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1 . はじめに

すく

西南四国 ･東九州には余り及ばず,

平城1式は

四国の縄文時代後期前半に位置付けられる宿

西南四国 ･東九州に展開する縁帯文成立期土器

毛式は, 古くから知られてはいるものの, しか

群に並行する土器群と考えられる（玉田1989）。

し, その実態 は3本沈線の磨消縄文帯の福田K

立論の作業前提として, 宿 毛式 の 再 分 類 ･ 分 析

Ⅱ式に対して2本沈線の磨消縄文帯で西南四国

から宿毛式の特質を抽出し, 平城Ⅰ式と松ノ木

を中心として, 福田KII式の分布圏外に展開す

式がどのように宿毛式から派生したかを検討し

る土器群であるということが漠然と知られてい

てみたい。

も

るだけであった。最近,同じ高知県中央部山間
の吉野川流域で宿毛式に後続する松ノ木式が新
たに設定され, その系統的な流れが解明されつ

2. 宿毛只塚･ 宿毛式の研究史
(1) 宿毛貝塚の研究史

つある
（出原1992･1993）。かつて宿毛式と同様

宿毛貝塚の研究は高知県の考古学史そのもの

に西南四国に展開する平城1式が宿毛式に後続

といえる面を持っている。宿毛貝塚の研究史は

すると考えられてきた。しかし,

最近それに

昭和24年(1949) の学術調査を境にして, 以前と

対する疑義も出ており(西脇1990), 疑義に対す

以降に大きく括ることができる。昭和24年の調

る批判を平城Ⅰ式から平城II式を経て片粕式に

査以前は遺物収集,民族論に終始するものが大

至る変遷過程から述べたが（前田1993b),この

半である。中には昭和ll年（1936）の沢田秀穂の

小稿ではさらに平城1式, 松ノ木式の成立段階

「宿毛貝塚の瞥見」のように,

にまで遡ってみたい。先に結論を言ってしまう

報告書のスタイルを取る秀逸なものも存在する

と, 宿毛式には福田K II式系統と宿毛式独自の

ものの,大半は科学的方法論に立脚したもので

両系統が含まれており, その福田K II式系統か

はなかった。宿毛貝塚の研究史については, 安

ら平城1式,松ノ木式共に派生したと考えられ

岡源一の「宿毛貝塚研究発達史」(『宿毛貝塚.昭

る。平城1式は西南四国, 東九州に比較的分布

和26年）に昭和24年の調査以前の研究状況は詳

圏が限定され, 四国･中国地方に分布する松ノ

述されているが,ここではもう一度宿毛貝塚研

木式･ 布施式等の「縁帯文成立期」の土器群は

究の流れを把握しておきたい。

現代的な考古学的
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宿毛貝塚に関する最古の記述は「カイツカ拾

貝塚ヲ発見セリ孰レモ皆純然タル石器時代遺跡

代」,「カイツカ上小田入壱反拾代」と中世の天

ナリ此二於テ従来石器時代人種ノ散布二関シテ

正年間の長宗我部地検帳「宿毛貝塚村」の部に

ハ先ヅ局外地ノ観アリシ四国島モ始メテ四国相

記載されているのが初出である。これは地検帳

連ナテ其版図二入リ愈石器時代人種散布ノー時

であり,考古学的研究とは無関係であるものの,

海内二普ネカリシヲ證スルニ至レリ」と宿毛貝

当時の人々にも貝の散布は奇異に捉えられたも

塚が石器時代のものであること, また出土遺物

のと考えられる。貝塚が考古学的視点で捉えら

についても「石器ハ「フリント」ノ石鏃并同砕

れるには明治の寺石正路にまで待たなければな

片アリ」,「土器ハ又縄紋土器ノ砕片ノミナリ」

らない。寺石正路は明治元年生まれで大学予備

と宿毛貝塚出土土器が縄文土器であることを認

門を病気の為に中途退学し, 高知に帰郷してい

識するなど, 寺石正路の考古学に対する造詣の

る。当時, 言うまでもなくE ・Ｓ・モースが日

深さを窺い知ることができる。

本の近代考古学の発展に大いに貢献し, 高知県

大正時代には大野雲外の「四国九州先住民遺

出身の松浦佐用彦もモースの弟子として大森貝

跡」（『東京人類学雑誌32-2』大正6年）が僅かに

塚の調査を行い, 考古学が近代的な学問として

あるばかりで, 大野雲外が明治34年に宿毛, 平

脱皮する時期に当たる。どのような契機で寺石

城貝塚を訪れた際の記述で,「宿毛貝塚から発見

正路が近代考古学に触れる機会があったのかは

する, 土器破片を比較してみるに, 全く関東付

不明であるが, 明治24年に宿毛貝塚と愛媛県御

近から出づる土器と類似してをるを観れば, 交

荘町の平城貝塚の両貝塚の新たな再発見を行

通往来の結果でもあろうと思ふ」と, 宿毛貝塚

い,「四国島貝塚ノ発見」（『東京人類学雑誌67』

出土の縄文土器が関東の土器と類似しているこ

明治24年）を発表している。「当年八月余ハ同国

とを指摘しているものの, 型式認識の持たれて

二於テニケ所同ジ隣リノ伊予国二於テーケ所ノ

いない時代において「同民族でありしことをも

東貝塚

宿毛貝塚
西貝塚

第1図
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推定することが出来る」と民族論に結論付ける

その文様が縮約されると, 渦文は同心円文或は

ことも無理のないことである。

円文を中心とする並行溝線に変わることは堀之

昭和10年代になって杉山寿栄男,沢田秀穂等

内式に見得る所である。−略−分布は今の所津

の考古学的見地からの論述が観られるようにな

雲及び中津貝塚の他, 三備地方には明瞭ではな

る。しかし, それらはまだ探訪記に近いもので

いが, 九州東部斜面の森貝塚や四国の宿毛貝塚

あったり, 極部分的な小発掘による論述である

などに認められる」としている。宿毛貝塚出土

ため, 近年の学術調査,行政発掘等には及ぶべ

土器が津雲A式に含まれるとしたこと, また津

きもないが, 中には興味深い所見を述べたもの

雲A式を関東の中期の加曽利E式に並行関係を

幾篇か存在する。例えば, 先の杉山寿栄男のよ

求めていることは興味深い。

うに「四国地方の土器の形式を窺ふには, 九州

昭和20年の敗戦後,歴史教育の見直し作業の

北端の土器を離して考へる事は出来ない−略−

中,「従来の日本古代史の見方に対し再検討が叫

福山式の曲線又は宗像, 森, 明治村, 大隅, 横

ばれ,伝承的分子の多分に含まれていて真実の

山, 揖宿地方に見られ, これ又平城, 宿毛にも

歴史でない紀記は全然排斥され,それに代わる

見られる。直線式の出水式又は貝紋文のものは

に科学的に基礎を置く考古学をもってし」（安岡

日向の綾村その他各地の縄紋土器に見られる如

源一･前掲）,また盗掘等が絶えないため保存･

く, 九州の縄紋土器に含まれる各形式は一様で

研究の機運が起こり, 高知県教育委員会により

はなく而も同一形式が各地に散在して居る」

宿毛貝塚の学術調査が昭和24年に実施されるこ

（「四国先史土器論」『考古学6-9』昭和10年）と,

とになった。それは昭和26年の報告書『宿毛貝

宿毛, 平城の両貝塚出土土器を九州と繋がりの

塚』（高知縣史跡名勝天然記念物調査報告第四集

あるものとみている。

高知県教育委員会）として結実し,全国でも行政

また, 沢田秀穂は実際に自ら小規模発掘を試

としては2番目の早さであった。安岡源一は「宿

み, 現代の報告書に較べなんら遜色のないスタ

毛貝塚研究発達史」で歴史的背景から始め, 宿

イルで論文を発表している（「宿毛貝塚の瞥見」

毛貝塚のそれまでの調査及び研究史を, 酒詰仲

『上佐史談57』昭和11年）
。
その内 容は貝層の堆 積

男は「宿毛貝塚の自然遺物」で動物遺存体の同

状況, 出土貝類の同定, 動物遺存体, 採集土器

定を細かく行い, 貝類についても同定を行い,

の拓本 ･実測 ･観察, 石器実測等の掲載を行う

貝の生息地から宿毛貝塚の旧地理的条件にまで

など科学的見地からの論述となっており,宿毛

論及した。岡本健児は「文化遺物」で出土土器

貝塚発見以来の到達点となっている。しかし,

を第1〜3類にまで分類し, 津雲A式に比定す

それ以外の論文には旧態依然たるものも見ら

るなど, それぞれが貴重な研究報告となってい

れ, 縄文＝アイヌの発想に呪縛されたままのも

る。昭和26年の調査報告書を頂点として, それ

のもみられる（堀内和郎「幡多郡南部の先住民の遺

以降, 宿毛貝塚に関する研究はほとんど見られ

品」『土佐史談69』昭和14年）。

なくなる。近年, 史跡整備等の事業は行われた

全国的な視野からは三森定男が津雲A式土器

ものの, 研究そのものについては沈滞している

の分布域に宿毛貝塚は含まれるとした（「先史時

といわざるを得ない。

代の西部日本（下）『人類学･先史学講座第2巻』昭

(2) 宿毛式の研究史

和13年）。「加曽利 E式に見られる 縁帯文土器が

宿毛式の分類基準は昭和26年の報告書に於い
25

高知県埋蔵文化財センター研究紀要第 1 号
第1表

宿毛貝 塚関連一覧表

年

事

天正年間

長宗我部地検帳。

明治年間

『皆山集』64

松野尾章編

項

「延享年中調土佐国幡多郡神社帳」。

1891 明治

24 寺石正路、 縄文時 代の宿毛貝塚発見。『東京人類学雑誌』67。

1901

34

大野雲外、四国を旅行。平城貝塚、宿毛貝塚を訪れる。

6

大野雲外、「四国九州先住民遺跡」 『 東京人類学雑誌』。
32-2

6

大野雲外、「伊予土佐の遺跡に就いて長山氏へ」『東京人類学雑誌』32-7。上記の論文

1917
1917

大正

1901年の記録。

についての長山源雄の問い合わせについての回答。
1935 昭和 10

杉山寿栄男、「四国土器遍路」『考古学6  2 』。

1935

10

杉山寿栄男、「四国先史土器論」『考古学6  9』。

1936

11 中谷 治宇二郎、「日本新石器文化の− 考 究  特 に分 布 圏 と文化圏について」『考古学 7
1・2』。

1936

11

沢田秀穂、「宿毛貝塚の瞥見」『土佐史談57』。

1938

13

西村真次、「古代国府付 近は土佐文 化の中心」『高知新聞』『土佐史談 63』。

1938

13

三森定男、「先史時代 の西 部日本（下）」
『人類学･ 先史学講座第 2巻,』。

1939

14 堀内和郎、「幡多群南 部の先 住民の遺品」『土佐史談 69』、『高知新聞』。

1949

24

安岡源一･ 岡本健児、 学術調 査を行う。

1951

26

松本豊寿、「史 前に於ける 文化外周 の地 域的構造に ついて一特に 南四国 の場合一」『地
理学評論 24-8』。

1951

26

安岡源 ･ 酒詰仲男 ･岡本健児、
『宿毛貝塚』高知縣史 跡名勝 天 然記念物調査 報告第 四集。。

1957

32

国史跡となる

1962

38

橋田庫欣、 東貝 塚の表 採を継 続的に 続ける。 電信柱工 事中に人骨出土。

1966

41

岡本健児、「宿毛貝塚 出土縄文 式土器 の舟検討」『研究誌第 5号」 高知県立 高知小津高
等学校。

1977

52 橋田庫 欣、『宿毛市史』。

1983

58 木村 剛朗、「土佐の後 期縄文文化」『高知の研究Ⅰ』 清文堂。

1986

61

山本哲也 ･廣 田佳久 ･ 下村公彦、『宿毛貝塚発 掘調査 報告書』 高知県教 育委 員会。

1988

63

山本哲也、『史跡宿毛貝塚 保存 修理事業 報告書」 宿毛 市教 育委員会。

て, 岡本健児により行われている。しかし, そ

類から第五類までの分類を試みた。つまり, 平

の時の発掘調査時に於いて, 現在一般的に認識

城式を除いたものを一括して宿毛式としたもの

されている宿毛式に相当するものは比較的少な

の, まだこの時点では型式細分にまで至ってい

く, 15年経った後に大部分が平城式に含まれる

ない。その後, 宿毛貝塚の研究は, 今村啓爾の

とし津雲A式を撤回し, 岡本健児は『宿毛貝塚

研究にみられるように宿毛式と福田K II式との

出土の縄文式土器の再検討』(『研究誌第5号』

先後関係についての土器型式論に主流が置かれ

1966）に於いて, 橋田庫欣によって昭和38年頃に

ることになる（「称名寺式の研究」
『考古学雑誌 第

新しく採集された土器群を吟味し,「福田K II式

63巻第1号 ･第2号, 1977）。
「中津II式は漸移的

土器系統の土器が宿毛貝塚出土土器の主体とな

に変化して福田K II式へと変る。この移行的段

ることが判明したが, とくに南四国の宿毛式土

階（又は福田KII式の初頭）ではまだ沈線を3本

器とよびたいと思う」
（岡本 1966）とし, 第一

並行させることはほとんど行われず, 中津 II式

26
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の文様構成を強く残している。このようなもの

Ⅱ式については, 後の項で述べるように松ノ木

は高知県宿毛貝塚, 岡山県黒土, 山口県月崎に

式（出原1991）との絡みで再考を要するようで

見 られる」（今村1977）とし, 宿毛式は福田K

ある。それ以外に宿毛式に関する纏まった研究

Ⅱ式より古く, また関東の称名寺Ⅱ式に並行関

論文はなく, 木村の細分案に対する吟味 ･検討

係を求めている。

もなく今日に至っている。ただ, 福田KⅡ式と

また広島県洗谷遺跡（小都 1976）で 2 本沈線

の絡みで, 宿毛式が僅かに取り上げられ, 3本

磨消縄文帯の宿毛式系統と3本沈線の福田KⅡ

沈線の磨消縄文帯が福田K Ⅱ式, 2本沈線の磨

式系統が同時に 出土することから,「従来「宿毛

消縄文帯が宿毛式との漠然とした型式差, 地域

式」と呼ばれてきたタイプの土器が, 三本沈線

差が研究者間で認識され続けてきた。

のいわゆる福田KⅡ式と並存していたことが想

断片的に宿毛式を取り上げたものとして, 足

定される」
（田中･松永 1981）と編年的に両型式

立克己は山陰石見地方の縄文後期の研究の中か

が並行関係にあるのではないかとの見解も既に

ら,「三本沈線の福田KII式と二本沈線の宿毛タ

存在していた。

イプの土器はやはり併行関係にある」とし, 2

一方では西南四国の縄文研究を精力的に進め

本沈線の宿毛タイプも福田K Ⅱ式の範疇で捉え

られている木村剛朗により, 宿毛Ⅰ・Ⅱ式の型

ようとしている（足立 1987）。また, 玉田芳英

式内細分の方向性が提示された（「土佐の後期縄

もやはり 3本沈線と 2本沈線の磨消縄文は並行

文文化」『高知の研究Ⅰ』1983）。宿毛式の中には 新

関係にあり, 地域差と見ており, 広島県の福山

旧が存在するとし, 宿毛式はⅠ, Ⅱ式の型式細

からそれより以西には福田K Ⅱ式の新段階では

分の方向性が提起される。
「 下益野式（中津式）

2 本 沈 線 が 地 域 差 と し て 残 る と する（玉田

から宿毛式へと漸移的に変容を示すその移行的

1989）。また田中･松永の両氏と同様に 2本沈線

段階のものと瀬戸内の福田KⅡ式と南九州の綾

と 3 本沈線を併用する洗谷遺跡の例から澤下孝

( A ･B）式土器文化の影響を受けた時期の二つ

信も福田K Ⅱ式と宿毛式が並行関係にあると考

の様相が宿 毛式の中には存在する。のではない

えている（澤下1991）。最近では千葉豊が福田

か」(木村1983）と宿毛式の細分が提示された。

KⅡ式を新たに3段階に分け,「宿毛式には口縁

しかし, ここで考えておかなければならないこ

部文様帯が口縁部直下を占める古い1群と口縁

とは,木村剛朗の宿毛式の型式細分設定に際し,

部文様帯の一部が口唇上に上昇した新しい1群

先の今村啓爾の論稿の影響が色 濃く残ってお

の二者が認められる。これは, 宿毛式と福田K

り, 2本沈線の磨消縄文帯から 3本沈線の福田

2式が相似的な変化をしていることを示してい

KⅡ式に変遷するとの認識が強く, 全般的に2

る。よって宿毛式は玉田芳英によって新たに設

本沈線の宿毛式が古いと見做されていた。それ

定された福田K 2式にほぼ併行する型式である

は犬飼徹夫の「小松川式」の設定（犬飼1985）

と理解している」(千葉 1992）とし, 具体的に

についても同様のことが言え, 縁帯文成立期の

宿毛式のどの土器を指しているのか判然としな

土器群が認識されていない時期に於いては致し

いものの, 筆者の理解する所では, 千葉は福田

方ない状況だったとも言える。木村が宿毛Ⅰ式

K Ⅱ式の第 1段階及び第 2段階に木村編年の宿

としたものの中には, 宿毛式の範疇で捉え切れ

毛Ⅰ及びⅡ式がそれぞれ並行関係にあるものと

ないものも含まれているようであり, 宿毛Ⅰ･

把握しているらしい。つまり, 編年的には宿毛
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式は福田 K Ⅱ式と並行関係にあるものの , 千葉

毛市教育委員会に保管されているものを中心と

の細分案の福田 K Ⅱ式の 古段階及び 新段階の古

して, 宿毛貝塚の出土品の概略をみてみたい。

相に 並行関係を 求め , 宿 毛 式の 2 細分を 支 持す

なお, 宿毛貝塚は2地点に分かれており, 第1,

る も のと考 えられる。 また 南四国の 後期の 展開

第 2 貝塚と呼称されたこともあるが, ここでは

を 述 べた出原 恵三も 千葉 の福田 K Ⅱ式 の細分案

現在一般的に西貝塚, 東貝塚と呼び習わされて

に倣って , 南 四 国出土の 宿毛 式を 福田 K Ⅱ式に

おりそれに従う。

並 行 関 係 を 求めている（出原 1993）
。

縄文土器は前期から後期に含まれるものが出
土しており, 昭和45年に東貝塚の南端で（橋田
1979）,また同様に昭和60年（山本ほか1986）に

3. 宿毛貝塚出 土遺物の概観
宿毛貝塚は高知県下に於いて数少ない貝塚の

東貝塚で貝層の下の暗茶褐色粘質土より, 縄文

一つであることから, 県下の縄文文化を理解す

時代前期末及び中期初頭と考えられる土器が少

る上で貴重な遺跡であることは言うまでもない

量であるが出土している。浮線上に爪形文を刻

ことである。しかし, 残念なことに明治時代に

み, また口唇にも爪形文を施すものも見受けら

寺石正路によって再発見されて以来, 盗掘, 乱

れ, 口縁内面も段状に肥厚させるものもある。

掘に合い続け出土遺物は散逸状態にあり, 宿毛

型式名は本貝塚を標式とし, 宿毛 C式と付名さ

貝塚を研究する上で支障を来している。今まで

れているものの, 大部分が前期末の大歳山式に

に調査報告されたものと橋田庫欣の採集品で宿

含まれるか, または瀬戸内の田井式, 中期初頭

第2図
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宿毛式，その特質

の船元Ⅰ式に相当するものと考えられ, 瀬戸内

いる（第17図130〜135)。貝塚形成の認 められな

の影響が強く西南四国の独自性といったものは

い地点で, 量的には多くないものの, 縄文時代

認められないようである。また昭和24年の東貝

に関してはかつては後期前半の平城式までしか

塚のD地点からは報告書では後期と報告されて

認められなかったものの, 新たに後期後半まで

いるものの中には, 表裏条痕に連続的に爪形文

が確認され注目される。しかし, 現在の所, 平

の刺突が 2条認められることからして轟式に含

城Ⅱ式から伊吹町式に至る片粕式は確認されて

めて大過ないものも出土しており, 前期前半の

いない。

ものも含まれるようである（第17図 125）。

石器は今まで実測図として発表されているも

縄文時代後期前半については本遺跡を標式と

のは少なく, 宿毛市教育委員会に保管されてい

した宿毛式が主体を占めている。岡本健児は宿

るものの概略を記す。石鎌は20点余り採集され

毛式の設定に当たり, 福田 KⅡ式系統のものと

ており, 無茎鎌に大部分が含まれ, 1点尖頭状

把握し, その後, 宿毛式は福田K Ⅱ式だけでは

でサヌカイト製のものが含まれており, 松ノ木

なく, 南九州の綾式の影響も認められるとして

遺跡の石鎌C類に類似する (前田1993a)。石質

いる（岡本1968）。それを受けて木村剛朗は宿

は大部分がサヌカイト, 姫島産黒曜石で占めら

毛式のⅠ，Ⅱ式の細分設定する際, Ⅰ式を中津

れており, 他にチャートが僅かに存在する。石

式から福田K Ⅱ式への移行期段階, Ⅱ式を福田

斧は打製石斧 3点と磨製石斧 4 点が採集されて

KⅡ式と綾式の両型式の影響で成立したと捉え

おり, 磨製石斧には乳棒状石斧が2 点含まれて

た。後期前半に含まれるものとして,従来宿毛

おり, 平城貝塚, 松ノ木遺跡 S X 5 (同前掲）に

式の範疇に含まれるとしたものには,松ノ木式,

も認められている。石匙はサヌカイト製の縦長

所謂「縁帯文土器成立期」の土器群に近似する

型のものが1点。石錘は長軸両端に抉入部を深

ものも若干であるが含まれているようである。

く作出した大型のものが 2点出土している。刃

しかし, これについては後の項で述べるように

器と考えられるものが2 点, 凹石, 敲石が僅か

若干の吟味が必要である。また昭和24年の調査

であるが出土している。昭和24年の調査の際に

時の東, 西貝塚ものは大部分が平城式に含まれ

も打製石斧, 石錘, 敲石, 石皿が出土している

るものであり, また橋田庫欣が東貝塚で採集さ

ものの, 数は僅かである。石皿は他に東貝塚の

れたものにも僅かではあるが平城式が含まれて

南端の水田の石垣に嵌め込まれているものが存

いる。平城式はかつて西田栄 ･鎌木義昌 (1957）

在し, 完形品と思われる。昭和60年の調査では

によ り第1類から第5類にまで分類され, その

下部貝層より宿毛式に伴って石錘が13点纏まっ

後, 第1類が平城Ⅰ式, 第 2類が平城Ⅱ式に細

て出土している。長軸両端に抉入部を作出した

分された（犬飼 1976･1978, 木村 1982)。昭和

重さ100gを越える大型のものである（第16図

24年の調査の東貝塚出土の平城式は大部分が平

121〜123)。石器については大部分が表面採集,

城式第2類, つまり平城Ⅱ式に含まれ, 橋田庫

撹乱層中からの出土のため所属時期が摑めてい

欣の採集土器は平城Ⅰ式及び平城Ⅱ式が含まれ

ない。その他に土製円板1 点, ドーナツ状の玦

ているようである。

状耳飾りが1点出土している（第16図120）。

後期後半に含まれるものとしては伊吹町式が
昭和60年の調査の際, 東貝塚の南端で出土して

また自然遺物･動物遺存体についても不明な
部分が多い。昭和24年の調査の際に酒詰仲男に
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より貝種の同定がされている以外には，詳細な

狭い2本沈線を巡らせ微隆帯状の沈線間に口唇

報告・調査がなされていないため，貝塚の範囲

部と同様に縄文帯と斜行の刻みを連続的に施し

はほぼ把握されているものの，貝塚の形成過

ている。口頸部文様帯は長楕円，円形の枠状の

程・貝塚の廃棄パターン，微細遺物等について

沈線区画文を交互に配するようである。胴部文

知る由もない。

様は判然としないものの長楕円の区画文の磨消
縄文となるようであり， 1を 1類の代表例とし

4． 宿毛 式 の分類
宿毛式は瀬戸内の福田K Ⅱ式と同様に磨消縄

た。
1類の口唇形態には 3種類みられ（第3図），

文であることを第 1の特徴とする。 2本の沈線

1，2等にみられるように口唇部下端に沈線を

により文様区画を描出し，幅の狭い横位の磨消

巡らせるものが一般的であり（al種），3，4の

縄文帯または曲線的なものが見られるようで，

ように上端にも沈線を巡らせ縄文及び斜行の刻

福田 K Ⅱ式の特徴である 3本沈線の磨消縄文帯

みを連続的に施すものある（a2種）。また，8の

は僅少である。宿毛貝塚出土の宿毛式土器は部

ように上端のみに沈線を巡らせ，口唇部下端の

分破片が多く，全体の文様構成を知りうるもの

沈線を省略したものも認められる（a3種）。8は

は少ない。そのため，分類基準は各部位毎の形

外面を比較的肥厚させたものである。15以外は

態・文様構成・属性に依拠している。宿毛式は

僅かながら外面施文となっており，15は口唇部

頸部が発達しないことから口縁部文様帯の発達

を内側に僅かに突出させるものの全体は肥厚し

もみられず，口縁・頸部・胴部の部位区分は明

ないまま，上面施文となり沈線を1条巡らせそ

瞭でなく，宿毛式の部位名称は口唇部・口頸部

の外側に縄文帯及び斜行の刻みを施している。

(胴部上位) ・胴部と便宜的に呼称したい。松ノ木

さらに布施式に見られるような沈線による渦巻

式等については従前通りの部位名称を使用す

き文が施される。しかし，宿毛貝塚では本例以

る。なお，実測図・拓影図は部分的に加筆修整

外に類例は認められないようである。

したものがある。

1類の頸部は発達せず，胴部文様帯との一体
化が認められ，胴部上位，または屈曲部から上

Ⅰ群土器は宿毛式の範疇に含まれるもので1
類からⅡ類に分類した。

位を口頸部文様帯と呼称したい。口頸部文様帯
は全体像を摑めるものは少なく，分かるものは

1類（第4図）には1〜16が含まれ，主として
口唇部及び口頸部に間隔の狭い2本沈線による
横位の縄文帯を巡らせ，斜行の刻みを連続的に

a 1種

a2 種

a3種

施すものである。器形は平縁で波状になるもの
は少なく，口頸部で僅かに屈曲気味に外傾し，
胴部は直線的な植木鉢状の器形である。1は肥
厚しない口唇部に文様帯を施したもので，原体
RL の縄文を施し，さらに斜行の刻みを連続的
に施した後，口唇上端をなでる。口頸部がやや
屈曲気味に外傾し，その僅かな屈曲部に間隔の
30
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a4 種
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1〜 6 で1, 2, 4は口頸部の区画文の沈線が口

かは不明であるが, やはり円形刺突を施すもの

唇部下端の沈線を兼ね備えるようである。3も

で, 20については1類 の長楕円, 円形の枠状の

同様のもので波状口縁部下に垂下するような文

区画文になる可能性がある。

様効果となっている。5も波状口縁となるよう

3類（第6図）には23〜37が含まれ, 口唇部に

で通常口頸部屈曲部に刻みの沈線が巡るものが

刻み･円形刺突のない磨消縄文帯のみのを有す

波頂部方向へ斜行するようである。 6は刻みの

るもので, 口頸部に長楕円 ･円形の区画文を配

沈線が曲線的に描かれたものである。また口頸

し, 口頸部下にも区画文の縄文帯が巡るもので

部が屈曲するものは口頸部に文様が施されたも

ある。口唇部は 1類のように間隔の狭い沈線を

のが比較的多く, 特に5 は内面が段状になるよ

2本施すものの, 口唇部のくびれは弱く, 5類

うである（bl種）。15は口頸部に文様帯は認めら

のように波状口縁で内弯気味のものも含めた。

れないものの, 屈曲の度合いはやや強く b1種

23の口唇部の沈線は1条のみの縄文帯である。

に含まれよう。10, 11, 14等は屈曲の度合いは

24〜27は口唇部が2 本沈線のもので a 2種に含

弱く部分破片のため断定はできないものの, 口

まれる。25はやや口唇部を肥厚させ口唇部文様

頸部文様帯は持たないようである（b2種）。

帯の下にさらに縄文帯を設けるもので, 胴部に

胴部文様帯については手がかりとなるものは

は曲線的な沈線がみられる。26は口頸部に長楕

皆無に近く,

円区画文を配するもので, 27は30と比較的似る

1には口頸部と同様の長楕円, 円

形の区画文を展開するようであり, 区画外は磨

ものの, 緩やかな波頂部分には円形区画文を配

消縄文で縄文原体は口唇部と同様に R Lになる

するようである。28は波状口縁となるようであ

ものと考えられる。3, 5は曲線的な磨消縄文帯

る。29は胴部文様帯を有し, 1類土器と同様に

になる可能性が強い。

長楕円区画文を展開する可能性がある。30は口

2類（第5図）には17〜22が含まれ, 縄文帯に

唇部の沈線は下端の 1条のみで（al種）,口頸部

刻みではなく円形刺突を施すもので,棒状工具,

は長楕円形の区画文を配し, 2類17と同様に波

篠竹状の筒状工具, 巻き貝の殼頂部を回転押捺

頂部分から縄文帯を垂下させている。31〜34は

するものの3種類認められる。1類の刻みと同

内弯気味の口唇部は無文帯となり, 波状口縁で

手法と考えられ, 細部の判別だけで別類として

口唇部よりやや下に2本沈線による縄文帯を巡

成立するかどうか判然としないものの, 口唇部

らせ, 31, 32は口頸部には長楕円区画文を配す

が無文帯となるところから, 1 類とは区別した。

る。31は波頂部分は欠落しており, 5類のよう

17は器形は山形口縁を呈し, 波頂部にはソフト

に入組文を施すかどうかは不明である。胴部文

クリーム状の渦巻きを, その下の口頸部には渦

様帯は持たず, 口頸部のみに文様帯を設ける。

巻き文から縄文帯を垂下させ, 胴部の菱形区画

口頸部は屈曲しない（b2種)。縄文原体は L Rで

文と連結さす。菱形区画文は入り組みの J字文

ある。36は沈線端部が離れ, また沈線の起点を

を囲続する。口唇部は無文帯となっている（a4

円形に刺突するようである。平城Ⅰ式か松ノ木

種）。口頸部のく びれは1 類 b1 種のように屈曲

式に含まれる可能性もある。

はしないようである。21は直線的に立ち上がる

4類（第7図）は1類とは違い曲線的な文様構

器形で貝殻擬縄文である。20, 22は 2類の胴部

成のもので占められ, 38〜52が含まれる。退化

破片である。口唇部, 口頸部が17のようになる

した J 字文, 入組文を構成するもので, 器形も
31
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鉢形に近いものである。38は菱形区画文内に

連結文が離れるものの主文様の空隙に長楕円区

「0」字文を配し，山形口縁の口頸部には平城Ⅰ

画文を配したものと考えられる。49は擬縄文で

式と同様の波頭状文がみられ，波頂部に入組文

ある。

が認められるものである。幅の狭い縄文帯には

5類（第8図）には53〜56が含まれる。波状口

赤彩が施され，磨消部分は丁寧な磨きが入る。

縁の波頂部に入組文を施し内蛮気味のもので，

39は口唇部下位に2本沈線による縄文帯を巡ら

53は口唇部に2本沈線による縄文帯と刻みを施

せ，内弯気味のものであり，鉢の可能性がある。

し， 1類 a 2種と同様の口唇部文様帯を有する

40〜52は4類に伴う胴部破片と考えられ，40等

ものである。54も同様のもので波状口縁となり

は退化した J 字文で他の 文様単位と磨消縄文帯

口唇部が内弯するものの，退化した J字文を形

により連繋するものと考えられる。51は「0」

成している。55も波頂部に 入組文を施すものの，

字文，52はスペード文，49，50は磨消縄文帯の

縄文帯は口唇部より下端に施されている。54・

39
40
38

43

41

44

42

45

48

47

49

51

52

第7 図
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55の縄文原体は共に R Lである。 56は直立気味

9類（第12図）には84〜92が含まれ,

8類と同

に立ち上がり, 口唇は丸味を持ち短沈線が絡み

様に口唇部文様帯ではなく, 口縁を拡張し口縁

つくものである。

部文様帯のもので占められる。84は縄文と口縁

6 類（第9図）には57〜 63が 含まれ, 口唇部は

部下端の沈線が省略されたもので, 僅かに波状

丸味を持ち無文で口頸部は幅の広い縄文帯を有

口縁となり, 波頂部分の口縁上面に瘤状の貼付

する。縄文原体L Rが57, 58, 61, 62, R Lが

文を施し, 小円形の刺突文が数点みられる。内

59, 60である。63は擬縄文で口唇部に小振りな

面は沈線状にくびれる。85〜87は口縁部を拡張

刻みを施している。60は頸部上位に縄文帯と胴

し,斜行の連続の短沈線と縄文を施し,口縁部

部に曲線的な沈線が認められる。62は口頸部が

下端にも縄文帯と沈線を施している。口縁部の

外傾するものである。

拡張方法は84が内外面,85は外面,86･87は内

7類（第10図）は沈線文系の 土器群である。

面に粘土帯を付加したものである。9類は高知

64〜76が含まれる。64〜66は波状 口縁となり,

県長岡郡本山町松ノ木遺跡を標式とする松ノ木

65は区画文となるようである。66は口唇がやや

式への過渡的なものである。Ⅰ群1類の特徴で

尖り気味に立ち上がり, 胴部の沈線は幅の狭い

ある口唇部文様帯に刻みを施すものから,口唇

ものである。67･68は口頸部に長楕円区画文を

部を大きく拡張させ口縁部文様帯に変化し, 刻

配するもの, 69は多条の沈線, 70は胴部に三角

みは短沈線へと変る松ノ木式の特徴を読み取

形状の多重の区画文か。72は入組文を形成して

れ, 松ノ木式の設定に際し, 宿毛式から分離も

いる。 74は70と似ているものの, 松ノ木式の沈

可能なものの, しかし, 松ノ木式そのものでは

線文系鉢に近似した75は時期的に宿毛式の範疇

なく, 9類は口縁部下端に沈線を残存させるな

外に含まれる可能性がある。76は巻き貝による

ど, 松ノ木式とは若干の相違点が認められるよ

押捺がみられるもので, 口唇部及び胴部には2

うである。時期的には宿毛式の存続期間内で捉

本沈線間に刻み状の押捺を連続的に施し, 1, 2

えられると思われるものの, 口縁部文様帯とな

類と同様の手法であり, 器形は直線的に立ち上

ることから型式学的には松ノ木式の範疇で把握

がる。

することも可能ではあるが, ここでは宿毛式の

8類（第11図）は3 本沈線の磨消縄文帯を主体

範疇内で把握しておきたい。宿毛貝塚に於いて

としたものを一括した。77は口縁を内側に屈折

は本格的な松ノ木式の展開は途絶するようであ

させ, 耳状突起を付したものである。口頸部か

る。

ら胴部には 3 本沈線の入組文を施している。78

10類（第13図）は浅鉢に 含まれる88〜99を一括

は口縁が内屈し磨消縄文帯が1条巡り, 口頸部

する。大きく開き, 口頸部内面が段状になるも

に 3 本沈線の磨消縄文帯を施したものである。

のが多く, 内外面に磨きが施される。2本沈線

79は口縁を大きく肥厚させ, 上面に幅の広い3

の磨消縄文帯は幅が狭く, 横位に数条施し帯縄

本沈線を巡らせ, 口縁部下端には僅かに沈線の

文とでも言えるものである。赤彩を施すものが

名残が認められる。80は79と同様であるが口縁

比較的多い。中には89のように「0」字文とな

上面は 3 本沈線による磨消縄文帯である。また

り横位の磨消縄文帯が連繋するものもみられ

胴部にも磨消縄文帯が見られる。81〜83は3本

る。95は口唇部文様帯から口頸部 ･胴部に跨が

沈線及び磨消縄文の胴部破片である。

り 2 本沈線の曲線的な磨消縄文帯が J字文を形
35
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宿毛式Ⅰ群 7 類
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成し, 沈線端部の入組文が離れるものである。

ものが多い。頸部は屈曲し, 内面が段状になる

他に巻き髭状の入組文になる97, 枠状の長楕円

b 1種でほぼ占められる。

区画文の98等が僅かに認められる。92は口唇部

11類（第14図）は全縄文のものと粗製のものを

の縄文帯が口頸部の縄文帯に繋がるもので, 口

一括した。100は口唇部及び頸部は無文で, 頸部

唇部は2本沈線でa2種に含まれる。浅鉢の口

がやや反り気味のものである。胴部と頸部との

唇部文様帯はa2種に含まれるものが大部分で

境には沈線を1条巡らせ部位を区画する。胴部

あり, 口唇部無文帯となるa 4種は極稀で,94が

は原体 R Lの全縄文である。101は全縄文に筒状

a 4種に含まれ, 口唇は平坦である。他のものは

の工具による円形刺突を施している。縄文原体

口唇部沈線によりくびれるものの, 肥厚しない

は R Lである。102は口唇部のみに刻みを施し,

78
81

79

82

77

80

第11図

宿毛式Ⅰ群 8類
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83
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宿毛式Ⅰ群 9類
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に鈎状の入組文と列点状刺突を施したものであ

他は条痕地の 粗製のも ので ある。

る。105 は口縁部破片と考えられ , 列点状刺突と
Ⅱ群土器（第 15 図） は 平城式に 含まれ るもの

沈線 1 条が観察でき , 頸部は 大振り な 波頭状文

で , 103 〜 114が 相当 しよう。 大野雲 外の 採集で

様か。縄文原体は RL である。106 は沈線文系と

東京大 学人類学 教室所蔵 品 , 昭和 24 年の発掘品

考えられ , 長楕円形の区画文が見られる。他に

は 部 分 的 に紛失しているために , 正確な こ と は

平城 1 式に含まれるものとしては , 橋田庫欣の

不明である。

採集品のものに沈線文系のものが含まれてい

Ⅱ群 1 類に含まれる ものは 103〜106である。

る。

103 は口縁部破片で口唇部は丸味を持ち , 外面に

2 類の 107は山形口縁 に沈線 1 条が 絡みつき

沈 線 を 1 条巡らせその下に原体 RL の縄 文 を 施

沈線の下に RL の縄文を施している。頸部は無

す。 口唇部内面はやや突出し , その下が沈線状

文帯である。胎土には角閃石が含まれる。昭和

のくびれとなる。沈線の断面はかまぼこ状に丸

24 年の C 地点出土である。

味をもつ。頸部は無文帯となっている。胎上に

3 類には 108,109 が含まれる。108 は昭和 24 年

は角閃石 ･長石を微量含んでいる。104 は口縁部

の調査の際に出土したもので , 2 つの破片で別

103

104
105
106

107
108

111

110

109

112

113
114
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Ⅱ群土器
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個のものとして, それぞれC地点（西貝塚）,D

の見られるものである。 2類土器は通常平城Ⅰ

地点（東貝塚）出土のものと 報告されているもの

式と考えられてきたものであるが, 平城貝塚の

の接合関係にあり, 報告書掲載の際の間違いと

平城Ⅰ式そのものとは違い頸部が発達し無文帯

考えられ, おそらく共にD地点の出土と考えら

であるなど若干の相違点が認められる。また平

れる。山形口縁部の波頂の口唇部上端に押捺状

城Ⅱ式に通じるものでもなく, 平城Ⅰ式の系統

の刻みを施すものと考えられ, 口唇部は平坦で

で把握されるものの, 平城Ⅰ式そのものよりは

ある。口縁部は肥厚させないものの施文域の拡

新しくなる可能性が強い。 4類は鉢の可能性が

大が見られ, 外面に弧状の沈線, 列点状の刺突

あり, II群のどれに伴うか判然としないもので

を施し, 全面に原体R Lの縄文を施文し 2本の

ある。平城貝塚（西田･鎌木1957）では平城1

沈線を巡らせている。頸部には3本の垂下沈線

類として報告されているものの, 所謂平城Ⅰ式

が見られ, やはり縄文を施している。109も口縁

に伴うものかは判然としない。また4 類は3 類

部破片で口縁部の施文域を拡大し, さらに内面

と同様 に D地点（東貝塚）のも ので 大部分が 占め

までに施文が拡張されている。口唇は平坦で山

られるようだが, 平城Ⅱ式の鉢状のものとは明

形口縁部外面も全面に擬縄文を施し,弧 線 文 及

らかに違っていることからして, 3類に伴う可

び 2本の沈線を巡らせている。

能性はなさそうである。 6類は鐘崎Ⅱ式相当と

4類には110〜112が含まれる。110,112は昭

考えられる。

和24年の D 地点表土層（東貝塚）,111は橋田庫欣

宿毛貝塚では平城Ⅰ式, 平城II式, また松ノ

の採集品である。111は口縁部に沈 線による渦巻

木式への過渡的な一群がそれぞれ認められるも

き文が施され,110はさらに胴部に鈎状の文様帯

のの, 宿毛式に後続する土器群は比較的稀薄で

が認められる。112は口縁部に 斜行の沈線を連続

あり, 後期前半の主体となるのはやはり宿毛式

的に施し, 110･111の口縁部と同様の渦巻き文

である。しかし, かつて宿毛式に後続するもの

が頸部に施されている。

は平城Ⅰ式と単純に考えられていたものの, 松

5類の113は107と同様にC地点出土で, 現物

ノ木式の過渡的なものも存在するところから宿

は紛失しており詳細は不明だが,縄文地に逆

毛式と平城式の在り方, また松ノ木式を絡めた

「L」字状か入組文を形成するものと考えられ

追究が必要であろう。

る。107の胴部破片の可能性もある。
6類の114は口縁部破片で口縁部をやや肥厚

5 . 宿毛式の特質

させ, 2本の沈線を巡らせ波状口縁波頂部に外

宿毛式と福田K Ⅱ式の違いは漠然と 2本沈線

面に対弧文の中に円形刺突, 上面には対弧文と

と 3本沈線の磨消縄文帯であると認識されてき

数個の弧線文を施すものと考えられ,頸部には

た。ここでは宿毛式に相当する土器群, 特に福

口縁とは繋がらない 2本の沈線を垂下させる。

田 KⅡ式と比較し, 宿毛式の独自性がどこのあ

3類が平城Ⅱ式

たりにあるのか検討してみたい。また, 豊後水

の範疇で捉えられるものである。3類に含まれ

道を隔てた対岸の小池原下層式にも若干触れて

る108は平城貝塚には類例は認 められないもの

おきたい。

の, 口縁部の施文域の拡張を行い外面に列点状

(1) 福田K Ⅱ式について

Ⅱ群土器は1類が平城Ⅰ式,

刺突 等 を加飾を施し ている。 また109も「内文」

福田K Ⅱ式は1989年に泉拓良により, 1950･
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1951年（昭和25･26年）の山内清男･ 鎌木義昌等

な突起を付すもの, 入山形の波状口縁となるも

の発掘資料が発表され, また千葉豊（1989･1990･

のも認められ, 若干の前後関係が想定される。

1992）,玉田芳英（1989）により福田K Ⅱ式の細

胴部文様帯は入山形のものは波頂部分から退化

分化も進展している。宿毛式については先に述

した J 字文を垂下させ, 四角等の区画文を横位

べたように余り研究の進展は見られず, また周

の磨消縄文帯で連結させ同一の文様構成は取ら

辺域との比較検討がされていないことから, 福

ないようである。大振りの突起を付すものにつ

田K Ⅱ式との文様帯との相違点も明確にされて

いては胴部上位と下位の文様帯に分かれる傾向

いないのが実情である。先ず福田KⅡ式の特徴

があるものの, 上位の文様帯は斜位 ･横位 ･曲

の概略を把握し, 宿毛式との相違点を見てみた

折した磨消縄文帯の連結が見られ,下位には143

い（第18図）。

のように退化した J字文を曲線的な磨消縄文帯

福田K Ⅱ式の古段階と考えられるものは第18

で連結するようである。しかし, 共に 3 本沈線

図137,138で各文様帯は一体化しており, 胴部

による磨消縄文帯であり, また沈線の端部が離

下半に下脹れ状に丸味を持ち, 上位で緩やかに

れる入組文を形成している。

くびれ直線的に立ち上がり, 口縁部文様帯を形

新段階と考えられるものは鉢状の器形で

成することなく口唇部文様帯である。次段階の

148〜150は大きな特徴として前段階の口唇部文

140のように口唇部がくびれ僅かに肥厚し丸味

様帯から口縁部文様帯への変化である。口縁部

を持つこともなく, 口唇部上端も平坦である。

文様帯は拡張され,「く」字状に内傾気味に屈曲

胴部文様は137が2 本沈線に よる磨消縄文帯で

して立ち上がる。148は内面に宿毛式の5類等の

曲線的な文様構成とはなっていない。また沈線

b1種と同様に屈曲部を持ち僅かに突出し段状

の端部は繋がり入組文とはならない。138は3本

となる。149は特に内面に 突帯状の表現となって

沈線による磨消縄文帯であるが,「O」字文に磨

いる。口頸部の発達は認められないものの,150

消縄文帯が連結するものの,137と同様に余り曲

のように口縁部文様帯と口縁部下の縄文帯は分

線的な文様構成とはなっていない。137と同様に

帯する傾向にあり, 中段階の142では口縁部文様

口唇部文様帯となっている。中津式には口唇部

帯とならず口縁部の分帯が未発達と言える。

無文帯のものと反転して口唇部に縄文帯を有す

福田貝塚の新段階の土器群は微量ではある

るものとが認められるところから, 137,138は

が, 口縁部文様帯に沈線1条とその外側に連続

ただ単に中津式からの口唇部無文帯を選択して

の短沈線を施すものが認められ, 松ノ木式に通

いるに過ぎないものと考えられる。福田貝塚出

じるものが認められる。151〜153は松ノ木式に

土の136には口唇部縄文帯を有するものであり,

ごく近いものと把握できるものの,しかし共に

口唇部無文帯のみにより新旧関係を論じること

口縁部の下に沈線を1条残存させており, 宿毛

は困難である。

貝塚出土の9類と同様のもので,新段階に伴う

中段階と考えられる140〜142は直線的に開く

ものと考えられる。また注意しなければならな

もので古段階に較べ口唇文様帯であることには

い こ と は , 福田貝塚の出土の新段階のものには

変わりないものの, 古段階に較べ口唇部はくび

既に口縁部の拡張方法に相違が認められ,外

れ, 僅かに肥厚させ丸味を持つ。143は古段階よ

面･上面･内面表示型の装飾方法の違いの萌芽

り胴部上位がくびれる傾向を示す。また大振り

を読み取れることである。
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138

137

140

139

141

143

142

144
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145

148

147
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151
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第18図

153

福田貝塚 (縮尺は不同、以下同じ)
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(2)) 小池原下層式について

所謂小池原下層式の存続期間内で把握できるも

小池原貝塚（賀川 1964, 賀川･橘 1965,前川

のである。また162は口唇部文様帯に松ノ木式の

1979）は貝層下の黒褐色土より出土した一群の

耳状突起と近似したものが貼付されているもの

小池原下層式と貝層中の小池原上層式の 2型式

の, 胴部文様は沈線間に刻みを施し, また口頸

に分離されている （第19･20図）。小池原上層式

部には5条の垂下沈線が見られ,その両脇の2

については,西南四国の平城Ⅰ式にほぼ相当し,

条は口唇部の沈線と連結し口頸部に長楕円区画

小池原下層式は宿毛式･ 福田KⅡ式に並行する

文を作出していることなどから, 宿毛式と把握

もので占められているようである。 154〜157は

できる。宿毛式Ⅰ群8 類77及び福田ＫⅡ式の143

宿毛式そのものと言える内容を示しており, ま

のように既に耳状突起が出現しているところか

た158, 159は3本沈線による磨消縄文帯で福田

らしても162も宿毛式と並行関係にあるものと

KⅡ式と捉えられよう。同様のものは宿毛貝塚

言えよう。166についても一見, 縁帯文的な様相

の81, 82等にみられる。小池原下層式で問題と

を見せ, 口縁部に鈎状に入り組み, 右側に弧線

なるのは161〜166であろう。165は胴部に原体R

文が見られ平城Ⅱ式に通じるように見えるもの

Lの縄文地に短沈線の装飾を施し, 頸部は無文

の, 平城Ⅱ式は左右対称の対弧文となるなど相

帯となり口縁部をやや肥厚させ, 上面に沈線1

違点があり, 鈎状に入り組んだ下に列点状刺突

条と短沈線の刻みを連続的に施している。また,

が見られるところから平城Ⅱ式より平城Ⅰ式的

栂指大の瘤状の突起を貼付し, 縦に沈線を入れ

な様相が強いものである。

沈線内に円形の小刺突を数個施す。極めて縁帯

小池原下層式は宿毛貝塚, 福田貝塚と相似的

文成立期の様相を呈している。しかし, 縁帯文

な変化を見せている。宿毛貝塚, 福田貝塚の縁

成立期に含まれるかは疑問である。胴部の全縄

帯文成立期は縁帯文成立期直前で明確に松ノ木

文地に短沈線の装飾は宿毛式のⅠ群11類の101

式そのものとは言えない様相を呈している。小

の円形刺突を施すものと装飾上同一と考えられ

池原下層式は宿毛式 ･福田K Ⅱ式並行関係と縁

る。また頸部が発達し口縁部文様帯となってい

帯文成立期への過渡的な一群で占められている

るものの, 松ノ木式程, 口縁部を拡張すること

と言えよう。小池原下層式に含まれる縁帯文成

もなく, 連続の短沈線の刻みは小振りである。

立期の様相を呈した一群は, 型式学的には分離

さらに瘤状の突起の沈線内に小円形刺突を複数

することも可能であるものの, 小池原下層式の

施すものは宿毛貝塚の9類84と同様であり, 明

存続期間内で把握できるものである。過渡的な

確に縁帯文成立期に含まれるものではなく, 宿

ものを除いて, 小池原下層式は極めて宿毛式に

毛式の存続期間内で把握できるものである。松

近似したものとして把握することができる。

ノ木式の円形刺突は大きく「8」 字状に近い2

(3) 宿毛式の特質

個が対になったものであり, 多くても3連の円

福田 KⅡ式, 小池原下層式の概略は上記の通

形刺突であり, 複数の小円形刺突を有するもの

りであるが, 次いで宿毛式の中に見られる福田

は皆無である。また平城Ⅰ式の橋状把手上の第

KⅡ式系統のものを取り上げたい。Ⅰ群8類は

22図183,広瀬遺跡第29図338も2個であるなど

福田KⅡ式そのものと言える内容のものであり

松ノ木式, 平城Ⅰ式の円形刺突はやや後出的な

第11図79,80は口縁部文様帯となるものの口縁

様相を持つ。その意味では小池原下層式の165は

部下端に僅かに沈線の名残が認められ,また78
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164

第19図
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小池原貝塚下層
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第20図
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小池原貝塚上層
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は「く」字状に屈曲したものであり, 福田 KⅡ

3は胴部文様は曲線的な文様構成を取るものと

式の新段階に相当するものである。他にⅠ群4

考えられ, 若干福田KⅡ式系統に近いものであ

類の胴部文様帯のような入組文による渦巻き文

る。また15は口唇部に小振りな渦巻き文が見ら

が見られ, 2本沈線による曲線的な磨消縄文帯

れる。Ⅰ群 2類は磨消縄文帯の中に円形の刺突

を有するものが存在する。第7図40のように退

を連続的に施すものであり, 装飾的には1類の

化した J 字文を形成するものであり, また38,

刻 みと同様のものと考えられる（第5図）。また

45のように「0」 字文に 2本沈線による磨消縄

第10図76の貝殻押捺のもの, 全縄文の第14図101

文帯が連結するものも見られ, 福田K Ⅱ式の第

も同様の手法と考えられる。2類の中で17は山

18図140,144に見られる3本沈線による磨消縄

形の頂部に渦巻き, その下に区画文の中にJ字

文帯の曲線的な文様構成と同様なものが認めら

文を配する文様構成は, 4 類の第 7図38と同様

れる。また福田KⅡ式の138にも「0」字文に磨

の菱形区画文と言え, 38の菱形区画文内は「0」

消縄文帯が連結するものが見られるところか

字文となるものの同様の文様構成と言える。福

ら, 宿毛式Ⅰ群 4類は 福田KII式系統と把握で

田KⅡ式には菱形区画文は認められず, 宿毛式

きよう。福田KII式の140は山形口縁を呈するも

の菱形区画文が平城Ⅰ式, 東九州の小池原上僧

のの,本来口唇部文様帯であり, 宿毛式に見ら

式の胴部文様構成の成立に影響を与えたものと

れる連続刻みを施さないものの 2本沈線による

考えられる。3, 5類は基本的には 1類と同様で

磨消縄文帯を巡らせて, 口唇部を僅かに肥厚さ

はあるが, 磨消縄文帯内に刻み等の装飾を施さ

せ丸味を持ち口唇部下端がくびれるものと形態

ない一群ではあるものの, 円文, 長楕円区画文

上同一であり, 宿毛式口唇部の a 2種と同様と

の文様構成を取るもので, 5類55は波状の波頂

考えられる。また140は山形口縁部と口頸部の磨

部分に入組渦巻き文と円文を配するものであ

消縄文帯との空隙に梯子状の装飾を施してお

る。 3類の31以外は長楕円区画文を多段に展開

り, 宿毛式のⅠ群1類の縄文帯に連続刻みを付

するものが多く,31は口頸部のみに長楕円区画

加したも のと同様の文様効果と考えられる。138

文が配されたものである。

は胴部文様帯に 「0」字文に 3本沈線の磨消縄

宿毛式の文様系統には, 4 類の福田K Ⅱ式系

文帯が連結するものについては, 口頸部のくび

統のものと 1類を代表とする宿毛式特有のもの

れが弱く,また口唇部は140のように丸味も持た

の2系統に大きく分けることができる。しかし,

ず直線的に立ち上がり口唇部下端に縄文帯を巡

宿毛式独自のものとした中にも福田KⅡ式の影

らせている。

響を全く受けていないかと言えばそうではな

宿毛式特有のものと考えられるものは, 宿毛

く, 宿毛式独自のものの中にも福田K Ⅱ式的な

式Ⅰ群 1類を第一に上げることができる（第4

様相も若干ではあるが取り込まれている。また

図）。
Ⅰ群1類は縄文帯に連続刻みを付加したも

逆に福田KⅡ式系統の中には曲線的な磨消縄文

のであり, 口頸部から胴部には長楕円及び円形

は所謂3本沈線を取るものは少なく,宿毛式の

の枠状の横位の区画文が多段に展開するものと

指標となっている 2本沈線となるもので大部分

考えられ, 口唇部は丸味を持ち口頸部内面が屈

が占められており, 宿毛式の中の福田KⅡ式系

曲気味となっている。平縁が多いものの, 3, 4

統としたものも福田K II 式そのものとは言えな

のような波状となるものも存在しそうである。

いようである。また福田貝塚資料の中には比較
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的, 宿毛式的な要素は少なく,福田KⅡ式の独

塚で宿毛式が出土することで知られている（第

自性と言ったものが保持されており, 宿毛式,

22図）。片粕遺跡（岡本ほか1975,木村1984）

福田KⅡ式共に互いの地域色を持つものと言え

では宿毛式から平城Ⅰ, Ⅱ式, 片粕遺跡を標式

よう。しかし, 宿毛式, 福田KⅡ式は四国 ･中

とする片粕式の出土が認められ, 宿毛式につい

国で周辺地域に影響を与え,また逆に周辺域の

てはⅠ群 1, 2 類及び 4類が量は多くないもの

影響も取り込んで展開していくものと考えられ

の出土例が知られている。また松ノ木式に相当

る。 宿毛式と福田K II式の相違点を踏まえて,

するものが僅少であるが出土している。平城貝

以下では周辺域での展開, 及び時期的な変化の

塚（西田･鎌木 1957, 木村 1982）では平城Ⅰ,

把握に努めてみたい。

Ⅱ式及び片粕式が出土しており, 宿毛式に相当
するものは比較的少ないようで182は2本沈線

6.

宿 毛式 の 展開

による曲線的な磨消縄文帯で縄文帯は連結し,
入組文を形成している。宿毛式のどの分類に当

(1) 四国地方の状況
四国内で先ず宿毛貝塚周辺域の遺跡を見てみ

てはまるかは不明である。三里遺跡（岡本ほか

ると高知県片粕遺跡, 三里遺跡, 愛媛県平城貝

1978,木村1987）では宿毛式そのものは比較的
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福田KⅡ式
宿毛式

1 宿毛貝塚
2 片粕
3 平城貝塚
4 三里
5 岩谷
6 庄司ヶ市
7 川口

8 松ノ木
9 小松川
10六軒家

11水崎
12叶浦

第21図

13 蟻の首
14大浦浜
15阿津走出
16船津原
17福田貝塚
18 津島岡大

19 洗谷

20 与浦

25 都橋

26 五明田
27島

28 栗谷
29小森岡

30 桑飼下
31 右近次郎
32 今安楽寺

21 岩田
22 月崎

23 石ヶ坪

33 縄手
34 森の宮
35 四ツ池

24 大平山

36 淡輪

37 亀川
38 山鹿貝塚

39 黒崎
40 貫川

41 西和田貝塚
42 石原貝塚

43 小池原貝塚
44 コウゴー松
45 黒橋

宿毛式分布図
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少なく, 2類に含まれる円形刺突のもの, 2本

土器群に含まれるものかは疑問である。

沈線の磨消縄文帯のものが認められる。

189〜191等の三里式も同様に口唇部文様帯であ

西南四国の後期前半期を考えた場合, 宿毛貝

り, 肥厚の度合いは松ノ木式より弱い。190につ

塚を含めたこれらの 4遺跡は編年的に各型式の

いても入山形の波頂部に渦巻き文を施し, 肥厚

指針となり, 宿毛式→平城Ⅰ式→平城Ⅱ式→片

しない口唇部に「ハ」字状に刻みを施したり,

粕式の変遷が西南四国の妥当な編年観として受

194は宿毛式Ⅰ群8類79,80, 及び西和田貝塚第

け入れられてきた。また新たに設定された三里

30図367〜369と同様である。また195は福田 KⅡ

式については「津雲A式土器に相当」（岡本ほか

式の新段階に相当し,さらに193は内面に段を有

1978）するとし, と同時に平城式第2類（平城Ⅱ

するものは宿毛式と同様であり,粗製のものに

式）との時間的な前後関係については平城式第

も入山形の器形のものが多いことから, 三里式

2類よりも古く,「平城式独自の平城第2類に土

は時期的に平城Ⅱ式,津雲A式と並行関係にあ

器については, 平城第1類（小池原上層主体）土

るものではなく, 宿毛式の範疇かまたは宿毛式

器に, 三里式a類土器が強く影響した結果生ま

と極めて近接する型式として把握できる。

れたものであろう」としている。
三里式 a類とされる188は口頸部から口唇部

四国西部の四万十川水系山間部の遺跡とし
て, 愛媛県岩谷遺跡, 高知県庄司ケ市遺跡, 川

にかけて文様帯が集約されたように一見解釈で

口遺 跡等を上げることができる（第23図）。岩谷

きるものの, 従文様として長楕円形, 円文の区

遺跡（犬飼1979b）では配石遺構が多数検出さ

画文が 2段に配され, 口縁は4単位の山形口縁

れており, 後期前半から後半までが一通り出土

を呈し, 波頂部の主文様に渦巻き文, また環状

している。岩谷遺跡からは宿毛式に相当するも

突起状の穴の貫通した円文と繋がった渦巻き文

のは少なく,196の福田KⅡ式の新段階に含まれ

が施 されている。宿毛式の116の環状突起と近似

るもの, 198, 199の古段階のものが認められる。

したものと捉えることができそうである。口頸

距離的には宿毛貝塚に近いものの, 余り宿毛式

部と胴部の境で大きくくびれ, 胴部には文様帯

の影響は認められず, 福田KⅡ式の分布圏に包

を施さず, 条痕地である。口頸部の地文は貝殻

摂されるようである。また岩谷遺跡の特徴とし

擬縄文で口唇部にも擬縄文を施している。確か

て, 縁帯文成立期に含まれる平城Ⅰ式, 松ノ木

に口頸部から口唇部にかけて文様が集約されて

式系統のものは僅少で, 縁帯文化した平城Ⅱ式

いるものの, 本来文様帯が縁帯文土器群のよう

系統がやや纏まって出土している。しかし口縁

に分帯したものではない。三里式は口縁部文様

部の文様構成は平城Ⅱ式とはやや趣を違えてお

帯ではなく, また平城Ⅱ式, 津雲A式のように

り, 三里式からの系譜を引く主文様が渦巻き文

口縁部を肥厚させることもない。宿毛式の第6

となり頸部は無文帯となっているものが主流を

図31にも同様に口頸部のみに文様帯を有するも

占めており, 平城Ⅱ式, 津雲A式とは違った地

のが存在し,本来胴部文様帯を持たないもので,

域色を持つようである。逆に高知県側の庄司ケ

188も同様のものと考えられる。さらに平城Ⅱ

市遺跡（木村1987）,川口遺跡（木村1987）で

式, 津雲A式の口縁部文様帯の主文様は渦巻き

は宿毛式が比較的纏まって出土している。205の

文とならず, 同心円文の両脇に対弧文を配する

宿毛式Ⅰ群 1類, 204の4類に含まれるものが纏

のが通例であるところからも, 三里式が縁帯文

まって出土している。川口遺跡の213〜215は松
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片粕遺跡

185
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平城貝塚

189
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191

195
192

三里遺跡
第22図

西南四国
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第2 表

四国各型式 出土状況 (※注 ; 表の記号は 相対 的な出土 量を表す。 ●多量、△少量、×微量)

宿 毛式
宿毛貝塚
片粕
平城貝塚
三里
岩谷
庄司ヶ市

福田ＫⅡ式

松ノ木式

平城Ⅰ式

(古)

三里式
三里式並行 鐘崎式

小松川

四国中央部では松ノ木遺跡, 小松川遺跡等を

考

鐘崎式

川口
松ノ木

ノ木式に含まれるものである。

備

縁 帯 文

小松川式

消縄文帯が認められるもの,また238のように主
文様に円文を配し横位の 2本沈線による磨消縄

上 げることができる（第24図）。松ノ木遺跡（出

文帯の連結したものも認められる。磨消縄文帯

原 1991, 前田 1993a）は「縁帯文成立期」の松

については 2本沈線と言う宿毛式的なものの,

ノ木式の標式遺跡として知られる。また重要な

文様構成としては縦位の曲線的な福田K Ⅱ式系

ことは宿毛式期の住居跡が 1軒検出されており

統のものと, 横位の宿毛式系統の区画文を基調

（前田1993a）,宿毛式と松ノ木式が型式差とし

にしたものの両者が認められるのが小松川遺跡

て確認されたことである。松ノ木遺跡出土の宿

の特徴であり, 福田KⅡ式の影響が若干ではあ

毛式は216〜218の住居跡出土土器, 土器捨て場

るが侵入している。

からは219,220等が出土している。219は3本沈

四国内でも瀬戸内海に面した遺跡に目を転じ

線による磨消縄文帯であるものの宿毛式Ⅰ群1

ると, 愛媛県側では水崎遺跡, 六軒家遺跡を上

類と同様に口唇部に刻みを施したものであり,

げることができる（第25図）。水崎遺跡（犬飼

218は宿毛式Ⅰ群4類の鉢形の器形で「0」字文

1986）では243の福田KⅡ式に相当するもの, 六

か入組文のモチーフのものである。また225のよ

軒家遺跡（犬飼1986）では六軒家Ⅱ式としたも

うな宿毛式Ⅰ群 8類に含まれるものが 1点出土

のが宿毛式に相当し,244〜246のように口唇に

している。しかし, 松ノ木遺跡は福田KⅡ式よ

刻みのみを施し口頸部にやや幅の広い磨消縄文

りも宿毛式の分布圏内に含まれるものである。

帯を横位に展開させたものが見受けられる。香

宿毛式から松ノ木式への変遷は後述する。

川県で主だった遺跡を上げると大浦浜遺跡（大

松ノ木遺跡と四国山脈を隔てた愛媛県側の小

山･真鍋1988）では基本的には福田KⅡ式で主

松川遺跡（大飼 1985, 菅 1992）でも多くの宿

体を占めており,247〜250の宿毛式に含まれる

毛式が出土しており, また松ノ木式と同時期と

ものが一定量含まれ, また縁帯文成立期へも展

考えられる小松川式が纏まって出土している。

開するようである。他に蟻の首遺跡では壺形の

小松川遺跡で見られる宿毛式相当の胴部文様帯

器形で胴部に 2本沈線の磨消縄文帯で入組文を

には縦位のものと, 横位の 2系統が認められる

形成し, 区画文が連結しない文様構成のものが

が共に2本沈線による磨消縄文帯であるところ

出土している。

が特徴的である。233は入山形の特徴的な口縁形
態を呈しており, 縦位の曲線的な2本沈線の磨
50

四国の状況として, 瀬戸内海に面した地域で
は地理的要因で生体は福田K Ⅱ式の分布圏に含

宿毛式，その特質

まれる傾向が強く, 宿毛式は客体的な存在であ

(2) 中国地方の状況

る。四国の西南部では宿毛式の展開は当然とし

中国地方は福田貝塚を中心とした中央部, 広

ても, 高知県中央部の松ノ木遺跡では宿毛式の

島県西部 ･山口県の西部, 及び日本海側の3つ

分布圏に包括され, 次段階の松ノ木式の成立に

の地域に大きく区分することができる。岡山県

影響を強く与えた遺跡として小松川遺跡が特に

では福田貝塚以外に舟津原遺跡（下澤1988a）,

注目されよう。

阿津走出遺跡（下澤1988b）,津島岡大遺跡（山

196

197
199

198

201

200

202

岩谷遺跡

205

204

209

203

206

210

庄司ヶ市遺跡

207

208

211
212

213

215

214

川口遺跡
第23図西南四国
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216

221

223

220

219

218

217

225

224

222

228

226

227

230

229

松ノ木遺跡

231

232

234
233
238

235

237
236

239

240

241

小松川遺跡
第24図
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244

245

246

六軒家遺跡

水崎遺跡

243

249

250

248

247

251

253

252

254

257
256

258

259

260

大浦浜遺跡

第25図

四国瀬戸内
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第3表 瀬戸内各型式出土状況
宿毛 式
水崎
六軒家
叶浦
大浦浜
福田貝塚
船津原貝塚
阿津走出
津島岡大
洗谷貝塚
与浦
岩田
月崎

福田K Ⅱ式

松ノ木式

平城Ⅰ式

縁 帯 文

備

考

松ノ木式並行

(古)

松ノ木式並行

鐘崎式
鐘崎式

本 1992）等を上げることができる（第26図）。舟

286が存在するのみである。宿毛式に相当するも

津原遺跡は福田KII式の比率が高く,大部分が

のは宿毛式 1群 3, 4類に含まれるものが多く,

3本沈線による磨消縄文帯で鉢形の器形を呈す

僅かに口唇に刻みを施した287が認められるも

るものが多い。宿毛式に相当するものは261,262

のの, 宿毛式に通常見られる刻みとは違い口唇

で宿毛式Ⅰ群 1類に含まれるものが若干ではあ

を巡る沈線より内側に刻みを連続的に施し僅か

るが出土している。しかし, 縁帯文成立期のも

に施文部位を違え, 胴部文様は 3本沈線による

のは僅かに出土しているのみで, 福田貝塚と同

磨消縄文である。また鉢形のもので294,295は

様な展開で福田K Ⅱ式の新段階で途絶するよう

区画文及び入組文の横位文様構成が多段に展開

である。阿津走出遺跡も舟津原遺跡と同様で福

しているものも認められる。宿毛式の文様構成

田 K Ⅱ式の新段階で宿毛式的なものの出土は認

も基本的には洗谷遺跡と同様に多段の文様構成

められないようである。津島岡大遺跡では福田

を取るものを基本とする可能性が強いものであ

K Ⅱ式, 縁帯文成立期のものが出土し,279のよ

る。

うな宿毛式的なものに平城Ⅰ式の頸部文様帯で

山口県の月崎遺跡（潮見1968）では福田KⅡ

ある波頭状文様,また284のように橋状把手の貼

式が主体的に出土することで知られている（第

付されたものが出土しており縁帯文成立期及び

27図）。福田K Ⅱ式に含まれるも のは新段階の範

平城Ⅰ式の成立過程の萌芽と捉えられるものが

疇のもので大部分が占められており, また鐘崎

既に福田KⅡ式の中に存在することは注目され

式系統の土器も出土しているところから, 九州

る。

大分県の西和田貝塚と比較的似た出土状況を呈

広島県で特に目を引くのは洗谷遺跡（小都

しているようである。岩田遺跡（潮見1960）で

1976）である（第27図）。中津式, 福田 K Ⅱ式･宿

は宿毛式Ⅰ群2, 4類に近いもの, また8類79の

毛式, 縁帯文成立期 ･ 縁帯文土器群の 3時期が

ものも出土しており, 与浦遺跡（川越1973）で

それぞれ層位的に把握されており, 福田K Ⅱ式

は宿毛式Ⅰ群6類に含まれるものと鐘崎式及び

と宿毛式の並行関係が摑めた遺跡として重要で

平城Ⅰ式が出土している。山口県の状況は宿毛

ある。福田KⅡ式に含まれるものは新段階のも

式, 福田KⅡ式共に分布し, また鐘崎式, 平城

のが多く, 僅かに古段階から中段階に相当する

Ⅰ式が後続型式として出土することが特徴であ
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262

261

263

264

268

267

265

269

舟津原遺跡

266

270
271

274

272

273

275
276

阿津走出遺跡

277

278
279
280

281

282

284

285

津島岡大遺跡

第26図

中国中央部
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290
289

288
286

292

291

287

294

293

295

297

296

298

洗谷遺跡

299

303

301

300

302

304

306

305

月崎遺跡

310

308

岩田遺跡
第27図
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中国西部

309
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313

312

311

島遺跡

314

布勢遺跡

316

317

315

318

321

320

319

栗谷遺跡

323

322

326

324

327

325

五明田遺跡

都橋遺跡

329
333

328
332

330

331

石ヶ坪遺跡

334

第28図

中国日本海

大平山遺跡
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第4表
宿毛 式

日本海各型式出土状況

福田KⅡ式

布 施式

縁帯 文

石ヶ坪

備

考

阿高系

大平山

都橋

五明田
島
栗谷
小森岡

り, 瀬戸内の縁帯文成立期に含まれるもの, 縁

文成立期と福田KⅡ式新段階の出土している遺

帯文が少ないことである。

跡として都橋遺跡（足立1987）,宿毛式系統の

日本海側の鳥取, 島根を見渡した場合, 中津

2本沈 線の 磨消縄文 帯 の ものは 石ケ 坪 遺跡

式から福田 K Ⅱ式を経て縁帯文成立期の布施式

（同）,大平山遺跡（同）を上げることができ, 2

への変遷がスムースに追える地域である。その

本, 3本沈線磨消縄文帯共に入組文となるもの

中で特に 鳥取県栗谷遺跡（谷岡ほか1989,1990）,

が多く,「三本沈線の福田KⅡ式と二本沈線のい

島遺跡（久保1983）を上げることができる（第

わゆる宿毛タイプの土器はやはり併行関係にあ

28図）。島遺跡では311, 鉢の313の福田KⅡ式中

るとすべきで, 小稿でも宿毛タイプの土器を福

段階に含まれる 2本沈線による曲線的な磨消縄

田KⅡ式に含めて扱いたい」（足立1987）とし

文帯のもの,同じく新段階に含まれる312の3本

ている。

沈線による磨消縄文帯のものが認められる。栗

中国地方日本海側を見た場合, 中津式から福

谷遺跡では中津式から縁帯文成立期の布施式に

田K Ⅱ式に至る変遷過程は中津式の2本沈線を

含まれる良好な資料が得られている。福田KⅡ

基調にした磨消縄文帯から 3本沈線磨消縄文帯

式古段階の315,新段階の318のように口縁部が

の福田KⅡ式的な土器群が出現すると同時に,

「く」字状に屈曲した 福田 K Ⅱ式新段階に相当す

全てが 3本沈線磨消縄文帯に変化せず ,中津式

る口縁部文様帯のものも存在するようである。

の伝統である 2本沈線磨消縄文帯が後々まで残

316が僅かに宿毛式に相当するものと考えられ

るのが日本海側の特徴である。しかし, 縁帯文

る。

成立期の布施式は 3 本沈線磨消縄文帯を選択す

島根県五明田遺跡（田中1991）では入山形口

るようである。布施式の特徴は高知県西部の三

縁の福田 K Ⅱ式の古段階に相当する2本沈線磨

里式とは違い口縁部主文様は渦巻き文ではな

消縄文帯のものが纏まって出土している。曲線

く, 入組文で両脇に対弧文を配し, また橋状把

的な文様構成で入組文を構成するものが多く,

手を貼付するなど特徴的である。中国地方西部

中, 新段階に相当するものが数点出土している

ではやや状況は違い, 宿毛式, 福田KⅡ式共に

（第28図）。しかし, 明確に 宿毛式に 含まれるもの

出土するものの, 山口県では先に指摘した通り

は出土していないようであり, 栗谷遺跡と同様

縁帯文成立期は今のところ展開しないで鐘崎

の内容を呈しているものの, 縁帯文成立期に含

式 ･平城Ⅰ式が分布する可能性が強いと言えそ

まれるものは出土していないようである。縁帯

うである。
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336

335

淡輪遺跡

337

四ツ池遺跡

広瀬遺跡

339

340

341

343

344

今安楽寺遺跡

345

348

347

346

349

351

350

桑飼下遺跡

小森岡遺跡

353

354

338

352

355
358

357

356

359

亀川遺跡

右近次郎遺跡
第29図
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第5表
宿 毛 式

近畿各型式出土状況

福田KⅡ式 広瀬40土坑

縁帯 文

備

考

桑飼下
右近次郎
今安楽寺
森の宮貝塚
縄手
四ツ池
淡輪
広瀬
亀川

(3) 近畿地方の状況

うに横位 ･斜位の連結は認められず, 各文様単

近畿地方では宿毛式そのものといえるものは

位は分離独立する傾向が強い。小森岡遺跡は鳥

皆無に近く, 兵庫 県小森岡遺跡（千葉 1990b），

取県の栗谷遺跡, 布施遺跡に近い内容を示して

大阪府淡輪遺跡（渡辺 1981, 藤永 1987）,縄手

いる。

遺跡（中村1976）, 森の宮遺跡（八木･森尾

今安楽寺遺跡では中津式, 福田KⅡ式から縁

1978）,滋賀県今安楽寺遺跡（植田1990）等が僅

帯文成立期が出土し, 中津式の影響の2本沈線

かに知られるのみで（第29図）,中津式段階の展

の磨消縄文帯が僅かに認められるものの, 主体

開は認められるものの, 福田ＫⅡ式段階では余

は福田KⅡ式の新段階に含まれるものと縁帯文

り纏まったものは認められず, その後の縁帯文

成立期のもので大半が占められているようであ

成立期に再び遺跡数が飛躍的に増加するようで

る。布施式的なものは少なく松ノ木式と同様に

ある。今のところ, 後期前半についての状況は

口縁に刻みと2個が対になった円形の刺突を施

杳として知れない。

し, 頸部には梯子状のモチーフが見られる。

小森岡遺跡では中津式, 福田KⅡ式から布施

近畿地方の外周域で和歌山県亀川遺跡（前田

式にかけての変遷が見られ, 2本沈線による磨

1985）,福井県右近次郎遺跡（工藤･木下1985）

消縄文帯を有するものが3本沈線磨消縄文帯の

が注目される。亀川遺跡の358は口唇部上端を立

中に一定量存在し,また352は宿毛式Ⅰ群1類の

ち上がらせ, 沈線1条を巡らせた下に刻みを施

ように刻みを施し, 橋状把手を有するものも認

し, 胴部は逆「L」字状の文様を施す。胴部文

められる。また松ノ木式に通有な口唇に刻みを

様帯は松ノ木式と比較的似た文様構成を取る。

連続的に施したものも認められている。布施式

また359は丸味を持った鉢で 2本沈線による磨

の範疇で把握されているものは口縁部文様帯と

消縄文帯で横位の入組文, 楕円 ･三角形状の区

なり口縁部を「く」字状に屈曲させ, 外面か上

画文を多段に展開している。文様構成は広島県

面施文型が多く, 主文様に円文と対弧文を従文

洗谷遺跡の295に近いものであり,器形的には松

様に 2本沈線の区画文等を施し, 頸部には梯子

ノ木式の鉢に近似し, 宿毛式･ 福田K Ⅱ式の新

状文様, 橋状把手を持つものが比較的多い。ま

段階を構成する器種の1つと考えられる。

た胴部文 様帯は縦位 の曲線的な文様構成とな

右近次郎遺跡では中津式から福田KⅡ式が出

り, 2本沈線及び 3本沈線の磨消縄文帯となる

土しており, 明確に縁帯文成立期の範疇で把握

両方が認められ, 各文様単位は福田KⅡ式のよ

できるものは少ない。福田KⅡ式に含まれるも
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のは比較的多いものの, 口唇部形態は違ってお

れ ないようである。コウゴー松遺跡（賀川 ･橘

り, 口唇部上端を立ち上がらせ, 1条沈線を巡

1974）では前半期のもの が比較的纏まって出土

らせた下に刻みを連続的に施すもので口唇部形

しており, 宿毛式, 福田KⅡ式に相当するもの,

態は和歌山県亀川の358に近似しており,また各

また貝殻施文の綾式に相当するものも出土して

文様帯の分帯は発達させず, これらの特色は地

いる。また松ノ木式, 平城Ⅰ式, 平城Ⅱ式に相

域色か時期差なのか問題となろう。さらに狭義

当するものも若干認められる。綾式に相当する

の磨消縄文帯以外に充塡縄文も出現しており,

ものは371〜373で,371は山形口縁に胴部上端に

関東の影響も考慮しなければならない。しかし,

菱形区画文がみられ,

2本沈線間に貝殻腹縁を

3本沈線の磨消縄文帯の福田K Ⅱ式系統が一概

連続的に押捺し, 313は円形刺突を連続的に施

に堀之内 1式と時期的に並行関係にあるのかは

し, 宿毛式Ⅰ群 2類の装飾と同様の文様効果を

疑問である。

上げている。374のような松ノ木式に相当するも

(4) 九州地方の状況

のが 1点出土している。

九州に目を転じ大分県では小池原貝塚, 西和

福岡県で山鹿貝塚（永井･前川1972）,黒崎貝

田貝塚, 石原貝塚, コウゴー松遺跡等を上げる

塚（橘1981）,貫川遺跡（前田1988）等を上げ

ことができる（第30図）。

ることができる。黒崎貝塚, 貫川遺跡では宿毛

西和田貝塚（坂本 1979）は上層, 下層に分か

式 Ⅰ群8 類の福田K Ⅱ式の新段階に含まれるも

れ, 下層の黒褐色土からは福田KⅡ式の新段階

ので占められるようである。山鹿貝塚では375の

に相当すると考えられる363は口縁部が「く」字

鉢状の器形で口頸部で段状に屈曲し, 宿毛式Ⅰ

状に曲折するものと西和田下層式とされる阿高

群 1類の刻みを施した磨消縄文帯を持ち, また

系凹線文土器360を主体としており,明確な宿毛

3本沈線による入組文を形成する磨消縄文帯が

式に相当するものは出土していないようであ

みられ, 宿毛式と福田K Ⅱ式との融合した内容

る。上層の貝層中からは, 鐘崎1式相当の365,

を示している。376は入山形口縁を呈し, 口頸部

366等を主体とし,また従来津雲A式系統と把握

に梯子状文様, また2本沈線の磨消縄文帯に刻

されていた上面施文の367〜369等も出土してい

みを施したものであり, 福岡県では宿毛式に相

る。
「津雲A式土器の範疇からはずすか, 古式の

当するものは認められず, 福田KⅡ式の土器の

もの」（坂本1979）として福田KⅡ式から瀬戸

中に宿毛式の様相が取り込まれた例が認められ

内の縁帯文の過渡的なものではないかと示唆的

る程度であり, 明確な宿毛式の展開はないよう

に報告されており, この時点で既に縁帯文成立

である。またそれ以後の展開としては鐘崎式を

期の一群が存在する可能性を捉えられている。

主体とし, 小池原上層式は認められるものの,

但し,注意を要することは367のタイプのものは

貫川遺跡等では平城Ⅱ式 ･津雲A式に相当する

西和田貝塚では下層からも出土しており, 宿毛

縁帯文土器群の展開は認められないようであ

式のⅠ群8類79と同様のものと考えられるもの

る。

の, また直接津雲A式, 平城Ⅱ式に系統的に繋
がるかは疑問である。
石原貝塚（坂本1979）でも福田KⅡ式の新段
階の370が出土しているものの宿毛式は認めら

先の研究史の中で取り上げた宮崎県東諸県郡
綾町尾立遺跡の綾式について若干触れておきた
い（第30図）。綾式は後期前半のものとして綾A
式,

綾B式として分類されているものの, 現在
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は一般的にA,

B式共に同一型式と認識されて

熊本県黒橋貝塚（西田 1976）等にも福田K Ⅱ式

いるようであり, ここではただ単に綾式と呼称

新段階に相当するものが出土しているものの,

しておきたい。綾式の特徴は貝殻腹縁の押捺と

やはり散発的であると同時に客体的である。

擬縄文にあり, 384,385に見られるように2本

その後, 小池原上層式の磨消縄文系の土器群

沈線間に貝殻腹縁の押捺を施すものであり, 宿

に引き継がれ, また瀬戸内, 西南四国に対時す

毛式Ⅰ群 1類の刻みまたは同 2類の貝殻頂部の

る鐘崎式系統の両系統の双極が同時に展開する

回転押捺と装飾的に近似したものである。しか

ようで, それは小池原上層式に認められるとこ

し, 口唇部は宿毛式ようにくびれることなく,

ろである。小池原上層式以降については, 平城

直線的に立ち上がり, 口唇部に文様を施すもの

Ⅱ式に相当する縁帯文土器群が小池原貝塚に欠

は比較的少ないようである。宿毛式Ⅰ群2類21

落していることは注意を要する。つまり, 小池

は貝殻頂部の回転押捺と擬縄文を施したものが

原下層式と小池原上層式とに連続性を認める解

綾式に近い様相を顕しているようである。386は

釈と, 小池原下層式と小池原上層式の間に一型

綾式の中で, 口縁部を拡張し上面に沈線を1条

式存在するとし下層式と上層式に連続性を認め

巡らせさらに刻みを連続的に施し, 松ノ木式の

ない解釈がある。後者にはさらに2つの見解が

耳状突起に近い突起を貼付したものが認められ

あり, 瀬戸内を中心とする縁帯文成立期が介在

る。これについても小池原下層式と同様のもの

するとする理解と, 下層式と上層式の間に平城

であり, 縁帯文成立期直前のものとして把握で

Ⅱ式･津雲A式が入るとする 2 つの見解がある。

きよう。南九州に於ける磨消縄文系の土器の展

第 1の見解は平城Ⅰ式（小池原上層式）とが縁帯

開は極めて稀であるものの, 宿毛式と綾式の変

文成立期 と並行関係にあると する編年観であ

化はどちらがどちらに影響を与えたかの議論は

る。第 2の見解は平城Ⅰ式（小池原上層式）と縁

抜きにしてもやはり相同的なようである。

帯文成立期（松ノ木式）を時期差と見る理解であ

九州では豊後水道を隔てた大分県を除いて宿
毛式の展開は稀薄であり, 小池原貝塚で小池原

ろう。第3の見解は平城Ⅱ式が平城Ⅰ式より古
く見る編年観である。

下層式として展開し, 縁帯文成立期直前までの

第 3の見解については成立しないことは既に

展開は宿毛貝塚と相似的であるものの, それ以

述べた（前田 1993b）。ここでは東九州の出土状

降の宿毛貝塚では小池原上層式に相当する平城

況を若干補足しておきたい。貫川遺跡では小池

Ⅰ式の大きな展開が認められない相違点を有す

原員塚と同様の出土状況を呈し, また小池原貝

る。西和田貝塚では下層からは阿高系凹線文土

塚のすぐ近傍の横尾貝塚（賀川･橘 1965, 前川

器, 福田KⅡ式の新段階の土器群, 上層から鐘

1979）では外面施文の平城Ⅱ式･ 津雲 A式に相当

崎式系統の土器が比較的纏まって出土してお

するものが 比較的纏まって 出土していること

り, 小池原貝塚の下層と比較した場合, 小池原

は, 小池原貝塚での貝塚形成の解釈に大きな糸

下層式には阿高系凹線文土器が認められず大分

口を与えているものと考えられる。大分県側で

県内でも地域差が認められる。しかし他の点に

の平城Ⅱ式に相当する縁帯文土器群の展開は稀

ついては相似的な面が強い。大分県については

薄であるものの, 横尾貝塚の例を考慮すると小

瀬戸内系の磨消縄文系土器群は福田KⅡ式の新

池原下層式と上層式は連続するものと解釈する

段階にその展開が認められ, 他の地域を見ても

方が妥当であろう。さらに寺の前遺跡（田中･松
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黒橋遺跡
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第30図

尾立遺跡

九州
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第6表

九州各型式出土状況

阿 高 系 小池原下層式 福田KⅡ式 小池原上層式 鐘 崎 式

備

縁 帯 文

考

山鹿貝塚
黒崎
貫川
西和田貝塚

永

石原貝塚
小池原貝塚

松ノ木式

コウゴー松

松ノ木式

1981）では福田KⅡ式新段階, 小池原上層式

(古)
綾式

らせる程度の文様帯である。宿毛式の口唇部文

(平城Ⅰ式）,鐘崎式, 平城Ⅱ式の縁帯文が継続的

様帯には 2本沈線間に縄文を施文したものとさ

に出土しており各型式の消長を考えた場合, や

らに連続的に刻みを施したものがあり, 前者が

はり小池原下層式と小池原上層式は連続する型

平城Ⅰ式に後者が松ノ木式に引き継がれたもの

式であり, 両型式の間に平城Ⅱ式的な縁帯文土

と推察でき, また各文様帯の系譜がどのような

器群の介在する余地はないであろう。

プロセスを経て変遷をしたのか追ってみたい。

第2の見解については, 小池原下層式に見ら

また山陰に主分布圏を持つ布施式についても合

れる縁帯文成立期的なものを松ノ木式と並行と

わせて若干触れて置きたい。

見るか, 過渡的な一群とするかに解釈の岐路が

(1) 松ノ木式の成立過程

あるものと考えられる。また縁帯文成立期の土

松ノ木式の中で古相と考えられる第24図

器群が九州にも展開すると考えるかである。九

226･227は口唇部文様帯ではなく, 口縁部を拡

州では今のところ松ノ木式に相当する縁帯文成

張したもので縁帯文成立期土器の様相を呈して

立期の土器群が纏まって一遺跡を形成するもの

いる。口縁上端には沈線を 1条巡らせ, その外

は皆無であるところからも,縁帯文成立期の土

側に宿毛式の刻みよりやや長い短沈線と呼べる

器群は九州では異系統である可能性が強い。平

連続の刻みを施してはいるものの, 下端の沈線

城Ⅰ式（小池原上層式）と縁帯文成立期との関係

もまだ残存させている。頸部も未発達で胴部文

については後述する。

様帯との一体化を読み取れる。宿毛貝塚のⅠ群
9類 土器に 極めて近いも のとして把握できよ

7. 宿毛式 の派生

う。福田 KⅡ式の第31図7も口唇部を拡張し,

松ノ木式, 平城Ⅰ式は共に宿毛式を母体とし

沈線 1条と連続の刻みの短沈線を施し耳状の突

て派生したと考えられ, 松ノ木式と平城Ⅰ式の

起を付す。また綾式の第30図386も同様のもので

文様帯の共通性は既に前稿で比較検討した（前

ある。第31図7 は口唇部下端に3本沈線の磨消

田1993b）。ここでは前段階の宿毛式から松ノ

縄文帯と頸部の垂下沈線は連結しており, 松ノ

木式及び平城Ⅰ式がどのように双生するかを見

木式の第31図9は第24図227,第31図7よりもさ

てみたい。宿毛式は口縁部の発達 ･拡大はみら

らに縁帯文化の過程にあり, 頸部の発達がみら

れず口縁部文様帯を持たず, 口唇部文様帯とで

れる。口縁部文様帯の下端の沈線は省略され,

も呼べるもので口唇部が未発達で沈線を2条巡

口縁部上面は227と同様ではあるが,さらに刻み
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が大振りとなり斜行の連続の短沈線と変化して

式系統の曲線的な入組文のものが認められるも

いることを読み取れる。

のの, 宿毛式 ･福田KⅡ式からダイレクトに胴

この変化は宿毛式からも追える。頸部の発達

部文様の変遷は追えないようである。宿毛式の

しない段階での宿毛式Ⅰ群1 類の1 , 2では ,口

福田 KⅡ式系統と福田KⅡ式の胴部文様構成は

頸部に枠状の長楕円と円形の区画文が交互に配

磨消縄文帯の幅が狭く, 第31図6 のように曲線

され, 口唇部下端の沈線と胴部の沈線を連結し

的な縄文帯の連繋にあり, J字文を採用するも

て区画文が形成されている。縁帯文成立期の松

のにしてもJ字文を他の文様と連繋するもの

ノ木式段階では口縁部文様帯の発展に伴い, 宿

の, 一方松ノ木式の第31図8にみられる文様構

毛式段階の口唇部下端の沈線の省略から, 頸部

成は連繋が切り離され, 各モチーフが各々分離

文様帯の区画文は口縁部と連結するべき沈線の

独立する傾向にある。松ノ木式の沈線文の浅鉢

消失により, 独立した頸部文様帯となったもの

についても同様の流れがある。そしてまた磨消

と考えられる。また広島県洗谷遺跡の第27図296

縄文帯の幅が広がるなどの相違点を見てとるこ

が典型的な例で, 胴部の沈線から頸部に跳ね上

とができる。福田KⅡ式のように沈線端部が離

がり口縁部との連結が途絶えてしまっている。

れ入組文化するものも比較的減少し, 広島県芋

津島岡大の第26図285の頸部の梯子状文様,小森

平遺跡, 和歌山県亀川遺跡（第29図358）等に同

岡遺跡の橋状把手上の梯子状文様第29図352も,

様の文様構成を採るものが散見される。229は他

筆者の前稿で指摘したように福田KⅡ式の口頸

の松ノ木式と同様に土器捨て場からの出土であ

部にみられる梯子状文様第18図140からの発生

り（前田1993a）,松ノ木式に伴うものの松ノ木

に求められることと軌を一にしたものである。

式でも 古相の範疇 に含まれるものである。229は

これは口縁部施文域の拡大･ 拡張と解釈でき,

内面が宿毛式の鉢にみられるような段状の突出

また口縁部下端の沈線が消失しているのは, 口

を有し, 胴部に逆 L字状文を施し, 沈線自体は

縁部の拡張に伴いただ単に省略されたものと言

松ノ木式の逆 L字状文とはやや違い幅が狭く曲

えよう。つまり, 縁帯文成立期の頸部文様帯は

線的に描かれており, こうした文様構成を採る

口縁部の拡張に伴い, 宿毛式･ 福田KⅡ式の口

ものが松ノ木式そのものに既に存在する。その

唇部下端の沈線を省略させ, 頸部文様帯として

前段階には愛媛県側の小松川遺跡に第24図233

発達させようとの意図の元に独立したものとな

の入山形口縁のもの,232の平縁で胴部文様帯が

った結果と考えられよう。宿毛式から松ノ木式

2本沈線の縦位の文様モチーフのものが存在

への変遷は詰まるところ, 口唇部文様帯から口

し,こうしたものが直接松ノ木式の胴部文様帯

縁部文様帯に変化することにより,口縁部を拡

に影響を与えた可能性が強い。つまり,福田K

張し宿毛式にみられた短い直行の連続の刻みか

Ⅱ式的なものが小松川遺跡を経て松ノ木式の成

ら, 斜行の連続の短沈線に変化し下端の沈線が

立に関わったと考えられる。

省略されたと言える。

松ノ木式で新相段階と考えられるものは, 第

松ノ木式の胴部文様は逆 L字状の縦位の文様

31図10で頸部無文帯は大きく発達し,胴部文様

区画に特徴を持つ。第24図226･227のように縦

は蕨手状の入組文で,狭義の磨消縄文ではなく,

位の逆L 字状文は, 宿毛式には求められず宿毛

充塡縄文であるところが特徴的である。松ノ木

式は横位の枠状の区画文を主流とし, 福田KⅡ

式のその後の展開は目下のところ不明である。
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(2) 平城Ⅰ式の成立過程
平城 1式については, 宿毛式の刻みを持たな
い口唇部文様帯（第7図39等）からの変化にあ

部が大きく発達することからしても, 口縁部,
頸部, 胴部と各文様帯が各文様帯として分帯し
系統的に変化するものと考えられる。

り, 口唇部の上端を上方向に上げ, 宿毛式の下

頸部文様帯については, 第31図3のように橋

端の沈線を松ノ木式と同様に省略を施す。その

状把手の貼付により頸部に区画文を意識したも

結果, 平城Ⅰ式と松ノ木式は沈線の外側に縄文

のとなっているものの, 第31図4では口縁部の

帯を設けるものと連続斜行の短沈線を施すもの

下端の沈線の省略により, 頸部文様帯の波頭状

に分かれるものの, 共に下端の沈線の省略に共

文様は口縁部と繋ぐべき沈線の消失から口縁部

通の特徴を見てとれる。

との連結は途絶してしまい, 胴部から繋がる沈

しかし, 平城Ⅰ式が松ノ木式程の口縁部文様

線により頸部への跳ね上がりの波頭状文様とな

帯を形成しないのは, 九州の鐘崎式の影響か縁

ったか, 宿毛式第31図1の波頭状文様に直接求

帯文土器化が稀薄だったと考えられ, 平城Ⅱ式

めることもできる。平城Ⅱ式についても口縁部

の段階に至るまで本格的な縁帯文化, 口縁部文

の沈線からの垂下の痕跡は認められず, やはり

様帯の形成は待たなければならないようであ

平城Ⅰ式と同様に本来口縁部と連繋するべき沈

る。平城Ⅰ式は本質的には口唇部文様帯である

線が切り離されて頸部文様帯を形成したものと

が, 瘤状突起部分の主文様部分に限って口縁部

言えよう。

文様帯を選択している。平城Ⅰ式の段階では列

胴部文様帯については宿毛式のⅠ群2類の第

点状刺突の加飾に留まり, 縁帯文化するやいな

31図2, 及びⅠ群4 類の第31図1, また福田K

や口縁部内面にまで「内文」の発展が一挙に進

Ⅱ式の第18図140にもその系譜を求めることが

み, 口縁部施文域の 拡大が行われるようである。

できる。第31図4は宿毛式の第31図2にその系

津雲A式には内文の発達はみられず, 平城Ⅱ式

譜を求めることができる。第31図2は菱形の区

の内文の発達に限って言えば, 津雲A式からの

画文の中にJ字文を配しており,平城Ⅰ式の第

影響は認められず, 平城Ⅰ式の瘤状突起に沈線

31図4も同様であることは自明の理である。第

が絡みつくものからさらに口縁部施文域の拡大

31図2の他の部位についても口唇部にはソフト

の結果と考えられる。

クリーム状に沈線が絡みつく突起と, 胴部のJ

平城Ⅰ式から 平城Ⅱ式に変遷し 内文の出現

字文を配した菱形区画文を連繋する磨消縄文帯

は, 端的に言ってしまえば「縁帯文」と呼称さ

がみられ, それぞれが平城Ⅰ式の第31図4の口

れる名の通り, 口縁部の拡張と文様帯の集約に

縁部の瘤状突起, 頸部の波頭状文様に対応する

あると言える。口縁部の拡張にあるものの, た

ことは簡単に読み取れる。松ノ木式の第31図8

だ単に口縁部を拡張するだけでなく,文様施文

にも口縁部に沈線が絡みつくものが平城Ⅰ式の

域そのものの拡大 ･拡張にあると言えよう。ま

瘤状突起と共通項であることを読みとれ, 第31

た弧線文 ･列点状刺突文にみられるような加飾

図9 の頸部の垂下沈線も平城Ⅰ式の波頭状文様

の増大にあり, 文様施文域の拡大 ･拡張の過度

と形成過程は同一である。平城Ⅰ式は宿毛式の

の進展から口縁部に納まり切らない文様施文の

中でも福田KⅡ式系統の 4類第31図1は, 菱形

結果,「内文」と呼ばれる文様帯の出現が生じた

区画文に「0」 字文であるものの, 口頸部に平

ものと考えられる。平城Ⅱ式の段階に至って頸

城Ⅰ式と同様の波頭状文様が認められ, また口
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縁波頂部に絡みつく沈線は平城Ⅰ式の口縁の瘤
状突起にそれぞれ対応している。それ以外に平

式の J 字文は宿毛式から追えるものである。
それ以外に宿毛式には口頸部に区画文が発達

城Ⅰ式は宿毛式の中でも福田KⅡ式系統の4

し, 三里式への変遷が追えるものである（第32

類, 及び浅鉢の J 字文の入組文を選択し, 松ノ

図）。第32図EⅡから三里式のＦⅡの口縁部に円

木式以上に入組文を多用する。菱形区画文を採

文と楕円区画文は平城Ⅱ式の FⅥを経て FⅦの

らないものは福田KⅡ式系統と同様に各文様帯

縄文地に直接沈線で波状のモチーフを描いたも

を独立させず, J字文等が曲線的な磨消縄文帯

のへと変化する。

で横位の連結を保ったままである。平城Ⅱ式に

(3) 布施式の成立過程

ついても, やはり基本的には波状または流れる

松ノ木式, 平城Ⅰ式以外に主に山陰地方に分

ような入組文の横位連結文を繰り返すようであ

布圏を持つ布施式については, 口縁部文様帯は

る。

別方向の展開を見せるようである。布施式は松

平城Ⅰ式は宿毛式と同じく狭義の磨消縄文で

ノ木式と同様に口唇部文様帯を脱却し, 口縁部

あり, 赤彩を多用する。また松ノ木式と同様に

文様帯に変化を遂げるものの, 松ノ木式のよう

磨消縄文帯の幅が広がり, 沈線自体も松ノ木式

に連続の斜行の短沈線の刻み手法を取らず, 鳥

よりも丁寧なまま幅が広い。宿毛式の段階では

取県栗谷遺跡出土の第28図319のように福田K

沈線の幅が狭いものの, 平城Ⅰ式段階での沈線

Ⅱ式からの口唇部文様帯の変化に求めることが

自体の広がりは九州の阿高系統の影響の可能性

できる。口縁部主文様部位に弧線文, 渦巻き文

があり, また若干であるが阿高系には入組文が

を施し, 頸部を発達させ橋状把手を貼付するも

認められる。また松ノ木式は第32図AⅢ, AⅣ･

のである。第31図14についても319と同様に福田

BⅣの段階で磨消部分と縄文施文部分の反転現

KⅡ式に口縁部文様帯は既に用意されている。

象が起こり, 平城Ⅰ式の第32図DⅣでも同様の

第31図14については口縁部文様帯に平城Ⅰ式に

現象が認められる。

みられた列点状刺突の加飾と同様であり ,頸部

第31図5は口唇部文様帯に列点状刺突等の加
飾の増大が見られ, 第31図3 ･ 4より平城Ⅰ式
の中では新相段階に含まれるものである。小池

布勢式

原貝塚の小池原上層式は比較的この段階のもの
が多いように見受けられる。胴部文様は松ノ木

福田KⅡ式

式では充塡縄文に変化するものの, 平城Ⅰ式は
依然として狭義の磨消縄文であり, 充塡縄文は
平城II式段階に至らないと出現しないようであ

平城式

松ノ木式

り, 地域差が認められる。また縁帯文の展開す
宿毛式

る地域とは違い, 頸部の発達は認められず, 頸
部文様帯を残存させたまま, 平城Ⅱ式段階にな
って初めて頸部無文帯は大きく発展し, 口縁部
文様帯は出現する。松ノ木式の逆L字文は小松
川式からの系譜を引くものであり, また平城Ⅰ

第33図

宿毛式の派生概念図
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には部分的に欠損しているものの橋状把手を貼

顕著ではなく, 宿毛式への継承展開は判然とし

付しているようである。また, 一方で布施式に

ていない。宿毛貝塚周辺域で中津式を出土する

は第31図13のように平城Ⅰ式と同様に沈線1条

遺跡としては, 下益野遺跡, 片粕遺跡, 三里遺

を巡らせ外側に縄文を施し, 下端の沈線を省略

跡, 庄司ケ市遺跡, 岩谷遺跡等が知られている。

した口唇部文様帯に極めて近似したものも存在

中でも下益野遺跡は後期初頭の下益野式の標式

するようである。第31図13の頸部についてもや

遺跡（岡本 1968）となっているものの, その内

はり橋状把手を貼付していたようであり, 平城

容は中津式に近く西南四国の独自性といったも

Ⅰ式と 相似的な成立 過程を示していると言え

のは余り認められないようである。中津式から

る。

宿毛式への変遷は今のところ具体的に把握でき

胴部文様帯については福田KⅡ式からの系譜

ない のが現状である。かつて今村（1977）が宿毛

が辿れ, 第31図13は縦位の曲線的な3本沈線に

式に言及したように宿毛式の全てが中津式から

よる入組文を形成し, 松ノ木式と同様に各文様

福田KⅡ式の移行的段階に含まれるものではな

単位は連繋することが少なくなるようである。

く, 宿毛式Ⅰ群6類が該期に含まれる以外はⅠ

また鳥取県島, 布施遺跡等の福田KⅡ式の流れ

期に含まれる土器群は存在しないようである。

の強い地域については, 栗谷遺跡の第31図13の

6類は中津式と同様に口縁部無文帯を形成し,

ように胴部文様の上端が開放されるものが多

宿毛式独自の口唇部がくびれるものとはなら

く, これは福田KⅡ式の各文様帯が分帯し, 宿

ず,幅の広い狭義の磨消縄文帯を採用している。

毛式の 口唇部下端の沈線が 省略されたと同様

しかし6類の宿毛式に占める割合は少なく,Ⅰ

に, 第18図149･150の口縁部文様帯の下の縄文

期については稀薄と言わざるを得ない。

帯が省略された結果, 縁帯文成立期の土器群の

Ⅱ期で福田貝塚及びその周辺域では3本沈線

胴部文様帯の上端が開放されたままになったも

の磨消縄文帯の出現を見る。しかし, それ以外

のと考えられる。

の地域では2本沈線の磨消縄文帯は独自の展開
を取る。山陰地方, 近畿地方でも 2本沈線の宿

まとめ

毛式的なものと福田KⅡ式的なものが同時に展

(1) 各時期の様相

開する。宿毛貝塚に於けるⅡ期の展開は, 3本

8.

西日本に於ける後期前半は磨消縄文系の中津

沈線の磨消縄文帯を採用しないものの, その文

式を契機として,その磨消縄文文化の波及と在

様構成は曲線的な入組文による福田KⅡ式系統

地化にあるといえる。西日本の縄文後期前半を

の影響が認められ, 片や宿毛式独自の横位の区

福田KⅡ式を指針にして福田KⅡ式の古段階を

画文, 刻み手法を採用する一群のものが対峙す

Ⅰ期, 中段階をⅡ期, 新段階をⅢ期とした場合,

るような形で存在する。宿毛式Ⅰ群の大部分が

中津式からの磨消縄文が福田KⅡ式に継承され

該期に含まれる。Ⅰ期と同様に磨消縄文は狭義

たⅠ期の段階では, 中国地方日本海側, 広島県

の磨消縄文で, 磨消縄文帯の幅が狭くなるのが

洗谷遺跡等に見られるように, 成立当初, 2本

特徴である。口唇部文様帯となり, 口唇部がく

沈線の磨消縄文帯を主体とする。宿毛貝塚では

びれ, 口頸部に区画文が発達し, 中には菱形区

前段階の中津式の展開は今のところ摑めておら

画文の文様構成のものも認められる。胴部文様

ず, また周辺地域でも纏まって出土する傾向は

は J字文, 「0」字文, 入組文を多用し, 福田K
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Ⅱ式と同様に各文様を連結するのが特徴であ

第7 表

時期別消長（※注 : 多最、少量、…微量）

る。周辺域でも同様のものが認められ, 九州側

Ⅰ期

では小池原貝塚等に僅かにその展開が認められ

小池原貝塚

る程度で, 磨消縄文系は依然主体となりえず,

宿毛貝塚

阿高系が独自に展開する。

平城貝塚

Ⅲ期に至って九州地方では福田KⅡ式の侵入
が認められ, 阿高系凹線文の中に磨消縄文系土

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

Ⅴ期

松ノ木遺跡
福田貝塚

器群が客体的に展開する。宿毛貝塚でもこの段
階に至って福田 KⅡ式を直接取り込み, 次なる

平城Ⅰ式も含まれ,平城Ⅰ式の口唇部は内面も

縁帯文成立期の前夜を迎えることになる。宿毛

くびれたような器形を呈し, 先に見てきたよう

貝塚 ･福田貝塚の両遺跡共に縁帯文成立期直前

にそれは宿毛式の一系統から追えるものであ

で終止符を打つものの, 縁帯文成立期の萌芽を

る。また福田KⅡ式に相当する岡山県阿津走出

孕んでいる。福田KⅡ式, 宿毛式は独自性を持

遺跡の第26図276も既に口唇部内面がくびれる

つものの, しかし, 間接的な相互影響下にあり,

など平城Ⅰ式と同様の口唇部形態を有するもの

比較的相同的である。しかし, 縁帯文成立期は

である。近畿地方の外周帯である福井県右近次

各地域の在地化が進展し, 多様性を持つ。その

郎遺跡等では縁帯文の特徴である口縁部文様帯

多様性は福田K Ⅱ式, 宿毛式の中に内在する癖

を選択することなく,第29図356のように頸部無

といったものを取り込み, また選択し, 尚且新

文帯が発達するものの, 口縁部文様帯とはなら

たな要素の添加に縁帯文成立期の特徴を読み取

ず口唇部文様帯であり, 主文様部分のみに弧線

れる。このⅢ 期の段階に松ノ木式の古相（第35図

文, 対弧文のモチーフを施す類例が多く, また

227）, 三里式（同188）と小池原下層式（同162･

第29図354のようにやはり口唇部文様帯で頸部

165）の一部が含まれよう。 宿毛式の中には松ノ

無文帯が発達しないものが多く出土している。

木式, 平城Ⅰ式の要素が既に存在するばかりで

松ノ木遺跡で も同様の第24図224が認められる。

はなく, また三里式も存在し, 縁帯文成立期の

口唇部上端を平城Ⅰ式と同様に上方向に立ち上

土器群は福田KⅡ式, 宿毛式の両系統の土器群

がらせ, 刻みを施す手法は堀之内1式の影響が

からその変遷過程が追えるものである。

強く胴部文様帯については3 本沈線であるもの

Ⅳ期は瀬戸内を中心として縁帯文成立期の土
器群が展開する。松ノ木式の大部分が該期に含

の, 瀬戸内地方に分布する福田K Ⅱ式とは時期
的にも隔たりがあるものと考えられる。

まれる。広島県洗谷遺跡等の中国地方西部,南

Ⅴ期には平城 Ⅰ式の新 相段階（第35図185）が

四国中央部に展開する松ノ木式は宿毛式･福田

含まれる。平城Ⅰ式については口唇部文様帯は

KⅡ式から変遷が追える。

容易に解消されることなく, 平城Ⅰ式の新相段

平城Ⅰ式は 古相段階のもの（第35図184･187）

階に至っても, 口唇部文様帯のまま推移する。

が該期に含まれる。口縁部文様帯については,

しかし, 古相段階に較べ口唇部文様帯と言えど

西日本の磨消縄文系の土器群の全てが縁帯文化

も列点状刺突を付加するなど加飾が進展する傾

するわけではなく, 口唇部文様帯のまま推移す

向にある。中国地方の日本海側から近畿地方の

るものが外周域で多く認められる。その範疇に

外周域では, 福田K Ⅱ式を母体として布施式が
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平城Ⅰ式

松ノ木式
宿毛式
松ノ木式(古)

〈Ⅰ期〉

〈Ⅱ期〉

〈Ⅲ期〉

〈Ⅳ期〉

〈Ⅴ期〉

布勢式

今安楽寺
福田KⅡ式
右近次郎
亀川

第34図
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第8表
西南四国

東

磨消縄文系土器群の編年対比表
四国中央部

九 州

Ⅰ 期 宿毛式Ⅰ群6類

瀬 戸 内

日 本

海

(小松川遺跡)

福田KⅡ式(古)

(五明田遺跡)

宿毛式(中)

福田KⅡ式(中)

福田KⅡ式(中)

Ⅲ 期 宿毛式Ⅰ群8・9類 小池原下層式

松ノ木式(古)

福田KⅡ式(新)

福田KⅡ式(新)

平城Ⅰ式(古)

小池原上層式

松ノ木式(中)

(洗谷遺跡)

(布施式)

Ⅴ 期 平城Ⅰ式(新)

小池原上層式

松ノ木式(新)

Ⅱ 期

Ⅳ 期

宿毛式(中)

小池原下層式

布施式

成立し, 縁帯文の展開する瀬戸内地方でも, 縁

縁帯文成立期から縁帯文土器群にかけて狭義の

帯文成立期の段階を経て縁帯文の特徴である口

磨消縄文から充塡縄文へと漸移し, それは北白

縁部に文様集約化が顕著となり, 口縁部の拡

川上層式Ⅰ期に見られるところであり, 次の段

張･頸部無文帯の発達･胴部文様帯の分帯等が

階では充塡縄文から縄文地に沈線で文様を描く

進展する。松ノ木式は第35図231が含まれる程度

手法に変化する。それは平城Ⅱ式に顕著であり,

で, 新相段階に至りその状況は今のところ不明

平城Ⅱ式たる所以である。また丸底のボール状

瞭であり, 後続型式にどのような形で継承され

の器形の鉢も全縄文へと変化する。西南四国に

るかは不明である。

於いては縄文地に直接沈線で文様を描く手法は

九州では西南四国の磨消縄文系である平城Ⅰ

後期中葉の片粕式, 後半の伊吹町式にまで引き

式とほぼ同じ内容を示す小池原上層式と在地の

継がれ, 縄文原体も宿毛式から平城Ⅰ式までは

鐘崎Ⅰ式の双極の展開が見られる。鐘崎Ⅰ式は

R Lを主体としていたものが, 平城Ⅱ式の段階

山口県, 西南四国に僅少ではあるが侵入例が認

で L Rが出現し, 片粕式, 伊吹町式では L Rに

められる。鐘崎式については縁帯文から埓外の

大部分が統一されるようである。片や九州では

ものであり, 口縁部文様帯とはならず, 平城Ⅰ

福田 K Ⅱ式の新段階に磨消縄文系の土器群が波

式と同様に口唇部文様帯のまま頸部を屈曲させ

及するものの, 磨消縄文系土器群は九州では主

胴部文様は萎縮化にあり,縁帯文土器群とは全

体となりえず, 偏在的に小池原上層式として展

く別方向の展開を示しているようである。縁帯

開し, 中葉の北久根山式では磨消縄文と縄文原

文土器群との成立過程が違っており, 縁帯文土

体 R L が残存するなどの在地化が認められる。

器群と同様の文様系統論で理解することには無

宿毛式 ･ 福田K Ⅱ式の磨消縄文の形成過程も

理が伴う。その意味で鐘崎式までも縁帯文土器

関東の称名寺式系統とは違い, 宿毛式, 福田K

群の範疇で把握することには躊躇せざるを得な

Ⅱ式の段階で既に帯縄文的な狭義の磨消縄文帯

い。

が出現していることは注意を要する。しかし,

(2) 磨消縄文系土器群の消長

果たして関東との堀之内1式にその並行関係を

中津式からV期までが西日本に於ける磨消縄

求め得るかは疑問である。確かに堀之内1式に

文系土器群の展開である。磨消縄文系の在地化

も 3本沈線のものが認められるものの, 福田K

は宿毛式 ･ 福田KⅡ式では明らかに狭義の磨消

Ⅱ式の 3本沈線磨消縄文帯は感覚的に言えば,

縄文であり, 縁帯文成立期の一群も同様である。

引き締まった ような磨消縄文である のに対し
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て, 堀之内 1式は間延びしたようなもので施文

式初頭と並行関係にあった可能性がある。さら

方法も違っているようである。また細部の属性

に次段階の縁帯文土器群である津雲A式は堀之

についても, ここでは逐一列挙しないが, 福田

内1式の中段階から新段階にかけて並行関係を

K Ⅱ式と堀之内1式には共通する点は認められ

求めることができることからして, 後期前半の

ず, 縁帯文成立期 ･ 平城Ⅰ式の段階になって初

関東との並行関係を示せば第9表のようになろ

めて堀之内1式と同様の属性が出現するようで

う。堀之内1式段階ではやはり西日本の縁帯文

ある。宿毛式等の2本沈線の磨消縄文が関東も

土器群とは違い, 口唇部文様帯であるなど右近

含め通有なものであり, 逆に 3本沈線の磨消縄

次郎遺跡,平城Ⅰ式と同様の口唇部形態であり,

文が特殊といえそうである。福田KⅡ式の分布

今後関東と西日本の後期前半の比較検討を待た

域は瀬戸内地方に比較的限定され, Ⅲ期の新段

なければならないが, 縁帯文土器群は西日本の

階になって拡散状態にあるものの, Ⅰ, Ⅱ期の

後期前半では一般的なものと認識されているも

段階では2本沈線の磨消縄文が主分布圏を持つ

のの, 外周域及び関東を考慮し汎日本的な視点

ものである。Ⅲ期の新段階でも福田KⅡ式は拡

からすると縁帯文土器群は逆に「縁帯文」と言

散するといえどもやはり依然として宿毛式系統

われる名の通り, 特殊化 ･在地的なものと言え

が主体を占める地域も多く, Ⅳ ･ Ⅴ期段階の縁

そうである。

帯文成立期は布施式を除いて2本沈線の宿毛式
からの系譜に求めることができる。しかし, 編
年的には宿毛式と福田KⅡ式は並行関係にある

9 . おわりに
本論の研究史で述べたように, 宿毛式はかつ

ことは本論で述べた通りであり, 2本沈線と 3

て中津式から福田KⅡ式にかけての過渡的な土

本沈線の磨消縄文帯は相互影響の中で展開す

器群との認識が持たれてきた。しかし, 文様系

る。つまり, 宿毛式を関東の編年で示せば, こ

統, 分布状況からすると宿毛式は福田KⅡ式と

こでは称名寺式の成立過程の議論を抜きにして

並行関係にある西日本では一般的な土器群と言

も,称名寺Ⅱ式と並行関係を求めることができ,

えそうである。研究史的にみて福田KⅡ式が比

福田KⅡ式も同様であろう。

較的注目されているにもかかわらず, 今まで宿

西日本では縁帯文成立期を経て縁帯文土器群

毛式は資料が不足しているせいもあり, 充分な

に変遷し, 基本的には磨消縄文は解消される。

研究対象とはなりえなかったようである。それ

文様系統からして縁帯文成立期･ 平城Ⅰ式は明

は前後型式が充実していなかったことにも一因

らかに宿毛式 ･福田KⅡ式の次のステージの一

があった。しかし, 南四国において「縁帯文成

群であり, 編年的に関東と比較した場合, 縁帯

立期」の松ノ木式が新たに追加されることによ

文成立期 ･平城Ⅰ式 ･小池原上層式は堀之内1

り,「縁帯文成立期」への変遷を述べる上でも,
福田K Ⅱ式の一系統だけではなく, 宿毛式から

第9 表 関東との編年対比表
西 日本

関

の視点も見逃すことができなくなっている。ま
東

た平城Ⅰ式の成立過程についても, 宿毛式の文

宿毛式・福田KⅡ式

称名寺Ⅱ式

様系統を抜きにしては語れない。特に菱形区画

縁帯文成立期・平城Ⅰ式

堀之内 1式初頭

文, J字文の系統的な発生は宿毛式に求められ

縁帯文土器群

堀之内1式中〜新段階

るものであり, 西南四国に於いては瀬戸内を中
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Ⅰ 期

59

60

232

324

315

138

Ⅱ

31

1

137

139

143

38

279

期
375

155

17

140
284

Ⅲ 期

79

386

370

84

162

Ⅳ 期

230

187

295

149

227

165

184

Ⅴ 期

185

188

150

358

296

319

359

172

356
167

171

320

第35図 磨消縄文系土器群の小区分
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心とする縁帯文成立期に対峙するような形で展
開する平城Ⅰ式の成立過程は, 東九州と西南四
国での磨消縄文系土器群の特質であり, 宿毛式
抜きでは, その様相は見えてこないものと考え
られる。論を尽くしたとは言い難いが, さらに
縁帯文成立期 ･平城Ⅰ式を経て, 縁帯文土器群
の展開に特に彦崎K 1式と津雲A式との関係が
今後の課題となろう。
重な助言 ･協力を得た。記して感謝したい。ま
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を中心として」
『神奈川考古 12号』
神奈川考古
同人会
田中良之

1982「磨消縄文土器伝播のプロセス」

『古文化論集

教育委員会
木村剛朗 1979 「高知県三里 遺跡発見当時に採
3』

拓良 1979 「西日本の土器」
『世界陶磁全集
1』小学館
1979 「九州縄文文化の研究」前川威洋

第一分冊』
奈良県立橿原

考古学研究所
中島庄一

下手遺跡』

集の縄文遺物」
『土佐考古学叢書

1980『淡輪遺跡発掘調査概要･Ⅲ』大

町教育委員会

高知県中村市教育委員会

館研究集報

渡辺昌宏

岡本健児･宅間一之 ･山本哲也

№ 231』
（財）古代学協会

熊本大学法文 学部考古学研 究室編

1980「叶浦（B）遺跡」
『大三島･

伯方島本 四連絡道路 埋蔵文化 財調 査報告書

大成

物』葉山村教育委員会

『土佐考古学叢書

井原忠昭ほか

Ⅱ』大田区

阪府教育委員会

今村啓爾 1977a 「称名寺式土器の研究（上）
」

前川威洋

勉 1980 『白浜貝塚』福江市教

（Ⅱ）
』
（財）愛媛県埋蔵文化財調査センター

西田道世 1978『黒橋』熊本県文化財保護協会

泉

護･安楽

区史（資料編）考古

隆 1976『洗谷貝塚』福山市教育委員会

文化

正林

昭和54年度』

育委員会

犬飼徹夫 1976「愛媛県平城貝塚の再評価」
『考

橋田庫欣

拓良 1980 「北白川上層式の細分」
『京都大

学構内遺跡調査研究年報

博物館

小都

泉

森貞次郎博士古稀記念』

木村剛朗 1982 『平城貝塚』
愛媛県御荘町教育委
員会
前田義人

1982『稗田川遺跡』
（財）北九州市教

育文化事業団
坂本嘉弘

1983『大分県史

先史篇Ⅰ』大分県
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木村剛朗 1983 「土佐における 後期縄文文化に
ついて」
『高知の研究

巻

1』清文堂

市立市川考古博物館 1983 『シンポジウム堀之
1983 『島 遺跡発掘調査報告書

第

考古資料』岡山県

岩崎二郎 1986 『仏並遺跡』
（財）大阪府埋蔵文
犬飼徹夫 1986 『愛媛県史資料編』愛媛県
泉

1 集』北条町教育委員会
中越利夫 1983 『帝釈峡遺跡群発掘調査 室年報

拓良・玉田芳英 1986 「文様系統論」
『季刊

考古学

松本豊胤・六車恵一ほか 1983『新編香川叢書考

木村剛朗 1987 『四万十川流域の縄文文化研究』
久保穣二朗 1987 『森藤第 1・森藤第 2 遺跡発掘

古篇』香川県
中越利夫 1984 『帝釈峡遺跡発群掘調査室年報

調査報告書』東伯町教育委員会
中尾憲市・前田敬彦 1987 『溝ノロ遺跡 Ⅱ』海

Ⅶ』広島大学
田中良之・松永幸男 1984「広域土器分布圏の諸
相−縄文時代後期西日本における類似様式の並
立−」
『古文化談叢第 14 集』九州古文化研究会
木村剛朗 1984 「高知県片粕遺跡（国道 321 号線
拡張工事）出土の縄文土器」
『遺跡 第25号』遺

南市教育委員会
岡

美詠子 1987 「九州にお ける後期縄文土器

について」
『肥後考古

新東晃一 1985『中原遺跡』志布志町教育委員会

山本悦世・石坂俊郎・松岡かおり 1987 『岡山大
学構内遺跡調査研究年報

浩 1985 「岡山県津雲貝塚」
『探訪 縄文

定」『愛媛考古学

8 』愛媛考古学協会

柴尾俊介・佐藤浩司 1985 『下吉田遺跡』
（財）

丹羽佑一 1987『香川県史

同朋社

13 考古』香川県

1988『鳴鹿手島遺跡』
福井県教育庁埋

蔵文化財センター
岩崎二郎 1988「仏並遺跡 71 − OD の縄文土器」
『研究紀要

1』大阪府埋蔵文化財協会

坂本嘉弘 1988『大分市史』上巻

北九州市教育文化事業団
工藤俊樹 1985『右近次郎 Ⅱ』大野市教育委員

大分市

下澤公明 1988a 「舟津原」
『本州四国連絡橋陸
上ルート建設に伴う発掘調査 Ⅱ』岡山県教育

会
田中良之 1985 「磨消縄文土器の伝播」
『北九州
総論

V』海南

市文化財調査研究会・海南市教育委員会
山本哲也・廣田佳久・下村公彦 1986『宿毛貝塚
発掘調査報告書』高知県教育委員会
高橋 護 1986 「彦崎貝塚」『 岡山県史 第18巻
考古資料』岡山県
鎌木義昌 1986a 「福田古城貝塚」
『岡山県史
第18 巻 考古資料』岡山県
鎌木義昌 1986b 「津雲貝塚」『岡山県史 第 18
考古資料』岡山県

委員会
下澤公明 1988b 「阿津走出」
『本州四国連絡橋

先史・原史』北九州市

植田法彦・前田敬彦 1985 『亀川遺跡
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岡崎敬先生退官記念集

工藤俊樹

西日本編』有斐閣

犬飼徹夫 1985 「西四国にお ける小松川式の設

巻

5』岡山大学

〜中葉土器について」
『東アジ アの考古と歴史
中』

市史

第6 号』肥後考古学会

足立克己 1987 「山陰地方における縄文後期前

跡発行会

の遺跡

第17 号』雄山閣

田野町教育委員会 1987 『丸野第二遺跡』

Ⅵ』広島大学

潮見

第 18

化財協会

内式土器の記録』
久保穣二朗

鎌木義昌 1986c 「中津貝塚」
『岡山県史

陸上ルート建設に伴う発掘調査

Ⅱ』岡山県教

育委員会
大山真充・真鍋昌宏 1988「大浦浜遺跡」
『瀬戸
大橋建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告

V』

香川県教育委員会
前田義人 1988 『貫川遺跡

1』
（財）北九州市

教育文化事業団
阿部芳郎 1988「堀之内 1 式の土器の構成と変
遷」
『信濃

第40巻第4 号』信濃史学会

松永幸男 1989 「土器様式変化の一類型」『横山

宿毛式，その特質

浩一先生退官記念論集 Ⅰ

生産と流通の考古

千葉

学』
井石好裕 1988 『粟生遺跡』
（財）和歌山県文化
卓 1989 『岡山大学構内 遺跡調査研究年

報
告書

代の北白川』京都大学文学部博物館
化」
『滋賀考古

第25 集』九州古文化研究会

斉 1989 『栗谷遺跡発掘調査報

前田光雄 1991 『尻貝遺跡』
高知県大月町教育委

Ⅰ』福部村教育委員会

員会

玉田芳英 1989 「中津・福田ＫⅡ式土器様式」
『縄
文土器大観
泉

出原恵三 1991 『松ノ木遺跡Ⅰ』高知県本山町教

4』小学館

育委員会

拓良 1989 「縁帯文土器様式」
『縄文土器大
観

田中迪亮ほか 1991 『五明田遺跡』頓原教育委員

4』

千葉

豊 1989 「縁帯文系土器群の成立と展開」
拓良・松井 章 1989 「福田貝塚資料」
『山

内清男考古資料
田中

2』奈良国立文化財研究所

茂 1989 「尾立遺跡」
『宮崎県史

資料編

縄文セミナー の会 1990 『第 4 回 縄文後期の
1990 「特集

称名 寺式土器に関

する交流研究会の 記録」
「調査研究集録

第7

冊』（財）横浜市ふるさと歴史財団
水ノ江和同 1990 『土佐井地区遺跡』大平村教育

歴史財団
千葉

豊 1990 a 「京都大学 病院構内遺跡の調

学埋蔵文化財研究センター
会
告書

第27 集』九州古文

出原恵三 1992 『松ノ木遺跡Ⅱ』
高知県本山町教
育委員会
山本悦世 1992 『津島岡大遺跡

3』岡山大学埋

前田義人・小方泰宏 1992『貫川遺跡

斉 1990 『栗谷遺跡発掘調査報

Ⅲ』福部村教育委員会

愛媛大学
西脇対名夫 1990 『伊木力遺跡』
多良見町教育委
員会
植田文雄 1990 『今安楽寺遺跡』
能登川町教育委
員会
後藤一重 1990 『上野遺跡』
豊後高田市教育委員

5』
（財）

北九州市教育文化事業団
岩崎

弘 1992 『貫川遺跡

6』
（財）北九州市

教育文化事業団
菅

宮本一夫 1990 『文京遺跡 第 8・9・11次調査』

会

第14 集』古代吉備研究会

化研究会

豊 1990 b 『小森岡遺跡』竹野町教育委員

谷岡陽一・中原

豊 1992 「西日本縄文後期土器の二三の

水ノ江和同 1992 「小池原上層式・下層式土器に

査」『京都大学埋蔵文化財調査報告 Ⅳ』
京都大
千葉

第9 冊』
（財）横浜市ふるさと

蔵文化財調査研究センター

委員会
千葉

『調査研究集録

関する諸問題」
『古文化談叢

諸問題』
寛ほか

寛 1992 「称名寺式土器 の分類と変遷」

問題」
『古代吉備

考古 1』宮崎県

石井

会
石井

『史林 72巻 6 号』
泉

第 5 号』滋賀考古学研究会

澤下孝信 1991 「土器様式伝播考」
『古文化談叢

6』 岡山大学

谷岡陽一・中原

豊 1991 「縄文時代後期の土器」
『先史時

植田文雄 1991 「拡張，あるいは展開する縄文文

財センター
若林

渡部昭夫 1990 『永井遺跡』香川県教育委員会

哲彦 1992 『小松町誌』小松町

木村剛朗 1992 「高知県の縄文遺跡とその文化」
『第四紀研究

第31巻第 5 号』

前田光雄 1993a 『松ノ木遺跡Ⅲ』高知県本山町
教育委員会
犬飼徹夫 1993 「愛媛県平城貝塚 出土Ⅱ式土器
の再検討」
『古代吉備 第15集』古代吉備研究会
出原恵三 1993 「南四国中央部における縄文後
期土器」
『遺跡

第34 号』遺跡刊行会

前田光雄 1993b 「平城式についての覚え書き」
『牟邪志

第 6 号』武蔵考古学研究会
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P L .1

宿毛式Ⅰ群Ⅰ類 (No.2)

宿毛式Ⅰ群 5類 (No.54)

No.42

宿毛式Ⅰ群 4 類

宿毛式Ⅰ群 6 類 (No.60)

No.44

※縮尺は不統一

P L .2

宿毛式の菱形区画文 (No.38)

同左の波頭状文様の入組文

平城Ⅰ式 (古段階) の文様構成 (平城貝塚)

平城Ⅰ式 (新段階) の加飾 (平城貝塚)

松ノ木式の文様構成 (No.230)

松ノ木式の充填縄文 (No.231)

松ノ木式の逆 L字文の反転現象

松ノ木式の逆 L字文のポジ

P L .3

宿毛式の口唇部文様帯 (No.39)

同左の口唇部断面

平城Ⅰ式の口唇部文様帯 (No.103)

同左の口唇部断面

平城Ⅱ式の口縁部文様帯 (平城貝塚)

同左の口縁部断面

平城Ⅱ式の文様構成 (平城貝塚)

同左の「内文」の発達

P L .4

宿毛式Ⅰ群Ⅰ類の口唇部文様帯 (No.8)

同左の口唇部断面

宿毛式Ⅰ群 8 類の口縁部文様帯 (No.79)

同左の口縁部断面

宿毛式Ⅰ群 9 類の口縁部文様帯 (No.86)

同左の口縁部断面

宿毛式Ⅰ群 9 類の小円形刺突 (No.84)

宿毛式Ⅰ類2 類の巻貝回転刺突と擬縄文 (No.2)

