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Ⅴ　発見された遺物の特性について

１　土製品について１　土製品について

　晩期前半期の顔面装飾付土器群における下ヶ戸例の位置　晩期前半期の顔面装飾付土器群における下ヶ戸例の位置

中村耕作（國學院大學栃木短期大学）

（１）地域土器群における顔面装飾位置づけの必要性（１）地域土器群における顔面装飾位置づけの必要性

　縄文土器の中に顔や身体（全身や手足など）を表現する例は前期以来しばしば出現することが知られており、

下ヶ戸貝塚からも小破片だが顔面装飾を持った土器が出土している。

　その全体像については渡辺誠・吉本洋子（吉本・渡辺 1994・1995・2005、渡辺 1998 ほか）によって集

成が行われており、渡辺（2000）は時期・地域を越えた共通性から縄文人の思考に迫る議論を展開している。

但し、縄文時代の中でも一定数が出現する時期・地域は、勝坂式・円筒上層式・大木 7b 式前後・大木 10 ～

十腰内Ⅰ式・瘤付土器など限られており（動物装飾は除く）、それぞれ顔の表出手法や土器の器種・部位など

で特有の表現型をとることから、出現背景や役割、あるいは土器の意味などにも差異があることが想定される。

個々の時期・地域の類型を認識し、土器および土器以外の要素の変化との関係などローカルな脈絡の上に位

置づけることは、個々の歴史的な変化の中での顔身体装飾の顕在化の意味や、道具立ての意味、時期の特性

を理解する上で欠かせない（中村 2013・2015・2021）。

　晩期の関東もそうした特徴的な時期の１つである。出土状況からの使用方法の復元は困難だが、技法・時

空分布などから社会的側面に迫る先行研究がある。鈴木正博（1989）は土偶と合わせて「系列」を設定して

編年的位置を明らかにし、その後の大宮台地の晩期中葉例を中心とした研究（鈴木 2012a・b）では土偶・土

版を含めた系列間の関係性から社会状況を検討する方向性を示している。林克彦（2000）は関東・中部の深

鉢例を集成し、関東に例が多いこと、安行 3a 式期と 3c 式期で性格が異なることを指摘した。今井哲哉（2012・

2013）は新潟県正面ヶ原Ａ例や國學院大學所蔵例の資料紹介を通じて造形的特色を論じた。田部井功（2013）

は未報告だった駒形例を下平例とともに資料紹介し、秩父地域における晩期中葉期の「人面文土器」の性格

を検討したほか、土偶との関係についても論じている（田部井 2015 など）。但し、広範囲で、時期差を意識し

た検討は少なく、また下ヶ戸例を含めて近年新たに報告された資料も多い。本稿では、関東の諸例を中心に、

鈴木（1989）が注目した眼の表出手法を含む型式学的手法に学び、新資料を含めて分類を行い、改めて時間的・

空間的分布やその系統性を整理する。これにより、顔身体装飾付土器からみた当該社会の特徴や下ヶ戸貝塚

のもつ意義を考えたい。

（２）類例の分類と時期（２）類例の分類と時期

楕円形隆起眼群とその類例楕円形隆起眼群とその類例

　　関東の晩期例で古くから知られていたのが山内清男（1931）が安行 3a 式に位置づけた福田例であり、２段

構成の注口土器の上段に顔面が付される。縄文を伴う隆帯で眉・鼻を一体的に形成し、眼は楕円形の隆帯（貼

付文）に横位の沈線を施したもので鈴木（1989）の「楕円形隆起眼手法」に相当する。類例として、同じく複

段構成の注口土器上段に顔面を持ち、楕円形隆起眼手法を持つ赤城①例、上野台例、あがた駅南①例がある。

赤城①例は額に隆帯で上向きの弧線（上弦弧文：鈴木 2012a）が施されている。また、東北原①例や下沼部
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例は破片であるが、福田例の形態・装飾に類似している。いずれも、顔の輪郭は表現されておらず、上段全体

を頭に見立てたと考えられる。但し、東北原①例の眼は楕円形隆起眼手法ではなく、沈線で楕円形を描いて

いる。なお、下沼部例は香炉形土器とされてきたが、福田例のような注口土器ではないかと考え、文献を精査

したところ、２人目の所有者である江見水蔭（1909）が、底部が存在しないことから香炉形土器ではなく土器

の上部の可能性を明言していた。

　これら複段構成の注口土器は、安行１式の瓢形土器に由来する在地の注口土器（安行型注口土器：鈴

木 2007）とは異なる東北の注口土器と考えられるが、上段が内屈するものは東北地方では見られず（鈴木

2007、小林 2010）、赤城遺跡・あがた駅南遺跡・中橋場遺跡・石之塔遺跡など関東地方でには類例がみら

れることから関東独自の変容形態として位置づけるほうがよいのかもしれない。

　あがた駅南②例は後述の無輪郭円形隆起眼群の可能性もあるが、２段構成注口土器である点や、側面部の

孔が安行型注口土器に特徴的な側面の孔であると考え、本群の関連資料と位置づけておく。破片資料では、

萩野谷悟（2020）が資料紹介した南篭内例が、口縁部頂部装飾を持つ点、眼が隆帯ではない点（口は楕円形

隆起手法）で上記諸例よりも新しいものとみられ、萩野谷は大洞 BC 式前後と推定している。岩井例は写真

のみの判断だが、外屈する口縁部に付された点で上記諸例と異なるものの顔面の輪郭は無く、楕円形隆起眼

手法をもつ点で、安行 3a 式の類例の可能性がある。

木菟顔面群木菟顔面群

　木菟土偶と同様の顔面表現をとるもので、鈴木によって「ミミズク系列」とされた一群に相当する。後谷例

は波状口縁深鉢の波頂部に顔面を付すもので、頭頂部装飾と一体化した顔面は輪郭上に刻みを施し、眼・口

は刻みを伴わない「円形隆起手法」（鈴木 1989）である。三叉文を伴う入組文と、Ⅲ f 対応６層という層位的

検討（村田 2021）から安行 3a 式に位置づけられる。諏訪木例は安行型注口土器の注口部上に三角形の輪郭

の顔面が付される。眼・口も円形隆起手法で、共に散漫な刺突が施される。器体の入組文や同じ竪穴から出

土した資料から安行 3b 式とされる。長竹①例は、顔面と頭頂部装飾が離れており、顔面全体は器面よりやや

盛り上がっているが、眉以外の輪郭は盛り上がっておらず、顔の下半の輪郭は太い単沈線で施される。口部分

は沈線で下向きの弧状文を描くのみである。本例は遺存状態がよく、前面に加えて背面にもほぼ同じ表現の顔

面が付されている。

　破片資料については、鈴木が茨城県南部例を滝馬室出土土偶に類似することから安行 3a 式、後藤例を口

の省略（沈線のみ）や耳の入組弧線文から 3b 式に位置づけている。但し、林（2000）が指摘するように茨

城県南部例の土器本体には安行２式に特徴的な縄文を伴う細い隆帯が施されている。これより古いのが、顔

面に細かい刺突列を伴う本上例・戸ノ内例・長竹②例で、吉岡卓真（2015）の土偶編年を参照すると安行２

式段階に位置づけられる。あがた駅南③例は輪郭・眼・口に刻みを持たない点、口を円形に表現している点で、

後谷例と後藤例の間に位置づけられよう。能満上小 11 住例は遺構内での出土状況から安行 3a 式期以降、雅

楽谷①・②例は時期不明である。

　國學院大學博物館所蔵の双口注口土器例は、今井哲哉（2013）によって顔面輪郭の太い短沈線表現が中

空木菟土偶に類似することから安行 3a 式に位置づけられ、筆者もそれに従った（中村 2021）。しかし、赤城

遺跡の中空木菟土偶の時期は 3a ～ 3c 式期の諸説があり、位置づけは再検討を要する。上記の諸例の変化

をふまえると、目がリング状に隆起していない点、輪郭が太い短沈線のみで構成されている点、口表現は不明

瞭である点などから 3b 式以降、後述の馬場小室山 51 号土壙例や千網谷戸例の輪郭表出技法よりは古いもの

とみられることから 3c 式後半以前と考えておきたい。
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変容木菟顔面群変容木菟顔面群

　輪郭を持ち、眉と鼻が一体化した隆帯で表現される諸例は、木菟顔面の変容と捉えられることから変容木

菟顔面群と総称する。これらは、輪郭（隆帯／沈線）と眼・口（楕円形隆起／沈線）で細分可能である。

【沈線輪郭・楕円形隆起眼】　千網谷戸例は、口縁部直下に眉・眼・上弦弧文を刻みを伴う隆帯で表現する。

顔の輪郭は眉から離れて、内部に短沈線を伴う二重の沈線区画で描かれる。また、眉から左右に向けて沈線

区画内に二列の列点を伴う帯状の文様が施されている。こうした複列の列点は鈴木（2012a）の指摘通り安行

3c 式後半の特徴的文様描出手法である。また、鈴木は同遺跡から同様の顔面表現と背面に安行 3c 式の列

点文をもった顔面付土版が出土していることも指摘している。

【沈線輪郭・沈線眼】　馬場小室山 51 号土壙例は、眉は列点を伴う隆帯、眉より下は沈線で顔の輪郭を描く。

眼・口は沈線（鈴木は、円形のものを原型と捉えた「凹点眼」の語を使用しているが、関東の諸例は横位の短

い沈線で表現するので本稿では「沈線眼」とする）で表出され、額部分には沈線で上弦弧文が施されている。

輪郭と眼・口の外側は沈線で縁取られており、報告書では髭・睫毛・口髭と解釈されている。しかし、この縁

取りは鈴木（1989）や林（2000）が述べるように木菟顔面の形骸表現であり、鈴木は眼・口が「凹点」（沈線）

手法となった点に画期を指摘している。表出技法は異なるものの全体の構成は千網谷戸例に類似しており、安

行 3c 式に位置づけられる。

【隆帯輪郭・楕円形隆起眼群】　駒形例は波状口縁の波底部下の胴部に横楕円形の顔面が付されている。輪

郭は一部を除き剥がれた痕跡があることから隆帯で囲まれていたものと推定される。眉は鼻と一体化した隆帯

で表現されており、輪郭・眉の隆帯上には列点が施されている。眼・口は楕円形隆起手法で、眼・口を囲むよ

うに沈線と列点で瓢箪形の区画が描かれている。土器本体の波状口縁部は縦位の列点を囲む二重の縦楕円沈

線が置かれ、それを左右から二重の沈線が菱形に囲んでいる。また波底部直下には列点を囲う上弦弧文が描

かれる。胴部は顔面直上に列点を囲う三角形の沈線区画、横から斜め横にかけて３本の列点を伴う沈線区画

文が伸びている。本例を資料紹介した田部井（2013）は下平例との間に「１型式差」を認め、「口縁部文様

帯や菱形区画から安行 3d 式」としているが、胴部に文様と持つ点や、入組三叉文を伴わない点から安行 3c

式の範囲内と考えられる。石川原①例は頭頂部に装飾をもち、隆帯で眉・鼻および顎の輪郭が作られている。眼・

口は楕円形隆起手法である。出土した 107 号竪穴建物からは佐野Ⅰｂ式が主体的に出土している。顔面の周

囲が不明瞭だが天神原例も本群の可能性がある。

【隆帯輪郭・沈線眼群】　鈴木（2012a）の分類で上弦弧文無・輪郭有とされたものにほぼ相当する。下平例

は口縁部文様帯に佐野Ⅰｂ式の鍵の手文を伴う鉢の胴部に三角形の輪郭の顔面を付す（頬に刺突を充填した

沈線区画をもつ）。田部井（2013）は在地の胎土としている。中栗須滝川Ⅱ例は波状口縁直下の菱形区画内に

列点を多用する胴部文様帯内にハート形の輪郭を持つ。この胴部文様については安行 3c 式併行の「天神原式」

と考えられる（林 2000）。なお、鈴木は本例を「前浦１式」期としているが、同式に併行する鈴木加津子（1992）

の「安行 3d 式Ⅰ期」は新屋雅明（2015）の安行 3c 式新段階に相当するので、時期的に大きな齟齬はない。他に、

破片資料で同様の輪郭・眼・口表現をもつものとして、矢瀬①例・矢瀬②例・石川原②例があり、隆帯による

ものではないが輪郭が明瞭な鹿窪例・南広間地例、四角形の輪郭を持つ太岳院①例も本群に近い。

　また、久台①例は、眼が楕円形隆起眼手法で、輪郭も隆帯や沈線ではなく粘土貼り付け手法によるものな

ので本群には入らないが、三角形の輪郭と、全面に刺突を有する点で、本群の類例としておきたい。

無輪郭の諸例（現状では木菟顔面群・変容木菟顔面群との関係は不明）

【無輪郭・沈線眼群】　輪郭を持った沈線眼群に対して、輪郭が無く、眼・口を沈線で表す一群がある。久台
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②例は大形の深鉢に、隆帯で両端が吊り上がった眉と鼻、沈線で眼・口を表現しており、沈線の上下は粘土

がはみ出して高まりを形成している。口の左・右・下には外向きの弧線が描かれている。土器本体は有段口縁

の部分に、上下２列の刻みを施し、その間に刻みを入れた貼付文を「口」字状に配している。また口縁部下に

は円形の貼付文を列状に並べ、その下には胴部前面に襞状の圧痕を施している。こうした貼付文は天神原式

の特徴であり、特に「口」状の貼付文は、「目」や「日」など安行 3c 式併行期の特徴に類似している。東北

原②例とは両端が吊り上がった眉と沈線による眼・口表現、長竹③例とは隆帯の眉と沈線による眼という点で

類似する。これら３例は眉（隆帯）の付け根に眼を描き込んでいる特徴や、頬や口周りにも文様を持つ点も共

通しており、鈴木正博（2012b）は新要素として安行 3d 式期に位置づけている。中橋場例は有段口縁直下に、

隆帯で眉を描き、眼は沈線によって施され、上部に粘土がはみ出している。輪郭の有無は不明だが、頬に縦

位沈線を持つ地獄田①例や石川原③例も本群に含まれる可能性がある。また、明瞭な眼・鼻・口を表現しな

いので本稿では集成対象外としたが、本群の特徴的な隆帯眉と同じ文様は、鈴木が「吊り眉様式」と名付け、

土版との共通性を指摘している。近年の出土資料でも、あがた駅南遺跡や石川原遺跡などで顔面の省略形と

推定されて報告されている。

【無輪郭・円形隆起眼群】　赤城②例は無文の深鉢胴部に上弦弧文・両眉・鼻・眼・口を隆帯で表現している。

眼は円形である。ケズリによる擦痕を残す特徴から安行 3c 式前後の粗製土器とされている（報告書、鈴木

2012a）。地獄田②例も、上弦弧文・両眉・鼻・眼・口を隆帯で表現しており、両眉が鼻と一体化していない点

で酷似している。石川原④例は無輪郭・沈線眼群の久台②例や東北原②例同様吊り上がった眉を持つ。赤城

③例は上記の「山」字形に吊り上がった眉の造形が眼・口の間の位置に置かれている（眼は一本の隆帯、口は

楕円形隆起手法）。

中部地方の顔面装飾付土器中部地方の顔面装飾付土器

　太岳院②例は神奈川県だが、中部を中心とする清水天王山式の深鉢の口縁部内面に楕円形隆起眼と沈線

で口を表現した顔面が付される。巴弧線文から大洞Ｂ式併行の清水天王山中層１式（設楽 2008）に位置づけ

られるが、清水天王山式の顔面装飾は今のところ本遺跡に限られる。

　長野県石神例は小形の注口土器で、眉・鼻、顎の輪郭は分けて隆帯、眼は楕円形隆起、口は沈線で表出さ

れている。胴部の弧線を挟んで対向する三叉文はエリ穴遺跡の検討（百瀬 2019）で佐野Ⅰａ式とされたもので

ある。

　長野県円光房例は、小形の丸底深鉢で、口縁部直下に顔が付されている。輪郭は無く、眉は隆帯、眼は楕

円形隆起手法で表出され、両眉の付け根から土器下部まで長い隆帯が垂下し、末端がＪ字状に曲がっている。

器形や胴部文様は、エリ穴遺跡の検討で佐野Ⅰｂ式とされたものに類似している。

　新潟県正面ヶ原Ａ例は、内傾した口縁部で、やや顔面が上にはみ出して造形されている。頭頂部装飾と一体

化した隆帯で眉・鼻、楕円形隆起手法で眼・口が表出される。首の部分にＶ字の衿状に刻みを持った隆帯があり、

さらに下部に沈線文が施される。本例を資料紹介した今井哲哉（2012）は、衿状の隆帯を遮光器土偶に由来

するものとし、同地域の遮光器土偶受容時期から大洞 BC ～ C1 式期と位置づけた。

　新潟県村尻例は、深鉢口縁部直下の羊歯状文が施される文様帯の一部に顔面が付されている。輪郭は横

楕円形で、眉または睫毛と思われる沈線の下に、沈線眼手法で眼・その下に眼に沿った弧線・口、隆帯で鼻

が表出される。上記の分類では隆帯輪郭・沈線眼類に該当する。

東北地方の顔面装飾付土器東北地方の顔面装飾付土器

　　東北の状況は調査出土資料で器形が判明するもののみを瞥見しておきたい。東北では瘤付土器第Ⅰ段階以
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来、顔面装飾付土器があり（中村 2021）、香炉形土器の一部に眼・口を刳貫き（透かし）で表現するものがあ

るが、多くは楕円形隆起眼である。瘤付土器第Ⅳ段階には１個体の土器に複数の顔面を持つものや、動物装

飾と一体化するものもみられる。但し、注口部と反対側に顔面を持つ環状注口土器である白坂例は沈線眼で、

器体の三叉状の沈線区画から瘤付土器第Ⅳ段階から大洞 B1 式の過渡期に位置づけられる。

　泉屋例は口縁部から大きく上にはみ出して顔面が付されており、眼・口は楕円形隆起手法である。小林圭一

（2005）によって段構成をもたない注口土器をベースにするものであること、大洞 B1 新式であることが指摘さ

れている。近年報告された川原平 (1) 遺跡では後期後葉～晩期初頭の 10 例以上の顔身体装飾が出土してい

るが、晩期のものとして２例が全体像を把握できる。川原平 (1) ①例は、３段構成の注口土器の上段から上へ

半分ほどはみ出すように顔面が貼り付けられ、眼は楕円形の隆帯で表現され、口は方形に貫通している。形

態と文様は小林によって大洞 B1 新式期の基準とされた道地例に類似しているようにも見えるが報告書では B2

式期に位置づけられている。川原平 (1) ②例は３段構成の注口土器の上段に沈線で区画された顔面装飾が付

され、眼は楕円形の隆帯の中を横「の」字状に沈線を描いている。同遺跡の顔面装飾を報告した岡本洋（2017・

2018）は新しい要素を認めつつ大洞 B1 式に位置づけている。泉屋例・川原平 (1) ①例は口縁部よりも上に

顔面装飾がはみ出して付されている点で、同時期の関東の諸例とは異なっている。ほかに岡本（2018）は川原

平 (1) 遺跡で抽象表現を含めて上記以外の破片８例を晩期（大洞Ｂ式期７例・C1 式期１例）の顔面装飾と位

置づけている。

　東北では大洞 B 式期に注口土器の例が見られた後、浅鉢へと変化するようである。また、そのほとんどが

東北北部に集中している。こうした中、福島県の三貫地例は、外屈する口縁部の両面に顔面が付されたもので、

外面は縄文を施した隆帯で眉を形成し、頬の部分に沈線で上下を区画した縄文帯を施し、口は下向きの二重

の弧線で表現している。眼はこれらの中間部分に沈線で楕円形を描く（東北原①例と類似の手法）。内面の眼

は楕円形に削り出すように描いている。報告書（設楽博己）は台付鉢と推定している。また、器体に三叉文を

持つ山形県の宮の前例は、楕円形隆起眼だが、刻みを施した隆帯で眉・鼻および新たに顎の輪郭を形作って

いる。

　向様田Ａ例は遮光器表現が完成した段階であり、報告書では大洞 BC 式とされている。器種は浅鉢である。

さらに、大洞 C2 式には浅鉢外底面に顔面を付す五月女萢例がある。

（３）晩期前半期の顔面装飾付土器における下ヶ戸例の位置（３）晩期前半期の顔面装飾付土器における下ヶ戸例の位置

晩期前半の顔面装飾付土器晩期前半の顔面装飾付土器

　これまでの検討をまとめ、下ヶ戸例の位置づけを図りたい。全体の分布だが、東北地方（特に北部）・信越地方・

関東地方西南部は数例のみであり、関東地方東部～北西部に集中している。時期別にみると、林（2000）の

指摘通り、関東では安行 3a 式と 3c 式という２時期に分かれて事例が集中している。

　安行 3a 式期は北東北では注口土器の例が散見され、関東では、それらと関係する可能性がある東北由来

の器形をベースとした注口土器に施された楕円形隆起眼群と、安行２式以来継続する木菟顔面群が並存してい

る。前者は東関東～大宮台地に分布する一方、後者は大宮台地に限定されることから異なった性格を有する可

能性がある。

　安行 3b 式期の事例は関東では後期以来の木菟顔面群の終焉である諏訪木例・國學院大學所蔵例など少な

い。信越では石神例・村尻例そしておそらく正面ヶ原Ａ例など増加傾向を認めることができるともに、村尻例

には新たに沈線眼手法が出現する。これらは系列・技法・器種の移行期であることを示しており、信越での増
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加もこうした変化に伴う可能性がある。

　安行 3c 式期は、沈線眼など新たな手法が増加するなど従来の状況とは大きく様変わりする。全体像が不明

なものが多いが、安行 3a 式期にみられた精製土器中心ではなく、鈴木（2012a）の指摘通り粗製土器を中心

とする様相に変化する。多摩・秩父・群馬の山地寄りでは隆帯輪郭・沈線眼群、大宮台地・渡良瀬川周辺を

中心とする東側ではその他の諸群が多く出土しており、種類の多寡を含めて地域差の可能性は高い。但し、利

根川上流域の石川原遺跡で無輪郭・円形隆起眼手法群が出土しているように地域を越えた存在も無視しえな

い。眼を沈線で表現するのは極めて単純な手法だが、後期中葉以来関東～東北の土偶・土器の顔表現では隆

起眼手法が主体であり、沈線眼手法は見られない。鈴木（1989）は 3c 式期の関東の沈線眼手法を、奈良県

橿原遺跡の土偶の眼・口の凹点表現の影響によるものと想定している。また、安行 3a ～ 3b 式期の諸例は土

器上段部分や口縁部・波状口縁部を頭、土器全体を身体に見立てていると考えられるものが多いのに対し、

安行 3c 式期にはそうした例も残りつつ、馬場小室山例や赤城②例のように土器に対して顔面の比率が大きな

ものも出現している。

下ヶ戸例の位置下ヶ戸例の位置

　では、下ヶ戸例は上記の諸例のどこに位置づけられるだろうか。本例は「06B 住居跡」から出土したとされ

るものの、報告書では同遺構が竪穴住居跡でない可能性が高いとしている。顔面部分と周囲が僅かに遺存し

た破片であるが、幸い特徴的な文様部分が残されていることから、「姥山Ⅱ式」の大波状口縁のうち扁平な菱

形区画内の入組弧線文をもつもの（本遺跡 05 住：『下ヶ戸貝塚Ⅱ』図 74-425）、または平縁の鉢（本遺跡 06A 住：

同図 121-261など）の口縁部やや下の部分と推定し得る。顔面は周囲を沈線で囲うことで浮き出しており、眉・

鼻はさらに隆起させている。眼・口は角棒状工具で横方向から描かれている。本稿の分類では、沈線輪郭・

沈線眼手法に該当するが、変容木菟顔面と言えるかは検討を要する。

　「姥山Ⅱ式」は安行 3b 式併行とされているが、入組弧線文を施す一群は後出のものと位置づけられている（福

田 2006、田邊 2021）。他方、本稿の検討では沈線眼手法は安行 3b 式期に関東の分布中核外で出現し、3c

式期に関東でも事例が増えるとの見通しが得られる。沈線輪郭・沈線眼群は 3c 式期の大宮台地に分布してい

るが、大宮台地と下ヶ戸貝塚の関係性の強さについては、田邊えり（2021）の検討も参考となる。東関東～大

宮台地の安行 3b 式と「姥山式」の関係を検討する中で、各遺跡・遺構内の両型式の比率を示している。田邊

の分布図では下ヶ戸貝塚は両型式共存の境界線上にあり、田邊は異系統共存遺跡の中でも遺構内共存例は少

ない中で３遺構での共存があることを指摘している。姥山Ⅱ式自体が当該期の関東の地域間関係の変化によっ

て出現したものであるが、本例は、沈線眼手法の出現や信越での増加など、より広範囲の変化・交流の動向

を姥山Ⅱ式の中で体現したものと位置づけられる。この沈線輪郭・沈線眼手法は、同時期の村尻例や石神例

などの新手法とともに当初は大宮台地外で顕在化し、3c 式期に至って変容木菟顔面に採用されていくようであ

る。

新屋雅明　2015　『縄文後・晩期土器編年の研究』六一書房

今井哲哉　2012　「正面ヶ原 A 遺跡出土の顔面付土器－製作所作から読み取る人間像－」『新潟考古」第 23

　号

今井 哲哉　2013　「國學院大學学術資料館所蔵「顔面付双口注口土器」の検討－注口土器と顔面表現の関

　係性を中心として－」『國學院大學学術資料館考古学資料館紀要』第 29 輯

江見水蔭　1909　『地中の秘密』博文館



125

萩野谷悟　2020　「茨城県那珂市南篭内遺跡の人面付土器」『茨城県考古学協会誌』32

岡本　洋　2017　「川原平 (1) 遺跡出土の人面付土器」『青森県考古学』第 25 号

岡本　洋　2018　「川原平 (1)・(4) 遺跡の人面および動物意匠付土器」『青森県立郷土館研究紀要』42

小林圭一　2005　「縄文時代晩期初頭注口土器の一様相」『北奥の考古学』葛西勵先生還暦記念論文集刊

　行会

小林圭一　2010　『亀ヶ岡式土器成立期の研究』早稲田大学総合研究機構先史考古学研究所

鈴木加津子　1992　「安行式文化の終焉（３）」『古代』第 94 号

鈴木克彦　2007　『注口土器の集成研究』雄山閣

鈴木正博　1989　「安行式土偶研究の基礎」『古代』第 72 号

鈴木正博　2012a 「大宮台地を中心とした「人面文土器」－馬場小室山遺蹟の「人面文土器」から洞察する地

　域社会の波動－」『先史文化研究の新視点Ⅲ　土偶と縄文社会』雄山閣

鈴木正博　2012b 「平面を考える－「吊り眉様式」の展望は大きい顔から！－」『利根川』34

田邊えり　2021　「安行 3b 式期における東西関東の地域間関係－姥山式土器の検討を中心に－」『東京大学

　考古学研究室研究紀要』34

田部井功　2013　「秩父出土の人面文土器について」『利根川』35

田部井功　2013　「山形土からミミヅク土偶－意匠の継承と新趣向－」『利根川』35

中村耕作　2013　『縄文土器の儀礼利用と象徴操作』アム・プロモーション

中村耕作　2015　「瘤付土器成立期の顔面装飾と頭頂部表現－國學院大學所蔵の顔面装飾突起をめぐって－」

　『國學院大學学術資料センター研究報告』第 31 輯

中村耕作　2021　「注口土器・香炉形土器の異形化・顔身体化と社会背景」『季刊考古学』第 155 号

林　克彦　2000　「顔と器－縄文時代晩期の「顔付き土器」について－」『青山史学』第 18 号

福田礼子　2006　「姥山Ⅱ、Ⅲ式の源流－小地域の変遷から－」『国指定史跡上高津貝塚Ｃ地点』土浦市教

　育委員会

村田章人　2021　「晩期前葉安行式における入組文・三叉文系モティーフの展開－埼玉県桶川市後谷遺跡の

　多層位出土事例の分析から－」『縄文時代』第 32 号

百瀬長秀　2019　「縄文時代の遺物　土器」『エリ穴遺跡　第４分冊』松本市教育委員会

山内清男　1931　『日本先史土器図譜　第Ⅹ輯』（1967 再刊）

八幡一郎　1957　「縄文土器の人物意匠」『考古学雑誌』第 41 巻第 4 号

吉本洋子・渡辺誠　1994　「人面 ･ 土偶装飾付土器の基礎的研究」『日本考古学』第１号

吉本洋子・渡辺誠　1999・2005　「人面・土偶装飾付深鉢形土器の基礎的研究（追補・追補２）」『日本考古

　学』第８号、第 19 号　

吉岡卓真 2015　「縄文時代後晩期ミミズク土偶の変遷－多量保有遺跡の成り立ちを考える－」『考古学集刊』

　第 11 号

渡辺　誠　1998a 「人面装飾付注口土器と関連する土器群について」『七社宮』浪江町埋蔵文化財調査報告

　第 12 冊

渡辺　誠　1998b 「人面・足形装飾付の香炉形土器」『名古屋大学文学部研究論集』131

渡辺　誠　2000　「人面・土偶装飾付土器の体系」『季刊考古学』第 73 号

渡辺　誠　2002　「足形装飾付土器について」『連郷遺跡　第３分冊』



126

渡辺　誠　2004　「人面・土偶装飾付有孔鍔付土器の研究」『山梨県立考古博物館・山梨県埋蔵文化財セン

　ター研究紀要』20

渡辺　誠　2005　「人面装飾付釣手土器の再検討」『山梨県立考古博物館・山梨県埋蔵文化財センター研究

紀要』21

渡辺　誠　2008a 「人面装飾付浅鉢形土器類について」『橿原考古学研究所論集』第 15

渡辺　誠　2008b 「人面・土偶装飾付壷形土器類について」『史峰』第 36 号、1-10 頁

事例出典

青森県五所川原市五月女萢：五所川原市教委 2017『五月女萢遺跡』／西目屋村川原平 (1) ①例：青森県埋

文 2016『川原平 (1) 遺跡Ⅶ』、②例：同 2016『同Ⅱ』／岩手県平泉町泉屋：岩手県埋文 2001『泉屋遺跡第

16･19・21 次発掘調査報告書』／秋田県北秋田市白坂：秋田埋文 1994『白坂遺跡発掘調査報告書』／北秋

田市向様田Ａ：秋田県埋文 2004『向様田Ａ遺跡　遺物篇』／山形県村山市宮の前遺跡：山形県埋文 1995『宮

の前遺跡第 2 次発掘調査報告書』／福島県新地村三貫地：福島県立博物館 1988『三貫地貝塚』／茨城県北

茨城市上野台：茨城県 1979『茨城県史料考古資料編　先土器・縄文』・北茨城市 1984『北茨城市史　上』

／那珂市南篭内：萩野谷 2020 ／稲敷市福田：山内 1931 ／結城市鹿窪：大宮市立博物館 1997『縄文人の顔』

／坂東市岩井：東京国立博物館 2013「縄文土器に飾られた人物と動物（展示リーフレット）」（https://www.

tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1617）／茨城県南部：茨城県立歴史館 2020『Jomon period』

／栃木県栃木市後藤遺跡：ミュージアム氏家 1999『企画展よみがえる縄文人』／足利市あがた駅南：とちぎ

埋文 2020『あがた駅南遺跡』／群馬県みなかみ町矢瀬：みなかみ町教委 2005『矢瀬遺跡』／桐生市千網谷戸：

桐生市教委 1985『千網谷戸遺跡発掘調査概報 1985』／藤岡市中栗須滝川Ⅱ：藤岡市教委 2002『中栗須滝

川Ⅱ遺跡』／安中市天神原：安中市教育委員会 1994『中野谷地区遺跡群』／長野原町石川原：群馬県埋文

2021『石川原遺跡 (3)』／千葉県印西市戸ノ内貝塚：早稲田大学文学学術院考古学コース 2014『縄文時代後・

晩期社会の研究』／我孫子市下ヶ戸貝塚：我孫子市教委 2015『下ヶ戸貝塚Ⅱ』／埼玉県熊谷市諏訪木：埼玉

県埋文 2007『諏訪木遺跡Ⅱ』／加須市長竹：埼玉県埋文 2020『長竹遺跡Ⅳ』／久喜市地獄田：久喜市教委

2013『地獄田遺跡』／久喜市小林八束１：埼玉県埋文 2018『小林八束１遺跡Ⅱ』／蓮田市久台①例：埼玉県

埋文 2007『久台遺跡Ⅲ』、②例：蓮田市文化財展示館 2011『企画展　最新収蔵品出土品展』／蓮田市雅楽

谷：埼玉県埋文 1990『雅楽谷遺跡』／桶川市後谷遺跡：桶川市教委 2007『後谷遺跡第３分冊』／鴻巣市赤城：

埼玉県埋文 1988『赤城遺跡』／さいたま市東北原①例：さいたま市立博物館 2012『縄文土器百選 in さいた

ま』　②例：大宮市教育委員会 1999『市内遺跡発掘調査報告・東北原遺跡（第 4 次調査）』／さいたま市馬

場小室山遺跡：浦和市遺跡調査会 1983『馬場 ( 小室山 ) 遺跡 ( 第 5 次 )』／小鹿野町下平：合角ダム水没地

域総合調査会 1995『秩父合角ダム水没地域埋蔵文化財発掘調査報告書』／皆野町駒形：田部井 2013 ／飯

能市中橋場：飯能市教委 1986『中橋場遺跡発掘調査報告書』／東京都大田区下沼部：大野延太郎 1904「顔

面附着香炉形土器に就て」『東京人類学会雑誌』20-225・江坂輝彌 1960『土偶』／日野市南広間地：日野

市遺跡調査会 1996『田中タダによる共同住宅建築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』／神奈川県秦野市太

岳院：玉川文化財研究所 2011『神奈川県秦野市太岳院遺跡 2006-02 地点発掘調査報告書』／長野県小諸

市石神：中沢道彦 2019「中部地方の集落と遺跡群」『縄文文化の繁栄と衰退」雄山閣／千曲市円光房：戸倉

町教委 1990『円光房遺跡』／新潟県新発田市村尻遺跡：齋田美穂子 1998「新発田市村尻遺跡出土の縄文後・

晩期土偶」『北越考古学』９／津南町正面ヶ原Ａ：今井 2012 ／國學院大學所蔵例：今井 2013



127

 
安
行
２
式
】

 
安
行
３
ａ
式
】

 
大
洞
Ｃ
２
式
】

 円形隆起眼群 刳貫眼

 北関 

遮光器眼群

 
瘤
付
第
Ⅲ
～
Ⅳ
段
階
】

 
大
洞
Ｂ
式
】

 
安
行
３
ｂ
式
】

 
大
洞
Ｂ
Ｃ
式
】

 
安
行
３
ｃ
式
（
～
３
ｄ
式
）
】

 
円
形
隆
起
眼
手
法

沈
線
眼
手
法

遮光器眼群

★

 =1:8

赤城①

あがた駅南①

堀ノ内

長倉Ⅰ

泉屋

川原平 (1)② 川原平 (1)①

向様田Ａ

五月女萢

沈線輪郭・沈線眼群

★
馬場小室山

中栗須滝川Ⅱ

無輪郭・沈線眼群無輪郭・沈線眼群

久台②

円光房

石神 村尻

正面ヶ原Ａ

円
形
隆
起
眼
手
法

太岳院②

福田

石神 村尻

 
大
洞
Ｃ
１
式
】

木菟顔面群

長竹①

諏訪木

國學院所蔵

本上本上

戸ノ内

後谷

三貫地

※駒形例・下平例は破片をもとにした想定復元図。駒形例は紙数の都合上遺存の良い右側のみ掲載。

★

無輪郭・円形隆起眼群

★赤城②

石川原④

下ヶ戸

宮の前

★：上弦弧文あり

隆帯輪郭・ 円形隆起眼群

駒形 ★

沈線輪郭・ 円形隆起眼

千網 ★★

下平

隆帯輪郭・沈線眼群

無輪郭・
 円形隆起眼

宮の前宮の前

下平
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 野台 東北原①（縮尺不同）

下沼部 あがた駅南②

南篭内

 菟顔面群

楕円形隆起眼群と類例

長竹①（背面） 長竹② 茨城県南部 後藤（縮尺不同）

無輪郭・沈線眼群

隆帯輪郭・沈線眼群

矢瀬① 矢瀬②天神原 鹿窪 南広間地

久台①

太岳院② S=1:4) 正面ヶ原Ａ S=1:4)

太岳院①

無輪郭・円形隆起眼群

円光房  S=1:2)

東北原②

長竹③ 地獄田①

地獄田② 赤城③

中部地方

福田（背面）

雅楽谷①・②

隆帯輪郭・楕円形隆起眼群

石川原②

石川原③

久台②（S=1:16）

東北地方

三貫地 宮の前

あがた駅南③

岩井（縮尺不同）

S=1:5

白坂

石川原①

眉鼻表現の可能性のある隆帯

石川原

あがた駅南

能満 小




