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東北地方北部の縄文中期後半の土器
－大木系土器層位的共伴関係土器集成－

鈴木克彦

1　序

(1)はじめに

本稿は,土器の層位的な共伴関係から東北地方北部の縄文中期後半の土器型式編年について考える

ものである。より充実した型式内容を確定させるために,発掘調査によって明らかになった遺構内共

伴関係に基づいて層位的に検証し,併せて共伴する土器の器形組成や隣接する地域の大木式土器との

平行関係を理解しようとするものである.

当該期の土器を一般に大木系土器と呼び(鈴木克彦1976),その大木系とは何かという問題につい

て筆者は既にその大筋を述べている(鈴木克彦1982)ので重複を避けるが,この土器は北海道南部ま

で影響を及ぼしている(鈴木1976,川内基1988)ように,東北地方南部の大木式の北漸論の所産だと

考えている。それが,それまで当該地域に根強かった円筒土器を終えんさせた。

この間の様相は,具体的に泉山式土器の形成に端的に表れている。逆に,このことは円筒土器(上

層式)とは何かという問題に係わる。具体的には上層d,e式と泉山式の認識に関する問題である。

中期後半の型式編年として当該地域には,泉山式以降,中の平1式,榎林1,2式,中の平2,3式,大

曲1式が設定されている(角田文衛1939,鈴木1976)外,円筒土器上層e,f式(江坂輝弥1970,村

越潔1974),或いは大木10式平行式(成田滋彦1984,外)などと呼ぶ類いがある。また,特に中期末

に位置付けられる大木10式平行の大曲1式は中期と後期の境界に当たるので,中期とは,後期とは何か,

という時期区分の問題に派生する。このようにこれら大木系土器諸型式の内容を論じることは,当該

地域におけるその土器の出自,発展とその性格を明らかにすることでもあるので、汎東日本的な広域

に影響を及ぼしている大木式土器を取り巻く相互の広域編年を理解する効果をもたらすであろうし,

逆説的にはそれまで当該地域に根強かった円筒土器とは何かという問題を大木系土器の側から見直す

契機となる波及効果を期待したい。

(2)型式把握(認定,細分)の方法

学史については既に筆者や成田,柳沢清一が論じている(文献省略)ので本稿では取り上げないし,

そのことを詮索するつもりもない。しかし,現在はより確実で豊饒な資料を得ている。未だ確定しか

ねる問題もあるが,新たな出発点として従来の型式を補訂して再構築したいと思っている。もはや,

文様や器形の変化を追い求めて古典的手法で型式を論じる時代(段階)ではなく,層位的,型式学的

方法を噛み合わせてこそより安定した型式把握ができよう。換言すれば,例えば遺構内出土の場合,

土器の廃棄パターンを十分理解した上でそれが確実に一型式として纏まった資料なのかを型式学的に

検証できない,そういう客観的な層位的裏付けのない型式は淘汰すべきである。また,層位的方法の

有為性は,前後関係の序列や幾つかの器形の組成共伴関係を知ることができることにあり,本稿では

その層位的根拠に基づいた型式の大枠を把握(規定)したいと思っている。

さて,当該地域の発掘調査に共通する問題は,発掘調査における覆土,埋土一括と報告書に記載さ

れる遺構内に出土した遺物の曖昧な取り上げ方(観察)にある。これを改めない限り,幾ら発掘を重

ねても問題は解決しない。その遠因は建設的相互批判を忘却したこの地域の考古学土壌の浅さにある

ものだが,今一度,関東,中部地方で30年前に実践された土器の廃棄行為(パターン)や型式設定の
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方法論を思い起こしてそれに学ぶべきである。近年これを反省材料に一部の地域で層位的発掘を心掛

けようとする機運がでて来たのは光明である。山内清男が層位学と型式学を科学的に援用して編年学

を樹立した体系が,小林達雄による土器の廃棄パﾀーンの方法論や鈴木公雄による型式の認定方法論

によって裏付けられたことをを引き合いに出すまでも無く,発掘調査の層位的観察と土器の分類観察

が一体になって,施文される文様構成や施文要素と文様要素,文様帯系統論が器形とその組成関係と

共に論じられなければならないのである。

2　中期後半の土器の分類と層位的共伴関係による観察を通した編年の再構築

(1)1群土器(泉山式相当)

①,層位的根拠

泉山式(鈴木1982)の標識資料である三戸町泉山遺跡の1-1号フラスコ型土墳出土の一括廃棄の

土器群(図5)について検証する。これには大木8a式が共伴している。

その類例(支持資料)に,八戸市松ヶ崎遺跡7号,13号,14号,23号住居跡床面(図6),八戸市西

長根遺跡3号住居跡床面(図13),六ヶ所村富ノ沢遺跡6号,63号住居跡床面(図22),216号住居跡床

面外(図23),276号,288号住居跡床面(図24),432号,434号住居跡床面(図25),青森市三内沢部

遺跡3号,6号住居跡床面(図40),などがある。

今度はもう少し対象を広げて見ると,松ヶ崎遺跡19号住居跡床面,3層(図6),西長根遺跡1号住

居跡床面,外(図13),六ヶ所村富ノ沢遺跡28号住居跡床面(図22),311号,333号住居跡床面(図24),

67号住居跡床面(図26),1号住居跡床面(図28),青森市近野遺跡5号,7号住居跡堆積土(図32),今

別町山崎遺跡2号住居跡床面(図34),三内沢部遺跡4号住居跡床面(図40),などの2等資料がある。

これだけ見ても泉山式は揺るぎないものだが,問題はこの2等資料にこそあるとしなければならな

い。必ずしも一括廃棄と断定しかねる堆積土から出土したものを含むが,泉山式標識土器群の範囲を

越える土器例えば隆線文即ち従来の円筒土器上層d式のメルクマール文様を施文する土器などを含む

からである。

②,分類の方法

次に,これらの土器群を主として施文要素から分類し,文様要素を考慮する。本来は,土器の形態,

器形,地文などの全体を説明しなければならないが,必要に応じて記し,要点を記述する。(要点だ

けという意味では以下同様である。)

1類:隆線文

この施文要素には,a所謂胸骨状文,b弧状線文と,c両者を併用,dその他渦巻文,鋸歯状文,

の文様要素がある。これは,2類,3類同様である。隆線文は1文様帯にも施文されるが,通常はⅡ文

様帯を形成する。Ⅱ文様帯には幅広いものと狭いもの,さらに痕跡程度に施文されるものなどがある。

一般的に上層d式とされる。しかし,この考え方,把らえ方には疑問がある。その理由は,施文要素

の違いだけで文様要素や文様構成の同じモチーフを別類立てできるかという問題である。ただし,1

類には量的に少ない。

2類:隆起線文+沈線文

1,3類と同じ文様構成とは,a所謂胸骨状文と呼ぶ縦位と横位を組み合わせたもの,b弧状線文を

重畳する,ものなどである。一般的に上層e式とされる。これにも,上記と同じ理由で疑問がある。

3類:沈線文

1群土器では最も多く見られる施文要素で,文様要素,文様構成は,1,2類同様である。一般的
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青森県教育委員会　1974　亀ケ岡遺跡発掘調査報告書

青森県教育委員会　1975　中の平遺跡発掘調査報告書

鈴木克彦　1976　東北地方北部に於ける大木系土器文化の編年的考察　北奥古代文化8

青森県教育委員会　1976　泉山遺跡

青森県教育委員会　1976　白山堂遺跡・妻の神遺跡発掘調査報告書

平賀町教育委員会　1976　井沢遺跡

青森県教育委員会　1977　近野遺跡発掘調査報告書

青森県教育委員会　1978　三内沢部遺跡発掘調査報告書

蛍沢遺跡発掘調査団　1979　蛍沢遺跡

柳沢清一　1980　大木10式土器論　古代探叢

丹羽　茂　1981大木式土器　縄文文化の研究4

青森県教育委員会　1981　国営八戸平原開拓建設事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅱ

青森県教育委員会　1982　山崎遺跡

鈴木克彦　1982　円筒土器に後続する土器の編年　考古風土記7

三厩村教育委員会　1983　宇鉄Ⅲ遺跡発掘調査報告

青森市教育委員会　1983　四戸橋遺跡調査報告書

平賀町教育委員会　1983　太師森遺跡

青森県教育委員会　1984　長者森遺跡

平賀町教育委員会　1984　駒泊遺跡

成田滋彦　1984　東北地方北部の大木10式土器周辺　奥南3

鹿角市教育委員会　1984　天戸森遺跡

青森県教育委員会　1986　弥栄平1遺跡

黒石市教育委員会　1986　花巻遺跡

柳沢清一1988　「大木10式土器論」続考察　北奥古代文化19

川内　基　1988　北海道の大木系土器　ひばり10

青森県教育委員会　1989　富ノ沢(1),(2)遺跡

青森県教育委員会　1989　館野遺跡

柳沢清一　1990　『岩木山』編年の再検討　北奥古代文化20

青森県教育委員会　1990　弥次郎窪遺跡

柳沢清一　1991「榎林式」から「最花式」(中の平Ⅲ式)へ古代91

青森県教育委員会　1991　富ノ沢(2)遺跡Ⅳ

青森県教育委員会　1992　富ノ沢(2)遺跡Ⅴ

柳沢清一　1993　北奥「大木10式並行土器」の編年　二十一世紀の考古学

青森県教育委員会　1993　富ノ沢(2)遺跡Ⅵ,富ノ沢(3)遺跡

青森県教育委員会　1993　野場5遺跡

青森市教育委員会　1993　三内丸山2遺跡,小三内遺跡発掘調査報告書

戸沢充則　1994　縄文時代研究事典(東京堂出版)

八戸市教育委員会　1994　八戸市内遺跡発掘調査報告書6

青森県教育委員会　1995　泉山遺跡

青森県教育委員会　1995　上蛇沢2遺跡

八戸市教育委員会　1995　八戸市内遺跡発掘調査報告書7

山内先生没後25年記念論集刊行会　1996　画竜点睛

八戸市教育委員会　1996　八戸市内遺跡発掘調査報告書8

野辺地町教育委員会　1996　柴崎1遺跡発掘調査報告書

岩手県埋蔵文化財センター　1997　田代遺跡発掘調査報告書

青森県教育委員会　1997　槻ノ木遺跡

青森県立郷土館　1997　馬渕川流域の遺跡調査報告書
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図5　青森県三戸町泉山遺跡出土々器(3.共伴関係)
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図8　八戸市松ケ崎遺跡出土々器(3.共伴関係)
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図9　八戸市松ケ崎遺跡出土々器(4.共伴関係)



20　　　鈴木克彦:東北地方北部の縄文中期後半の土器

図10　八戸市松ケ崎遺跡出土々器(5)
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図11　八戸市西長根遺跡出土々器(1)
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図12　八戸市西長根遺跡出土々器(2)
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図13　八戸市西長根遺跡出土々器(3.共伴関係)
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図15　八戸市西長根遺跡10号住居跡出土々器(5.共伴関係)
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図19　青森県六ケ所村富ノ沢2遺跡出土々器(4)



30　　　鈴木克彦:東北地方北部の縄文中期後半の土器

図20　青森県六ケ所村富ノ沢2遺跡出土々器(5)
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図21　青森県六ケ所村富ノ沢2遺跡出土々器(6)
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図22　青森県六ケ所村富ノ沢2遺跡出土々器(7.共伴関係)
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図23　青森県六ケ所村富ノ沢2遺跡出土々器(8.共伴関係)
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図25　青森県六ケ所村富ノ沢2遺跡出土々器(10.共伴関係)



36　　　鈴木克彦:東北地方北部の縄文中期後半の土器

図26　青森県六ケ所村富ノ沢2遺跡出土々器(11.共伴関係)
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図28　青森県六ケ所村富ノ沢2遺跡(13.共伴関係)外出土々器
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青森県六ケ所村富ノ沢2遺跡出土々器(14)

図29　青森県六ケ所村弥栄平遺跡出土々器



40　　　鈴木克彦:東北地方北部の縄文中期後半の土器

図30　青森市三内丸山2遺跡(小三内)出土々器(1)









44　　　鈴木克彦:東北地方北部の縄文中期後半の土器

図34　青森県今別町山崎遺跡出土々器
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図35　青森県鰺ケ沢町大曲1号遺跡出土々器



46　　　鈴木克彦:東北地方北部の縄文中期後半の土器

青森県平賀町井沢遺跡出土々器

図36　青森県平賀町井沢遺跡、外出土々器
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図38　青森県階上町野場5遺跡出土々器(2.共伴関係)
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図39　青森県階上町野場5遺跡、外出土々器





研究紀要第3号・1998　　　51

青森市三内沢部遺跡出土々器(2)

図41　青森県三内沢部、宇鉄Ⅲ、松ケ崎遺跡出土々器
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表　青森県内縄文早期住居跡一覧表



62　　　中村哲也・坂本真弓:青森県の縄文早期住居跡集成
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図2　Ⅰ～Ⅲ期の住居跡



64　　　中村哲也・坂本真弓:青森県の縄文早期住居跡集成

図3　Ⅳ～Ⅵ期の住居
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図4　Ⅶ期の住居



66　　　中村哲也・坂本真弓:青森県の縄文早期住居跡集成

図5　Ⅷ期の住居
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図6　土坑(ファイア・ピット)・集石



68　　　鈴木克彦・工藤伸一:きのこ形土製品について

キノコ形土製品について

工藤伸一・鈴木克彦

1はじめに

青森県を始め東北地方各地の縄文時代の遺跡から茸の形に似た「キノコ形土製品」と呼ぶ遺物が出

土している。類似した遺物に「スタンプ形土製品」がある。

キノコ形土製品は、通常後期前葉の十腰内1式に伴うことが多い。しかし、1式というごく限られ

た時期だけに製作されたものなのか、また、十腰内圏内にだけ出土するものなのか、スタンプ形土製

品との関係、という考古学的な研究は十分行われているとは言い難い。当然、この遺物の用途すなわ

ち何のために作られ、使われたかという用途論さえ十分に議論されていないのである。以前、筆者の

一人である鈴木はこの遺物が茸そのものを模して作られていることに着眼して、それが縄文時代に茸

が食用にされていたことを証明するものである(鈴木克彦1991)という所見を述べたことがある。そ

こで、本稿で考古学の立場と茸を研究する者が異分野協同でこの遺物を観察した場合、どのような所

見を引き出すことができるのか、試考してみることにした。

2　キノコ形土製品の考古学的概要

(1)時期について

以前からこの遺物は十腰内1式に伴うことは大方に注意されていたが、1式の前後にはないのか、

或いは盛行する時期の幅などについては検討されたことがなかった。

青森県階上町野場5遺跡(青森県教育委員会1993)で中期末(大曲1式)から後期初頭(上村式)

の類例2点が出土した。時期や共伴土器型式を正確に特定できないが、十腰内1式は出土していない

ので1式以前のものであることが分かる。1式以後の問題を解く確実な類例はないが、秋田県鹿角市

大湯環状列石にも見るので1式を細分した場合その後半には伴う可能性が高い。しかし、2式の確実

な類例はまだ無い。しかも、2式ないし2式に平行する時期にはこれに類似したスタンプ形土製品が

盛行することから、2式には伴わないと見てもよいという傍証にはなりそうだ。

このように、この遺物は考古学的な観察では、出自(初現時期)は確定できない。中期末から後期

初頭としておく。今後の課題である。その終末は、概ね十腰内2式以前、と見てよいであろう。この

間、最大の時間幅を考慮すると中期末葉から後期前葉までの4～5型式の間に存在したことになる。

なお、後述するように平安時代の類例が青森県から出土している。

(2)分布

キノコ形土製品に類似するスタンプ形土製品は、北は北海道から南は関東地方まで見られるが、明

かに茸を模したと見られるキノコ形土製品は、現在のところ筆者の知見では北海道函館市石倉遺跡を

北限として南は福島県まで知られている。その中でも、最も多いのは青森県で次いで岩手県、秋田県

の順になるが、両県でも北部に多いので、質量ともに青森県を中心にした地域に分布すると見て大過

ないと思われる。特に、青森県では六ヶ所村大石平遺跡や八戸市丹後谷地遺跡(25点)で多数出土し

ている。

最近、福島県内で行われたキノコ形についての研究(目黒吉明1997、大竹憲治1997)によると、福

島県では10遺跡20例のようだ。したがって、分布範囲は函館市から福島県の中に収まるであろう。

(3)分類(図1)
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さて、「キノコ形土製品」を茸の分類学的な視野で詳細に観察すると、その中には茸そのものをリ

アルに模倣したと思われるものがあることに気づく。これらはいずれも実物の茸ではないので、生物

学的に種を決定することはできない。しかし、その形状からある程度の推定は可能だと考える。今ま

で「キノコ形土製品」は、「茸に似た」という位置付け程度であったが、「茸そのもの」の模造品と思

われるものも含まれていると考えるのである。

この遺物について、光井文行(岩手県埋蔵文化財センター1996)は、その形状から、傘の部分が凸

状を呈する1類、平状の2類、凹状を呈する3類に分類した。この機械的分類は採用されてよいが、

2類が無文のスタンプ形の可能性がないのか、そして、この遺物名が茸を模倣したという観点からす

れば、2類は茸とは言い難い。したがって、まず対象を、茸を模倣したと考えられるA型(写実型)

と茸の形に類似したB型(類似型)に分別したい。A型は傘の形状によって、a類:凸面のもの、b

類:凹面のものに区分でき、光井分類の1、3類に相当する。B型として、a類:茸の形に近いもの、

b類:スタンプ形の一種かそのように判断した方がよいもの、に分類したい。A型とB型のa類は茸

との関係が考えられるが、B型b類はスタンプ形との関連性を強調したい。例えば、B型b類には傘

と柄(茎)の形などの判断から、大型で傘が厚く平らなもの、柄が極めて短いもの、柄に穴が空けら

れているもの、模様が施されているもの、などが相当し、当然に役割が異なるものであろう。

(4)用途

この遺物がどのような目的で作られたものなのか、その製作目的である用途の問題が、最も興味深

い。これには単なる類推だけではなく、出土状態などの発掘による考古学的な観察に基づいて考察し

なければならないことと、それをキノコ形と呼ぶ以上、茸を模したものだというコンサンセスがある

訳だから、当然茸そのものを粘土で作った遺物として、食用ないし非食用すなわち毒茸なのかの判断

は求められて方法論上問題はない。したがって、この二つの側面からこの遺物を考えることが必要で

ある。

かつては、つまみ(柄に相当する部分)のあるものを「蓋形土製品」とする考えもあった。しかし、

同時期に見られるT字を呈する蓋形土製品とは形状、大きさなどが異なるので、同一視できない。発

掘では、包含層から出土することが多く、明確に遺構に伴った事例を寡聞にして知らない。となると、

現状で観察できることは、その形から茸つまり現在のどのような茸に形が最も似ているか、というこ

とを類推することと何故敢えて茸を模造したのか、という問題を考えて見ることであろう。後者の問

題については、茸である以上食用か非食用しかない訳だから、美味で栄養化の高いもの、季節性によっ

て確実に入手可能な食糧資源、或いは食べた結果の犠牲による反面教師的な扱い、などが考えられる。

或いは、縄文時代の動物形土製品などのように食糧資源確保の豊穣を祈願するための信仰に関係する

遺物と同じような考えを与えることもできよう。いずれにしても、もはやこの問題は茸研究の専門家

に委ねることが説得力がありそうだ。(以上は、工藤と協議の上での鈴木の執筆)

3キノコの歴史と民俗学

①日本の古典に見るキノコ

日本におけるキノコの出現は書き物としては『日本書記』、『万葉集』の歌の中に見られるものが最

古で、平安前期の『古今集』にはキノコ狩りの様子が歌われている。十一世紀頃に書かれた『今昔物

語』にはキノコによって中毒した話が出現するが、特に幻覚性のキノコを意図して用いた様子は見ら

れない。

(2)古代のキノコの作り物
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①中米マヤ文明のキノコ石

紀元前1,000年頃から中米のグァテマラを中心として栄えたマヤ文明の遺跡からキノコの石像が発

見されている。この石像は火山岩などで作られたもので、キノコの下に獣や顔を彫っている。幻覚性

キノコ信仰の象徴という見方もあるが、はっきりとしたことは不明である。

②イタリアポンペイ遺跡のきのこの壁画

紀元79年に火山で埋没したイタリアのポンペイ遺跡の壁からアカモミタケと思われる食用のキノコ

が描かれている絵が見つかっている。紀元50年頃の作りといわれ、壁画としては最古のキノコの絵と

される。

③蒙古ノイン・ウラ遺跡のキノコの綴れ織り

蒙古のノイン・ウラ遺跡から発見された綴れ織りに描かれた絵である。考古学者の梅原末治博士に

よると忍冬(カラクサ)の模様化したものとされるが、この模様はアメリカのキノコ民俗学者G.

Wasson博士及び菌類学者小林義雄博士によると「レイシ(霊芝)、つまりマンネンタケだ」という「キ

ノコ画」説があり、こちらが有力である。キノコを扱った綴れ織りとしては最古のものである。

以上がキノコに関する作り物として有名であるが、これらはせいぜい紀元前後のものである。縄文

時代のキノコ形土製品は紀元前2,000年頃のものであり、今のところキノコの作り物としては世界最

古のものとなる。

(3)古代マヤ文明の民俗学

アメリカの菌類民俗学者B.Lowy博士によると、紀元前1,000年頃から中米のグァテマラを中心と

して栄えたマヤ文明における古写本聖書の中から神に貢ぎ物をしている図を見つけだし、その貢ぎ物

をベニテングタケであると推定している。また、キノコ民俗学者G.Wasson博士は、インドのガン

ジス川流域に定着したアーリアン族に紀元前500年頃に芽生えたバラモン教で幻覚を起こす神の飲み

物Somaについて、ベニテングタケであると報告している。

(4)現代のキノコ民俗学

G.Wasson博士によると、幻覚性キノコを利用する文化圏は3つあるという。第一は中央アメリ

カのマヤ・アステカ文化圏であり、シビレタケの仲間を利用している。第二はニューギニア島北部の

高地人であり、オニイグチ科のキノコを利用している。第三はシベリア東部の原住民で、ベニテング

タケを利用している。いずれも幻覚性のキノコを聖なる食べ物として呪術を行ったり儀式に使ったり

しているが、シベリアの原住民では興奮により寒さを防ぐためにも使われている。特に、ベニテング

タケは赤い色もあいまって幸福の象徴として飾り物にされている地方が多く世界中に広まっている。

中国では古くから霊芝(マンネンタケ)が不老長寿の漢方薬として利用されているほか、縁起物とし

て重宝されている。日本でもベニテングタケを酩酊薬として利用している一地域があるというが、一

般的ではない。マンネンタケは中国と同じく不老長寿の漢方薬として利用されているほか、縁起物と

しての飾り物にされ、また、魔よけとして軒先に吊り下げている地方もある。

4平安時代のキノコ形土製品

平安時代からは現在のところ青森県浪岡町野尻4遺跡から出土した1点のみである。傘及び柄の部

分から形成されており、傘の下面が平面に仕上げられているものの、傘の厚さから考えてひだのある

キノコを模倣したことは明らかであることから、この土製品は「担子菌類ハラタケ目」のキノコを模

倣したものと思われるが、傘の部分の造りは単調であり、キノコの識別を意識して造られたものとは

思われず、種の推定までには至らない。
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が検出された場合「畝状遺構」、畝と畝間が面的に把握され畠跡と捉えられる場合「畠跡」というよ

うに段階的に呼称した方が適切ではないかと考える。

②時代について

畠跡に限らず、生産遺構が検出されるのは何らかの理由により、その生産活動がストップし、その

段階での形状を留めるものである。その多くは、自然的な災害によることが多いのは、十和田aある

いは白頭山苫小牧の火山灰による検出例、洪水による土砂堆積、ということからもいえよう。

火山灰による年代の決定は、その火山灰の年代がおおよそ確定しており、どの火山灰か同定されて

いるならば比較的容易に年代的位置づけが決定されるが、それ以外は年代の決定には困難なものがあ

る。元来、生産遺構は遺物を伴うことが少ないものであるが、畠跡にもそのことは当てはまる。その

ことから、その数少ない出土遺物、出土状況、他の遺構との重複関係等から総合して把握していかな

ければならない。

③栽培作物について

畠跡と認められたとしても、その栽培された作物を知ることは考古学的にはほとんど不可能に近く、

自然科学的な方法に頼らざるを得ない面がある。現在のところ、自然科学的な方法にはプラントオパー

ル分析・花粉分析・種実分析等が実施されているが、なかなか決め手になりうる成果が認められる例

は少ない。今後ともいろいろな方法・手段を追求する必要があろう。なお、資料の採取のさいは後世

の影響がないことを厳密に確認する必要があることはいうまでもない。

注1　隠川(4)・(12)遺跡の調査担当者である木村高氏による呼称である。平成8年度青森県

埋蔵文化財発掘調査報告会レジュメでは「連続溝状遺構」という呼称を用いたが、「連続」では横に

連続するのか、縦に連続するのか明確でないということで、横に連続するということから平成9年度

刊行の報告書では「並列溝状遺構」を使用するとのことである。
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図1　青森県内の畠跡関連遺構例(1)
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図2　青森県内の畠跡関連遺構例(2)

表　青森県における畠跡関連遺構検出遺跡



研究紀要第3号・1998　　　79

平成9年青森県内発掘調査動向

1はじめに

平成9年度、県内で発掘された遺跡は、付表・平成9年度青森県内遺跡発掘調査一覧に示したと

おりである。以下、主要な遺跡の発掘成果について簡明に紹介する。

2縄文時代

八戸市櫛引遺跡から縄文時代草創期の多縄文土器が破片数で約500点ほど出土した。これに伴い

石斧、削器などの石器、住居跡2軒と土坑4基、集石2基が確認された。

青森市三内丸山遺跡では、第8次～第10次調査が行われ、集落の中心から約420mにわたる2列

に並ぶ中期の土坑墓が確認された。三内丸山6遺跡ではフラスコ型土坑群が検出された。南郷村畑

内遺跡で前期の大型住居跡、鯵ヶ沢町餅ノ沢遺跡で中期の大型住居跡、住居跡12軒、縄文後期の組

石棺墓が5基検出されている。大畑町二枚橋遺跡では晩期の配石や多数の土偶など、弘前市十腰内

遺跡では晩期の大型住居跡などが発見された。

階上町滝端遺跡、引敷林遺跡では、後期後葉から晩期前葉の遺物が出土し、住居跡も検出された。

八戸市内では牛ケ沢4遺跡など11ケ所の縄文時代早期から晩期の遺跡が発掘された。大半が個人

住宅等の建設に伴う小規模な補助事業発掘だが、こういった地道な発掘は文化財保護の立場から広

く行われる必要があろう。

三沢市内では天狗森3遺跡など3ケ所の縄文時代の遺跡が発掘され、早期～中期末などの住居跡

などが発見された。下田町向山6遺跡では早、前期の土器が出土した。

森田村石神遺跡では前期、中期の遺物、八重菊1遺跡では晩期の遺物が出土した。

黒石市長坂1遺跡では中期中葉から後期前葉の住居跡15軒、土坑37基を発掘し、多くの遺物が出

土した。

弘前市孤独遺跡では早期の土器が出土し、沢部1号遺跡では晩期の土器が出土した。

青森市では小牧野遺跡など4ケ所の縄文時代の遺跡を発掘した。

車力村牛潟1遺跡では前期の装身具、碇ヶ関村四戸橋遺跡では中期の板状土偶が出土した。

3弥生時代

三沢市小山田(2)遺跡で二枚橋式期の住居跡2軒、土壙2基、八戸市牛ヶ沢(4)遺跡で前期

の住居跡1軒を検出した。他に、畑内遺跡、八戸市昼場遺跡、弘前市沢部Ⅰ号遺跡青森市安田2、

五所川原市隠川11、12遺跡でも弥生土器が出土している。

4古代(奈良・平安時代)

櫛引遺跡では、住居跡が55軒検出された。奈良時代の遺物には、坏・甕・甑などの土師器、紡錘

車、須恵器大甕など出土し、平安時代では大溝、円形周溝や掘立柱建物跡のほか遺物では、砥石・

鉄製品や琥珀玉製品が出土している。

畑内遺跡では、平安時代の畠跡とみられる畝状遺構が検出された。

八戸市法霊林遺跡から奈良時代の竪穴住居跡2軒、新井田古館跡から奈良時代の竪穴住居跡2軒、

掘立柱建物跡多数、大仏遺跡から平安時代の竪穴遺構17軒、土坑12基、溝11条、通路1条など、根

岸山添遺跡から奈良時代の竪穴住居跡2軒検出されている。遺物では、大仏遺跡から出土した11世
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付表・平成9年度青森県内遺跡発掘調査一覧
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