料編』全1巻(四)長野県史刊行会

百瀬長秀他 1987 '酋林A遺跡Jr中央道自動車道長野線埋蔵文化財発掘調査報告書h 長野県埋文センター他
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研究ノート

北信濃における縄文中期後葉土器群の概観

1 はじめに

2 研究史

はじめに

縄文時代中期後葉の土器研究は近年とみに進捗

している。この時期には、特に中部・関東地方で

遺跡数が増加するうえ、大規模な遺跡が多くなる

こと、それら遺跡の面的調査によって大量の資料

が蓄積されつつあることが背景にある。その資料

に基いた集成的な研究報告が相次いでいる。長野

県の中期後葉土器研究の代表例としては、 1979年

の『中部高地縄文土器集成第 1 集~ (文23)があ

り、伊那谷を除く長野県と山梨県の1110個の資料

が集成され、編年体系化が試みられている。ここ

に掲載された千曲川水系の下流域、すなわち善光

寺平を中心とする北信地方の土器は 8遺跡22個に

すぎない。また1988年、『長野県史考古資料編』

が完結し、縄文中期後葉土器を 4時期に区分して

いる(文33)。北信関係では 6遺跡17個が掲載さ

れているが、他地域で著しい資料の増加がみられ、

様々な地域色や交流が明らかになってきたのに反

し、『集成』以後の 9年間に調査研究の自立った

成果がなかったことがうかがえる。このことは、

それだけ遺跡が破壊をまぬがれたという見方もで

きるが、中期縄文文化の研究がきかんな長野県の

中で、北信地方だけがブランクになっているとい

う感を禁じえない。

千曲川流域は新潟県に速なり、関東地方、松本

盆地に通ずることから、縄文中期後葉には複数系

統の土器が入り混った、独特の地方色をもっとい

われる。小稿では、研究の流れをふりかえり、資

料を集成・整理しなおし、複雑といわれる北信濃

3 各時期の概観

4 まとめと課題

綿 田弘 実

の該期土器群のありさまを明らかにする手がかり

を模索してみたい。なお、小稿では加曽利E諸型

式に併行する時期を中期後葉として扱うこととす

る。

2 研究史

北信濃の中期後葉縄文土器研究の流れを、次の

3期に分けてふりかえってみる。第 l期は戦後か

ら1970年代初めまでで、地誌による土器群の概括

的な把握が試みられたり、小規模な発掘調査によ

る資料の集積が行われた時期。第 2期はそれ以降

の1970年代で、開発行為に伴う緊急発掘が行われ

るようになり、編年網の整理や土器分布に見られ

る地域区分が明らかになってきた時期。第 3期は

1980年代で、緊急発掘の増加による資料の蓄積が

進み、地域の中での土器群の変遷や特色か守指摘さ

れるようになってきた時期である。また、北信濃

の縄文土器を考える場合、必ず比較検討される新

潟県の研究の現状もながめてみることとする。

第 1期 北信濃の中期縄文土器を総合的に扱っ

た早い例としては、 1953年(以下1900を略す)の

『下高井~ (文30)がある。小野勝年氏は「中期

様式の土器群」を 3群に分類し、「其三」を加曽

利E式に比定している。その特徴は、「立体的な

装飾意欲は寧ろ退化して、口縁部のみに集まる。

胸部以下には地文として縄文や矢ガスリ文、或は

縦に印した直線曲線その他、櫛白文などが施され

ている」といい、下高井地方でも中期土器の中で

最も多く、 2・3細分されると予察している。
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第 ilZl 関i壁遺跡外耳石図

番号 遺跡名 月庁 在 1~包 l番号|滋跡名「所 在 地

平 本本 長野県下高井郡野沢温泉村 17 校 長野県上水内郡小川村

2 同 ノ 峯 1/ 1I /1 18 上 sf、" 11 I1 信州新田7

3 .Jこ 条 1I 11 ノ内B:lr 19 !ヨ 名 I1 11 // 

ヰ { 局 反 !I 中野市 i 20 宮 王立 んf I1 /1 

5 ~t; i平井 /1 上高井郡高山村 21 rtJ fE ゲ 埴科郡戸倉町

5 土平 ノ/ 11 // 22 込山 C 11 グ ;坂城町

八 幡 添 1I !I 20. 宮 下 原 新潟県南魚沼郡大国防

8 橋 J延与~ が よ頁:奴市 24 川久保 ，F， J 1I 湯;!そ間7

百 三 人 道 11 11 25 説F、 ーと // 中魚沼郡中塁村

10 中村衿ヰ土 11 長野市 j叉塁ロ 11 11 津南町

11 間了 11 11 27 i中 / 原 1I 1I 1I 

12 安 庭 1I I1 28 丹、 f廷闘 11 11 1/ 

13 小 1EF グ 上水内郡三木村 29 ~I..il~芝敷 I グ上越市

14 司E 出 1/ /1 牟礼村 30 蔀j 宅ヨ 1/ 新井市

15 中 村臼 /! 1I 鬼無里村 31 フミ 員 11 1I 

16 室 1I /ノ 中条村 32 兼 グ 中頚城郡妙高高原町
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56年、『信濃史料第 l巻J (文16) では、「 3、

加曽利E式土器」の項て r関東地方のそれが、

多くの場合、縄文をもって体部を埋めてあるのに

対し、この地方のものは(中略)半裁竹管乃至箆

様施文具による沈線文をもって充填しているもの

の多いことに相違点」があるとしている。そして

土器群を 9類に分類し、体部に磨消縄文や縄文を

もっ中野市宮反遺跡例に代表される 7類が北。東

信に多く、箆描きの直線文や綾杉文を施される 2

> 6類も見られること、 1> 3 > 5類は少いか見

られないことなどを指摘している。

64年には坂城町込山C遺跡の敷石遺構出土の 3

個の土器が報告され(文'7)、森II~鳥稔氏は「磨消

手法が多用きれ、上部横帯の施文が後退し、隆:帯

が低くなり、沈線化され、縦のモチーブが強くな

る加普利E期でも終末の様相」と指摘している。

翌年、戸倉町巾田遺跡、が報告され(文 8)、森

嶋氏は、松本周辺では特殊な関東的土器が同遺跡

では主体を占め、このあり方が千曲川沿岸に共通

するらしいと述べている。さらに、同遺跡の土器

は加曽利EII式をさかのぼるものはなく、「口綾

部横帯文の盛行する土器群と、明らかにそれが後

退して行く土器とにわけることができる」とし、

環状列石祉と配石社 (H)出土土器が、巾

回KI→KII->HI→HIII→HIV→KHIという変

遷をたどるという。

同年、『日本の考古学~ (文35)の中で永峯光一

氏は、「北信方面で1土、下水内郡大俣出土土器の

ごとし中期終末でも諏訪地方の曽利 4. 5式と

は異った様相をとるものがあって、型式的な編成

の多難さをおもわせる」とし、「千曲川下流域を

主として点々と北陸的あるいは東北的な要素をも

っ土器を指摘できることと、おそらく関係のある

ことであろう」という。

69年、関孝一氏は高山村坪井遺跡を報告し(文

18)、力E曽利EIV式類似土器を指摘している。

71年、関氏は須坂市三入選遺跡を報告し(文19)、

中期後葉から後期前葉土器を 4群に分類している。

ニの中で、後期前葉の有文土器を一括した第 2群

土器の中に「①いわゆる称名寺式的伝統を残して

いるもの、母堀之内 I式的要素がうかがえるもの、

③土着性の強いもの」があると指摘している。こ

の群には力!J曽利EIV式に類似する仲間も見られ、

過渡期の様相をうかがえる数少い資料である。

このほか、笹沢浩氏は64年に長野市中村神社出

土の中期終末土器(文、 67年には信州新町宮

平遺跡出土の、地文にfs1杉状文をもち、中空渦巻

文大把手のつく深鉢(文を報告している。

言語 2期 73年に中条村宮遺跡(文41)、翌年三

水村小野遺跡が発掘され、ともに中期後葉ーから後

期前葉の住居士止と多量の遺物を検出した。当時と

しては比較的規模の大きな調査であった。

74年、「野沢混泉村史~ (文の中で岡/峯・

平林遺跡の発掘成果が紹介された。悶ノ峯遺跡か

らは曽利lIl-V式併行の土器を伴う竪穴住居社、

平林遺跡からは曽利 1-v式併行の、いわゆる土

器捨て場か倹出された。坂諾秀一氏は平林遺跡の

土器を「信越の接触地域における様相が顕著に示

されている土器群」といい、「どちらかといえば、

現在の新潟県信様、)11流域に栄えた文化と親縁性

をもっている」としている。

78年、森嶋稔氏は更埴地方の縄文土器を紹介す

る中で(文、中期後葉土器には加曽手iJEI-

IV式に比定されるもののほか、越後の塔ケ崎式の

要素をもつものを指摘している。また、さきに報

告した巾田遺跡の諸遺構出士、土器を 3時期に整理

して加曽利EII式ー II亜式。 m式の各時期に比定

し、「これを巾回 1式.2式・ 3式とすることも

可能で、あり、妥当であるかとも思われる」という。

翌年、森1鳴氏は『信州新町史J (文47)の中で、

宮平遺跡出土の中期後葉土器を、力日曽キI]En . III 
包 1V式、塔ケur奇式のほか、「熊久保式」と呼んで

いる。熊久保式は「松本平を中心とする力日曽利E

II-IH式期併行の土器群で、深鉢に大きな隆線に

よる渦文、地文の綾杉状沈線などがみられる」の

が特徴という。また敷石住居から称名寺式などと

いっしょに出土した加曽利EIV式類似の注口付土

器を、後期初頭に位置づけている。

同年、冒頭てaふれした『土器集成~ (文が発

刊され、 70年代までの資料を総括した。このうち、

「諏訪湖盆。松本平 e 千曲川水系の部」で、特に重

要なのは、従来「不都合を承知で」編年の基準と

して代用されてきた加曽和!JE式と曽利式から、唐

草文系が明確に分離されたことである。この土器

は「胴部の全面に展開する大柄渦巻文、その間際

を箆描沈線による綾杉文とその変形文で充たす
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文様構成」が最大の特徴で、分布は標記の地域の

ほか、伊那谷北部から越後へ伸び、るという。この

土器群は 4段階に変遷し、唐草文系 Iと曽利 I式、

同IIと曽利II式、同IIIと曽手iJIII. IV式、問IVと曽

利V式が併行するという。また小地域差として、

千曲川水系では「加曽利E式が圧倒的多数をしめ、

これに唐草文系が加わり、曽利式はごく少い」と

いい、「唐草文系は加曽利E式の浸透を最も許容

して大木式と曽利式をわずかに受容する」と述べ

ている。

このほか、 75年に大久保邦彦氏が牟礼村平出、

百瀬新治氏が長野市安庭遺跡出土土器を紹介して

いる。

第 3期 82年には須坂市橋場遺跡が報告され

(文17)、比較的まとまった資料が報告された。

翌年、綿田弘実は、坪井・北坪井・橋場・巾国

各遺跡等の出土土器を対象に、「圧痕隆帯文」と

仮称する土器を拙出し、加曽利EIII式から称名寺

式前後まで3段階に変遷することを予察した(文

51)。また分布の北限は上越と十日町盆地、南限

は松本・佐久盆地あたりとなることから、北信地

方の土着土器として位置づけた。

84年、高山村八幡添遺跡が報告された(文20)。

中期住居祉13軒を数え、北信濃では初めての本格

的な集落祉の報告例となった。出土遺生舎の大部分

は中期後葉に属し、加曽利EII-IV式併行のIII群

土器を、 1類:加曽利E式系に一部大木系を加え

たもの、 2類:いわゆる唐草文系、 3類:いわゆ

る庄痕隆帯文土器に大別し、これらを16種に分け

て説明している。

同年、 81年から着手された小川村筏遺跡の学術

調査の概要が報告された(文4・5)。中期末葉

の5軒の住居祉のうち、 5号住居祉は 8個の壊斐

をもっ特殊なもので、これらは北陸系の塔ケ崎式

土器の流れの中にあるという。

同年、長野市の旭町遺跡が発掘され、中期末葉

の住居祉 2軒が検出された(文34)。山口明氏は

出土土器の中から庄痕隆帯文土器1点を紹介し、

土着土器研究の意義を強調している(文48)。

85年、岡ノ峯遺跡の 2・3次調査の成果が明ら

かにされた(文38)。村史と同様に、曽利式併行

の土器群を曽利・加曽利E諸型式に比定して報告

している。

87年、綿回は71年に発見された高山村北坪井遺

跡の敷石住居祉と、加曽利EIV式を中心とする出

土遺物を紹介した(文52)。あわせて八幡添遺跡

8号住居祉の一括資料を、称名寺 I (古)式段階

の加曽利E式系土器と位置づけ、千曲川流域の典

型例とした。

新潟県新潟県では、 37年の斉藤秀平氏による

縄文待代の時期区分(文12) を晴矢として縄文土

器の編年研究が始まった。

66年、中村孝三郎氏は長岡市馬高遺跡出土の中

期縄文土器を 6期に区分した(文29)。

74年、中里村森上遺跡の概報(文28)の中では

中期を 9期区分し、後半の部分を 5期:山下、 6

期:馬高、 7期:栃倉、 8期:大平、 9期:上並

松の各遺跡をあてた。

77年、津南町沖ノ原遺跡報文(文24)では、森

上の 7期と 8期の聞に仮称「沖ノ原式」をあて、

10期区分とした。

82年、見附市羽黒遺跡報文(文40)では 9期区

分とし、大木8a -10式に併行する時期について、

5期:岩の原、 6期:森上、 7期:沖ノ原、 8期:

大平、 9期:宮下原の各遺跡をあて、基準資料を

明示した(註 1)。

85年、富樫雅彦氏らは、信濃川中流域の中期土

器を検討する基礎的作業として、文29にたちか

えって、集成した土器群を中期大木諸型式に対応、

させ、 6段階に整理した(文27)。

88年、小林達雄氏は「火炎土器様式」を網羅的

に紹介する中で(文11)、多数の「型式」をA-

Dの4群に整理した(註 2)0A群は「いわゆる

火炎土器の型式」で4種あり、 B群は器面に縄文

をもたないことを基本とする深鉢で、この 2群が

土着の独特の風を示すもの。 C群はキャリパー形

の深鉢を主体とする大木系土器、 D群はA ・B'

C群以外で、単純な器形に全面縄文を施す従属的

な型式という。またこの様式は大木8a式期に始

まり、大木8b古・新期の 3段階程度継続し、分

布域は長野県側では積雪地帯にほぼおさまるとい

つ。

このほか長野県北部にかかわるものとしては、

次のものが見られる。

84年、小島正己氏らは新井市割石遺跡出土土器

を紹介し(文10)、加曽利E3期に併行する中期
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後半 I期には加曽利E系、大木系のほか、「押圧

痕をもっ経線によって文様が施文されるJ 6類を

在地系として位置づけている。

85年、田中耕作氏は三十稲場式の成立を検討す

る中で(文21)、 I地域とした北信地方北東部・

魚沼地方は、「中期末に加曽利EIV式の分布が色

濃く見られ、称名寺I式古段階では、顕聖寺(略)

のような中津式類似土器とともに、刺突文や口縁

部無文帯、 ~Jみ隆帯の顕著な土器群が存在する」

と述べている。

77年、津南町反里口遺跡報文(文25)で、 27類

の『横「八」の字状の列点、ないし沈線』をもっ

土器が大木9式後半から10式に併行する、きわめ

て地方的なものと指摘し、 86年の湯沢町川久保遺

跡報文(文50)ではこの仲間である 3-P類に類

似する土器の分布と時期を検討している。

このように新潟県側でも中期後葉土器群に検討

が加えられつつあり、きわめて土着的な土器の存

在も明らかになってきているが、地域色が強まる

時期のためか、土器群全体の整理は今後の課題で

あろう(註 3)。

3 各時期の概観

これから北信濃の中期後葉土器群をながめてみ

るが、研究史で見たとおり、北信にはいくつかの

系譜を異にする土器が混在することが知られてい

る。その一つは早くから関東の加曽利E式と異り、

地文に「矢ガスリ文」や「半裁竹管乃至箆様施文

具による沈線文」、「綾杉状沈線文」をもつこと、

「大きな隆線による渦文」が描かれる、などの特

徴をもち、『土器集成~ (文23)で明確に区別され

た「唐草文系」である。ほぽ同じ仲間をさす「熊

久保式」の名はその後普及していない。また一つ

は『信濃史料~ (文16)で北・東信に多いといわ

れ、巾岡遺跡の調査でそれが明らかになった加曽

利E式系である。さらに一つは「北陸的あるいは

東北的な要素をもっ土器」や塔ケ崎式の要素をも

つもの、大木式的な土器といわれるような土器で

ある。系統的には火炎様式フ。ロパーと大木系に分

けることも可能でbあるが、伝播系路を重視して仮

に「越後系」とまとめておしこの上に、最近に

なって抽出された土着の圧痕隆帯文の仲間が加わ

る。この 4群が北信濃の中期後葉縄文土器群を構

成している。越後系、圧痕隆帯文系は同じ北信の

中でも、時期、地域によって量に差があるらしい。

量的には加曽利E系が多〈、関東地方で変遷が明

らかになっているため、これを基準に併行関係を

把握したい。なお加曽利E諸型式の呼称に統ーが

みられないため、埼玉県の編年(文22)に準拠し、

時期区分は大節では『長野県史~ (文33)の 4期

区分にならい、後期初頭まで概観してみる。

中期後葉 1. II期(第 2図) 埼玉編年のIX-

XlIa期にあたり、加曽利E1式から II式中頃に併

行する時期である。資料が少く区分できないため、

1 . II期をまとめて扱う。

力日曽利E系 (第 2図12・16-18・21・22)17・

18は地文に縄文を施し、 2本 1組の隆帯が貼付さ

れる。この間を蛇行沈線や並行沈線が垂下し、磨

消部は見られない。 21も同類である。 22は大木系

かもしれない。 16はキャリバー形深鉢の口縁部で、

クランク状の隆帯が突起状にはね上がり、沈線地

文である。新井市大貝遺跡(文3)に完形例があ

り、岡谷市梨久保遺跡では唐草文系 Iに伴ってい

る(文23)0 12は四山の波状口縁の外側に把手が

つき、この間に楕円文が配される。頚部に無文帯

をもっ。これらは加曽利E1式の新しい時期から

II式の古い時期頃であろう。

越後系(第 2図 1-10・13-15・19・20・23-

35) 1-3・24-28・31は地文に縦位の半隆起帯

が密接して施され、 2本または 3本 1組の隆帯が

横位に弧状にめぐったり、縦位に器面を分割する

ように配され、要所に渦巻文をもっ。 29は条線地

文だが同類である。 24は曽利 I式にも似る。 5-

8・13-15・32-35は地文に綾杉状沈線を施し、

口縁部に無文帯をもつものが見られる。 2本また

は3本 1組の隆帯で器商を 4等分するのが基本と

思われ、渦巻文や剣先文が多用される。 5-7は

胴下部がややふくらみ、 7・8は1対の渦巻状大

型把手をもっ。これらは火炎土器様式B群と思わ

れる。

4・9・10・19・20・23はキャリバー形の深鉢

で、頚部は無文帯となる。これらは大木系といわ

れる火炎土器様式C類であろう。

30はこれらの口縁上につく把手である。 11は

はっきりしないが、唐草文系に伴うらしい。

この時期のまとまった資料としては、平林遺跡
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第1IIトレンチ、筏遺跡5号住居祉がある。

中期後葉 I・II期には北信全域が越後系に席国

される観があり、文40の6期、概ね大木8b式期

に併行する。 13~15などは地文がややラフで 5

~8 などとともに唐草文系に含めてもさしっかえ

ないものであろう。この時期の唐主主文系自体;が越

後とつながりが深〈、いずれにしても縄文をもっ

土器が少い時期で、ある。

中期後葉III期(第 3図 1~22、第 5 図 1 --5・

8 ~17) 埼玉編年の Xl! b 'XiIl期にあたり、加曽

利EII式の新しい時期から旧式に併行する。

力日曽利E系(第 3図 1~lO . 12~-14 .16)いく

つかに分類して記述を進める。 A，類l主力E曽利E

II式、 f也はIII式に属す。

1 --5・8t土口i縁部と胸部の文様帯が分離した、

くぴれしのゆるいキャリパー形深鉢である (A類)。

1 ~ 3は口縁部に渦巻文と楕円文カサ寺合して横に

流れるようなモチーフをもっ。胴部は縦位の沈線

で区画され、狭い磨消部をもち、地文部に蛇行沈

線が配される (A，9原)0 4は口縁部の渦巻文が沈

線化して崩J札、胴部文様との境界がなくなり、 5

1土橋円文のみ、 8はj品文のみとなる。胴部文様は

謄消縄文が発達して逆 'UJ字状区画や楕円文が

現われ、蕨手文も見られる夏)。この他は口

縁部文様子苦を欠いて狭い無文帯をもち、鋼部がゆ

るくくr__Fれる器形である (B類L 6 . 7は上下

に分離した磨消縄文による楕円文と蕨手文が配さ

れる。 12は腕下半に逆 'UJ字状文と蕨手文、上

半には深〈入り組むi皮;伏文と大柄てど渦巻文を交互

に配し、 1対の大型把手がつく。 10は胴上半に狭

い無文部で表した波状文、下半は逆 'UJ字状文

をもつらしい (B!類)0 14t土器面全体を逆 'UJ

字状に大きく区画し、 13はその変形であろう (B2 

類)0 16は同じ区画を幅広で断面形が丸味をもっ

隆帯で描く (C類L 9は沈線、で画された口縁の

無文部以下全面に縄文を施す。縦位の条線を密に

施すものもある (D類)。この他、いわゆる両耳

壷が盛行する。

越後系(第 3 図17~22) 21は太い沈線、他は隆

帯で楕円文や唐草風の渦巻文が描かれ、地文に縄

文を施す。越後でで、lは土この時期に火炎土器様式はす

たれて大y木iドζ式の傘下にあり札、これらも二

流れを汲む。 22は広域に分布する類で「胴部!島常

文土器」とも呼ばれ、その第V1期に位置する(文

1 )。

唐草文系(第 3図11・15、第 5図16・17) 4点

とも樽形といわれる深鉢であろう。第 5図16・17

は口綾部に楕円区闘をゐち、中に交互刺突を施す。

第3図11. 151立地文の沈線が「八」の字状からや

や変形してラフに施される。いずれも唐草文系m
である。

圧痕隆帯文系(第 5図 1~ 5・8~15) 文51の

分類に従えば 1 ・ 2 は I 群、 3~5'8 ・ 12は n

群に属す。 I群の特徴l土、内面に粘土貼付ーがある

外反ぎみの口縁部、よく巻き込んだ渦巻文が4単

位配され、胸部で文様を描いた圧痕隆帯がこの間

をつな「ことなどである。 II群l立与干の退化型と考

えられ、特徴は内湾ぎみの口縁部、単純に垂下す

る}王痕隆帯が口縁部で屈曲し、 3単位の蕨手状渦

巻を描くことなどである。 9. 11・13. 15は口縁

部に 2条の圧痕隆帯がめくやり、 j中/原式 2類の要

素が見られる。 14は圧痕降帯が力日曽利E系A2類

の楕円文のように用いられる。これらは I. II群

にあてはまらず、ことに岡/峯遺跡目、バラエ

ティーか多い。飯山盆地周辺にはさらにいくつか

の類型があるのだろう。

この時期のまとまった資料としては、力目曽利E

系A，類の段階は問/峯遺跡 I号住居祉、巾回遺

跡II号住居社・環状列石祉 I号、 A2類と B類が

共{半するものは巾因遺跡配石土I上I 園 II号、 B類が

主体となるものは宮反遺跡、八幡添遺跡 5号住居

主l上、巾因遺跡配石;世m号がある。

中期後葉m期は 4系統が出そろうが、その併行

関係は、巾田遺跡配石主止 I号では第 5図 2が埋設

で加曽利E系B類が覆土出土、八幡添 5号住居主止

では第 3図10と第 5図 5がともに埋設であること

から、}王痕!塗帯文系 I群が加曽利E系A1類によ

り近い時期、 II群がA2 ・B類の時期に併行し、

沖ノ j京式 2類ともつながるであろう。また巾因遺

跡配石主u:!II号では第 3図8に唐草文系1Vに属すも

のが伴出している。したがって第 5図16・17をよ

り古く位置づけ、同図19・20をこの時期にあてる

べきかもしれない(註 4)。新潟県側では文40の

7 . 8期に併行しよう。

組成に占める割合は加曽利E系が圧倒的に多く、

越後系は大木式系統に絞られ、著しく後退する。
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ただし第 3図12のように、この時期に手のこんだ

把手が見られるのは越後と共通の土着的伝統であ

ろう。唐草文系は概して少いが、中越では沖ノ原

遺跡、上越では山屋敷 I遺跡に樽形の完形例があ

り、新潟県側にもわずかに伸ぴている。圧痕隆帯

文系は実態が明らかではないが、これが主体を占

める地域は今のところ知られていない(註 5)。

地文には加曽利EIII式に増える無節縄文や条線、

唐草文系に由来するものか粗大な短沈線も見られ

る。

中期後葉IV期(第 4図 1-10、第 5図6・7・

18-22)埼玉編年のXIV期、加曽利EIV式に併行

する。

加曽利E系(第 4図 1-8) 1-5・8は磨消

縄文で文様が表現される類で、 III期のB類の流れ

を汲む。口縁部には、 1・2が沈線、他は隆帯で

画された無文帯をもっ。文様帯はくぴれ部で上下

2分し、上半は深く入り組んだ波状文、下半は逆

rUJ字状文が描かれ、下段の文様が上段の波頂

下にくるように配される。 5は上下の rUJ字状

文が結合している。 3. 4には 1個または 1対の

橋状把手がつき、この時期の特徴を示す。 6・7

は断面三角形の微隆起帯で文様が描かれる。 7は

くぴれが強〈、磨消縄文の類に似た文様をもっ。

6は直線的な器形で、胸部に隆帯を垂下して幅広

い無文部と縄文部を交Eに配し、第 3図16と同じ

構成をとる。

唐草文系(第 4図9・10、第 5図19-22)第4

図 9 、第 5 図19 ・ 20は樽形深鉢の流れを汲む。~主'

帯で区画された枠内を「八」の字状文やその変形

である雨垂状沈線(20)で埋め、勾玉状刺突 (19)

も見られる。第 4図10は両耳壷で、格子状に変形

した「八」の字状文を施す。この時期の両耳壷は

地文のみでモチーフを描かないものが多い。第 5

図21は短沈線か横並びになった r< J の字状文と

でも呼べるもので、新潟県側に多い。唐草文系IV

は曽利V式と似るが、曽利V式が沈線で区画する

ものが多いのに対し、低平な隆帯を多用する。第

5図22は縦横の区画がなく、奈村立の短沈線を施す。

大平・宮下原遺跡などの全面刺突文の仲間かもし

れない。第 5図18は口縁部に刻みのある隆帯をも

ち、 r< J の字状の細かい沈線を充填する。反里

口遺跡27類に比定され、今のところ分布の南限で

あろう。便宜的に本群に含めた。

圧痕隆帯文系(第 5図6・7)文51の町群にあ

たり、 1条の圧痕隆帯を口縁部にめぐらせる類で

ある。 6，ま隆帯上に刻み目を施され、 7は横長の

刺突が見られる。

このほか口縁部の隆帯以下全面縄文を施すもの

や、条線文をもっ土器も多い。横位の条線を波状

に施すものは地域的なものであろう。

この時期はまとまった資料が少し遺構に伴う

例としては、北坪井遺跡敷石住居枇で第 4図6と

第5図7が伴出したらしく、込山C遺跡敷石遺構

で第 4図5・9がともに埋設土器として伴った。

八幡添遺跡2号土壌では破片ながら加曽利EIV式

と唐草文系IV、圧痕隆帯文が伴出した。従って加

曽利EIV式と唐草文系IV.庄痕隆帯文田群の一部

が併行すると思われる(註 6)。

組成については、 III期に続いて加曽利E系が多

数を占め、新潟県側では加曽利EIII式より IV式が

分布を広げているらしい。大木式に由来する越後

系は姿を消し、わずかに魚沼地方の土着的な土器

が積雪地帯に散見されるにとどまる。唐草文系も

少し分布は長野県を出ないようである。圧痕隆

帯文系は判然としないが、 III群は独自の規格を

失って宮下原遺跡例などと区別できないものとな

り、後期に続くらしい。 1. II群同様、組成に占

める割合はさほど多くないようである。

後期初頭(第 4図11-16)近年、関東地方の北

東部では、称名寺 1 (古)式が見られないかわり

に、加曽利EIV式系統の土器が称名寺式の半頃ま

で残存することが明らかになってきた(文9)。

12-16は八幡添遺跡8号住居祉の共伴資料で、

15が埋設土器、他は炉祉内一括である。いずれも

変化の乏しい器形で、 12は同図 6と変りない。 13

は先端が尖って rWJ字状のモチーフとなった磨

消縄文が上下に深く入り組む。 16は口縁部の隆帯

下が縄文、 14・15は全面縄文である。これらは東

京都前原遺跡4号住居祉に併行する 1群と思われ

る。 11の注目付深鉢は宮平遺跡敷石住居祉出土で、

称名寺式、堀之内 I式が伴った。これも加曽利E

IV式系統と思われ、称名寺式段階に位置づくもの

であろう。この時期の注目土器の類例は、県内で

は少い。なお、佐久地方では14-16などと対照的

に、一足早〈縄文を消失するらしい。
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後期初頭の様相はまだ明らかではないが、千曲

川流域では称名寺 I (古)式が波及せずに加曽利

EIV式系統の土器が続き、やがて称名寺 1(新)

式にかわられたのであろう。この時期には山ノ内

町伊勢宮遺跡(文49)や三入道遺跡(文19)にう

かがえるように、関東北東部から東北南部の要素

が強く現れる。

4 まとめと諜題

中期後葉 I期から後期初頭まで、 4系統に分け

て土器群を追ってきたが、時期ごとに大きく流れ

が変わる様子がうかがえた。 I. II期の分離は課

題であるが、火炎土器様式や大木 8b式系統の越

後系が席圏し、唐草文系と強〈結びついている。

III期には一転して加曽利EII'!II式が浸透する一

方、大木 9式に由来する越後系は後退し、中。南

{言を中核とする唐草文系m・IVも根づいていない。

この時期に庄痕隆帯文 1・II群が現れ、一時的に

個性を発揮する。 IV期には加曽利EIV式が主体を

占め、新潟県側にも強く浸透する。唐草文系IVI土

千曲川下流域では少し圧痕隆帯文m群は個性を

失って粗製的となって、根強く残る加曽利EIV系

とともに後期初頭へ移り変っていく。このような

動きの中で唯一の土着系である短命の個性派、圧

痕隆帯文土器の発生の背景には興味がもたれる。

中期後葉m期に遺跡数の急増とともに新しい段階

の加曽利EII式が強力に流れ込み、旧来の越後系、

唐草文系にインパクトを与える過程で出現したこ

とは確かであろう。

土器様相から読みとれる縄文中期後葉の北信濃

の特性は、常に他地域に中核を置く複数系統の土

器型式(様式)の分布の縁辺部にあたっていたこ

とである。ことに信越国境は中部・関東系と東北

@北陸系の境界にあたり、北信濃はそれらの干渉

地帯であったといえる。

複数系統が混在する地域ゆえに、ここまで用い

てきた 1-IV期の区分に不都合があることもまた

明らかである。資料の乏しい I. II期はひとまず

おくとして、 HI・IV期はどの系統を基準とするか

によって区分が異なる。本稿は概ね加曽利E式の

変遷に沿ったつもりであるが、加曽利E式の区分

をより重視すればXlIb期とXlI!期の間にII.m期の

画期をおくべきであろう。しかし遺跡数の動向や、

加曽利EII式新段階から北信でも連続的な土器変

遷がたどれるようになること、唐草文系III. 1Vや

曽利1V'V式の区分により近いことなど、本稿の

区分に利点もある。逆に1II. IV期の区分を埼玉編

年XllI・XlV期の問に設けたため、唐草文系の区分と

i立合わない。またIV期には加曽利EIV式と唐草文

系の終末の時期差の問題もかかわる。ヱド稿の区分

は「概観」のための便宜的線引きであり今後の課

題として検討していく必要がある。

ここまで述べてきたような地域的f侍J性をもっ北

信濃には、遺跡"遺構の中での土器のあり方や、

土器そのものに表れる異系統間の影響関係など、

さまざまな興味ある課題が埋もれている。常に他

地域の影響下にあってさほど独自な土器を生み出

さなかった北信濃に根ざした集団が、進取の精神

旺盛で寛容だったのか、自主独立の気風に欠け付

和雷同的だったのか、他の文1t的動向とともに土

器というフィルターを通じて垣間見てみたいもの

である。

卒論作成のための雑記帳や、調査に携った遺跡

の報告を寄せ主主め、未整理のまま綴ってみた。 18

遺跡出土の実測図54個体、拓本44点にふれてみて、

不足しているのは資料よりも自分の能力だと感じ

ながら、ノートを閉じることにする。小稿が何か

の蔽き台にでもなれば望外の喜びである。

末筆ながら、文献を援助してくださった宮下健

司、山口明、寺内隆夫の各氏に感謝申し上げる。

註 1 これらの 9または10期に登場する遺跡名は、当該期のまとまった資料を出土した、新潟県内の代表的遺跡という

意味あいであてられているように見受けられる一方、これらに「式」をつけて型式として扱っている場合もある(文

26)。

設 2 この様式名の「火炎土器」と「火焔土器」は区別されている。また文2自によれば、「火焔土器」は俗称であり「馬

高式深鉢」が正しいこと、「火焔土器」と「火焔形土器」あるいは「火焔形式」には厳密な区別がめるという。「馬

高様式」のような名称のほうが用語の混乱を招くおそれが少いように思われるが、どうであろうか。
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註 3 たとえば沖ノ原。大平 e 宮下原の各遺跡などから出土した全面刺突文の深鉢は、文24では 9期区分の第 8期、文40

では 9期区分の第百期、文21では税指寺 1 (古)段階、文27では大木10・加曽;fljEIV式併行の第 6期、文37てすま中

期後葉を 3区分した第 2期となっている。この種類が時間巾をもつこともあろうが、その位置づけには見解の統ー

が見られない。

註 4 r長野県史~ (文33)は唐草文系、曽和j系を基準に時期区分しているため、中期後葉III期は唐草文系m、曽和IJII!. 

IV式にあたる時期のようである。従って加営利iJE系のB類は中期後葉IV期に編入されている。この点は力日曽利E!ll

. IV式の区分ともかかわるが、本稿とは異る。

註 5 小林守三氏は学生時代の踏査の折にこの土器に注目し、裾花川流域に分布する土器であるとうかがったことがある。

御教示に深〈感謝申し上げたい。事実文51で集成したときも上水内地方に多く、 1・II群の仲間は上越万聞へも広

がっていること(文3・10)、八幡添遺跡の調査でも加曽E系の I割程度だったことから、分布の中心は千曲)!!左

岸とヱ予想される。

註 B 込山C遺跡の敷石遺構では、床面下から 3個の埋設土器が検出されている。掲載しなかった l個は加曽利E図式

のB1類としたもので、第 4図5より若干先行するものかもしれない。従って第 4図9も中期後主主III期に含まれる

可能性がある。
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表現法の統ーのため再トレースしたものがある.
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