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考古学（弥生文化の考古学）	 第 2回	 弥生文化の研究略史，年代，環境	 高瀬克範 
 
I 研究略史 

１．弥生時代研究の始まり 

(1)「弥生土器」の認識 

・1884年（明治 17），有坂鉊蔵ら，東京市本郷区向ヶ岡弥生町で壺形土器発見（坪井 1889，
原 2007などによる出土位置の検証） 
・蒔田（1896）による発掘	 「弥生式土器」の呼称，層位，出土位置・出土状態，成形・
文様の観察，向ヶ岡貝塚との類似性・貝塚土器とは異なる，須恵器との相違の認識（蒔

田 1902など）⇔「埴瓮土器」「中間土器」などの名称 
	 「…是等ノ土器ハ貝塚土器トハ一種異ナルモノニシテ初メ弥生ケ岡ヨリ発見セラレタル故ニ人類学

教室諸氏ガ弥生式ト名付ケラレタルモノデ其形チノ製作ハ貝塚土器ニ比ブレバ大イニ巧ナレドモ装

飾ニ至リテハ極メテ簡単ナルモノニシテ重ニ鉄朱ヲモッテ全躰ニ塗リ或ハ粗雑ノ模様ヲ画キ又浮沈

紋ト区別スル程ノ多クノ模様ヲ未ダ見受ザレドモ重ニ円形或ハ條様ノモノヲ肩，縁ナドヘ付着セシ

ムシルコト埴輪物ノ装飾ト同様デアリマス…」 

「石器時代ノ或ル一部ノ意匠ヲ応用セル所ヲ見マスレバ必ズ其次ニ棲息スル人種デ或ハ埴輪時代ノ

人種ト同一ナランカト思ハレマス」（蒔田 1896） 

 
 (2)弥生土器とその共伴遺物の認識 

	 ・石器？or鉄器？（蒔田 1898） 
	 ・「弥生式土器」と磨製石斧・石鑿・石鏃がともなう（川崎市南加瀬遺跡，Munro1908，
名古屋市熱田貝塚，鍵谷 1908） 

	 ・甕棺に銅矛・銅剣がともなう（八木 1900） 
	 ・三雲の銅鏡に関わる年代的位置づけ（富岡 1918） 

…「弥生式土器」の時代が紀元前後を含む 
	 ・中間時代＝「金石併用時代」（中山 1917-18） 
 

２．時代観・時代認識の形成過程 

 (1)昭和初期までの到達点 

	 ・「人種論」への組み込み…土器の使用者はだれか？（1884～1910s） 
	 	 「コロボックル説」，「アイヌ説」／「固有日本人」説 etc. 
	 ・起源論	 中国大陸・朝鮮半島との関係…鳥居（1917）・八木・浜田 etc. 
	 	 	 	 	 	 鳥居・八木ら	 遼東半島・旧満洲調査・朝鮮半島などの調査 

（日清戦争・日露戦争・韓国併合という植民地主義の流れの中で） 
	 ・鳥居…①石庖丁，②蛤刃・片刃の磨製石斧，③「湾曲片刃の石斧」 
	 ・片刃で「中央にククリ」のある石斧が朝鮮半島特有（八木 1914-15） 



 2 

・梅原・島田（1918）…①「凹入せる部分ある磨製石斧」，②「鑿形石器」，③石庖丁，④
磨製石剣 
→「大陸系」としての認識	 ＋	 人種論と統合化 

	 ・弥生土器の層位的発掘（国府遺跡，浜田 1918） 
	 	 …「縄文式土器」／「弥生式土器」→「民族差」ではなく「時間差」 

→「人種論」の影響は免れない（浜田 1930） 
弥生土器の製作者＝「韓半島を経て渡来した新しい民族」 

	 ・ミネルヴァ論争による縄文土器終末に関わる議論（喜田 1936a・b，山内 1936a・b） 
 
 (2)経済的基盤という視点 

	 	 山内清男（1925，1932）…炭化米，籾圧痕，「鍬」としての片刃石斧，「鎌」としての
石庖丁，遺跡の立地など 

	 	 	 	 →農業（稲作）に立脚した時代としての弥生時代の認識を示す 
	 	 森本六爾（1933）…山内と同様の認識を示す 
	 	 小林行雄ら…1937年，国道改修にともなう奈良県唐古遺跡の調査 
	 	 	 	 →農耕に関わる多数の証拠と近畿地方の土器編年の確立（末永ほか 1943） 
 
 (3)戦後の展開 

	 ・「日本農耕文化の生成」プロジェクト 
・1943年に発見されていた静岡県登呂遺跡の発掘調査（1947～1950） 
	 	 →居住域（集落），貯蔵域（高床倉庫群），生産域（水田・水路）の検出 

…ムラの具体的なすがた 
	 ・史的唯物論にそった弥生時代の社会の説明の深化（和島 1966，近藤 1959，1962，1966） 
	 ・牧歌的な農村というイメージから，争いの時代というイメージへ（高地性集落，文献と

の対比，小野 1953など） 
 
 (4)1970 年代以後 

	 ・佐原による各種概念の見直し 
	 	 弥生時代…「日本で食糧生産を基礎とする生活が開始された時代」（佐原 1975） 

「日本で食糧生産に基礎をおく生活が始まってから，前方後円墳が出現す

るまでの時代」（佐原・金関 1975） 
	 	 弥生土器…弥生時代の土器を「弥生土器」，その文化を「弥生文化」 
	 cf.弥生時代＝「弥生式土器が使用された時代」，その時代の特色のひとつとして「日本
における稲作農耕の開始期にあたる」（小林 1958） 

	 ・福岡県板付遺跡の夜臼式期水田の検出（1979） 
	 	 菜畑，曲り田における夜臼式をさかのぼるとされる水田の認識（1980） 
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	 ・「弥生早期」の設定（佐原 1983） 
	 	 板付Ⅰ式から弥生前期（弥生Ⅰ期）という前提の尊重 
	 	 突帯文土器をもちい水田稲作を始めた時期→「弥生早期」 
	 ・各地の「弥生文化」の解明…「斉一性」と「多様性」のはざまで 
「弥生文化は今日の金属器文化の萌芽であり，同時に農業国日本における農業開始時代である」（森本

1932） 

登呂遺跡の発掘調査：「日本農民の日常」と「われわれの祖先（弥生時代の人々…引用者註）」のそれと

の類似性や「現代の日本文化も少くとも二千年近くの伝統のあること」が明らかになった（駒井 1949） 

「ながく停滞的な採集経済の段階にあった縄文時代の日本民族が，大陸の農耕文化の促進的な影響をう

けて稲作を中心とする生産経済にうつり，米を主食とする日本人のその後の歴史をきりひらいた時

代」（和島 1966） 

「弥生文化が日本史上にしめる意義は，統一国家誕生の基を築いたことにあり，その源には前代に存在

しなかった稲作農耕文化が伴っていたことがあげられる」（中井 1975） 

「かつて縄文文化の高度な繁栄をほこった東日本も，稲作の波及のもとに，経済的劣勢と文化的従属の

位置に転じ，以後その後進性は，長期にわたって克服されないまま，西方に政治的関係が発展するこ

ろには，決定的となる」（近藤 1966） 

 

【文献】 

梅原末治・島田貞彦 1918「河内国南高安及び喜志石器時代遺跡調査」『京都帝国大学文科大学考古学研究報告』2。 

小野忠熈 1953『島田川』山口大学島田川遺跡学術調査団。 

鍵谷徳三郎 1908「尾張熱田高倉貝塚壱実査」『東京人類学会雑誌』266。 

喜田貞吉 1936a「日本石器時代の終末に就いて」『ミネルヴァ』1-3。 

喜田貞吉 1936b「「あばた」も「えくぼ」，「えくぼ」も「あばた」」『ミネルヴァ』1-5。 

小林行雄 1932「第二編	 吉田遺跡及び遠賀川土器とその伝播」『考古学』3-5。 

小林行雄 1958「弥生式時代」『図解考古学辞典』創元社。 

駒井和愛 1949「発掘の経過と遺跡の概要」日本考古学協会編『登呂』，毎日新聞社。 

近藤義郎 1959「共同体と単位集団」『考古学研究』6-1。 

近藤義郎 1962「弥生文化論」『岩波講座	 日本歴史 1	 原始および古代』岩波書店。 

近藤義郎 1966「弥生時代社会の発達と社会関係の変化」『日本の考古学』Ⅲ（弥生時代），河出書房。 

佐原	 真 1975「農業の開始と階級社会の形成」『岩波講座日本歴史 1	 原始および古代』岩波書店。 

佐原	 真 1983「弥生土器入門」『弥生土器』Ⅰ，ニュー・サイエンス社。 

佐原	 真・金関	 恕 1975「米と金属の世紀	 弥生文化の系譜」『古代史発掘 4	 稲作の始まり』講談社。 

末永雅雄・小林行雄・藤岡謙二郎 1943『大和唐古弥生式遺跡の研究』。 

勅使河原彰 1988『日本考古学史』東京大学出版会。 

勅使河原彰 1995『日本考古学の歩み』名著出版。 

坪井正五郎 1889「帝国大学の隣地に貝塚の跟跡有り」『東洋学芸雑誌』91。 
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鳥居龍蔵 1917「畿内の石器時代に就て」『人類学雑誌』32-9。 

富岡謙蔵 1918「九州北部に於ける銅剣銅鉾及び弥生式土器と伴出する古鏡の年代に就いて」『考古学雑誌』8-9。 

中井一夫 1975「前期弥生文化の伝播について」『橿原考古学研究所論集』． 

中山平次郎 1917-1918「九州北部に於ける先史原史両時代中間期間の遺物に就て」『考古学雑誌』7-10，7-11，8-1，8-3。 

中山平次郎 1932「福岡地方に分布せる二系統の弥生式土器」『考古学雑誌』22-6。 

浜田耕作 1918『河内国国府石器時代遺跡発掘報告』（京都帝国大学文科大学考古学研究報告）。 

浜田耕作 1930『東亜文明の黎明』刀江書院。 

原	 祐一 2007「弥生時代名称由来土器発見場所の推定―明治 17年本郷区向ヶ岡弥生町の土地利用状況―」『國學院大學

考古学資料館紀要』23。 

春成秀爾 1990『弥生時代の始まり』東京大学出版会。 

蒔田鎗次郎 1896「弥生式土器（貝塚土器ニ以テ薄手ノモノ）発見ニ付テ」『東京人類学会雑誌』11-122。 

蒔田鎗次郎 1898「共同備忘録」『東京人類学会雑誌』13-150． 

蒔田鎗次郎 1902「大野雲外氏の埴瓮説に就て」『東京人類学会雑誌』17-196． 

森本六爾（1933）日本に於ける農業問題，ドルメン，2-9，1-4． 

森本六爾 1933「東日本の縄文式時代における弥生式並びに祝部式系文化の要素の摘出の問題」『考古学』4-1。 

八木奘三郎 1900「九州古代遺跡調査報告」『東京人類学会雑誌』173・175。 

八木奘三郎 1914-15「朝鮮の磨石器時代」『人類学雑誌』29-12，30-2，30-5。 

山内清男 1925「石器時代にも稲あり」『人類学雑誌』40-5。 

山内清男 1930「所謂亀ヶ岡式土器の分布と縄紋式土器の終末」『考古学』1-3。 

山内清男 1932「日本遠古之文化（五）」『ドルメン』1-8。 

山内清男 1936a「日本考古学の秩序」『ミネルヴァ』1-4。 

山内清男 1936b「考古学の正道―喜田博士に呈す」『ミネルヴァ』1-6・7。 

山内清男 1939『日本遠古之文化』（補注付新版）． 

山内清男 1968「日本先史時代概説」『日本原始美術』1。 

山内清男 1972「縄紋式土器・総論」『先史考古学論文集』新第四集。 

和島誠一 1966「弥生時代社会の構造」和島誠一編『日本の考古学Ⅲ	 弥生時代』，河出書房。 

Munro, N. G. 1980 Prehistoric Japan. Yokohama.   

 
II 年代 

１．考古学における年代論 

(1)相対年代と絶対年代 

(2)型式と様式 

	 山内清男，小林行雄 
	 弥生時代広域編年の基準 
(3)絶対年代 

	 暦年代，理化学的数値年代 
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２．年代論の現在 

(1)弥生時代年代論のゆらぎ 

	 従来の定説，歴博「改訂年代」とそれへの反応	

(2)弥生時代の数値年代をどう見るか 

	 波及する問題と「改訂年代」論の意義 
 

【文献】 

大塚達郎 1996「土器―山内型式論の再検討より―」『考古学雑誌』82-2。 

国立歴史民俗博物館 2007『新弥生時代のはじまり	 第 2巻』雄山閣。 

小杉	 康 1995「土器型式と土器様式」『駿台史学』94。 

小林青樹・石川岳彦 2006「遼西の銅戈と弥生年代」『文部科学省科学研究費補助金学術創生研究	 弥生農耕の起源と東

アジア	 ニュースレター』5，国立歴史民俗博物館。 

小林行雄 1933「先史考古学における様式問題」『考古学』4-8。 

小林行雄 1938「解説」森本六爾･小林行雄編『弥生式土器聚成図録	 正編』。 

設楽博己 2006「弥生時代改訂年代と気候変動―SAKAGUCHI1982論文の再評価―」『駒沢史学』67。 

滋賀県立安土城考古博物館編 2007『縄文から弥生へ―農耕社会の形成と実年代―』滋賀県立安土城考古博物館。 

新楓毅（岡内三眞訳）1983「中国東北地方の曲刃青銅短剣を含む文化遺存を論ず」『古文化談叢』12。 

末永雅雄・小林行雄・藤岡謙二郎 1943『大和唐古弥生式遺跡の研究』。 

田中	 琢 1988「型式学の問題」大塚初重・戸沢充則・佐原眞編『日本考古学を学ぶ』（1），有斐閣。 

春成秀爾 1990『弥生時代の始まり』東京大学出版会。 

春成秀爾 2003「弥生時代の開始年代」『歴博』120。 

春成秀爾 2007「大陸文化と弥生時代の実年代」広瀬和雄編『弥生時代はどう変わるか―炭素 14年代と新しい古代像を

求めて―』学生社。 

福岡市教育委員会 2003『雀居 9』福岡市教育委員会。 

山内清男 1932「日本遠古の文化	 1	 縄紋土器文化の真相」『ドルメン』1-4（再録：山内清男 1967『先史考古学論文集』

1（補注付新版））。 

山内清男 1937「縄紋土器型式の細別と大別」『先史考古学』1-1（再録：山内清男 1967『先史考古学論文集』1）。 

横山浩一 1985「型式論」『岩波講座	 日本考古学』1（研究の方法），岩波書店 

 
III 環境 

１．「環境」の構成 

人類にとって環境とは…「有効域」と「非有効域」 
キーワード	 寒冷化，海水準低下，クロスナ形成，浅谷形成，地下水位低下，植生変化 
 

２．地形の変化 
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（1）平野の形成過程（松田 2008） 
―縄文海進（7000年前）で形成された入江や潟湖が埋まり，沖積平野となる時期 

（2）珪藻（遠藤・小杉 1989） 

	 	 3000～2000BP（未補正）の浅谷・小谷形成 
	 	 地下水位の低下，堆積物の黒泥化（土壌化） 
	 	 館林の珪藻分析例（FA（6c前）を境に好気的環境から嫌気的環境へ）→沼が広がる 
（3）気温の変動 
●年縞堆積物（厚さ 2mm強）（福沢 1995） 
【暗青灰色（粘土鉱物・秋冬），鉱物凝集層（夏），明灰色（珪藻・春）】 
	 	 ＊硫黄・カルシウムイオンは海水中で淡水中の 500倍 

汽水環境	 FeCO3＋Ca2+＝CaCO3calcite＋Fe2+ 

	 	 	 淡水環境	 4FeOOH＋CH2O＋3H2CO3＝4FeCO3siderite＋6H2O 
	 	 	 海水の浸入で方解石が，淡水化で菱鉄鉱が産出。→「自然の検潮儀」の役割 
●有孔虫分析（O16と O18の比，O18は O16の約 1/500，海水蒸発）など 
●花粉分析（阪口 1984） 
→「縄文海進」から「ネオグラシエーション」（3000～2000BP）へ 

※「弥生の小海退」（井関 1989） 
縄文後期～弥生前・中期における全国的な「クロスナ」の形成 
→砂丘の固定（植生の進出），汀線の後退（現在よりも 1～3m 程度以下か？）による海
浜砂供給の減少 

 
３．植生と動物相 

（1）植物相 

・気候・地形→植物相→動物相 
・地形・気候変化と植生変化のタイムラグや小刻みな変動については課題も多い 
・人間の干渉（辻 1989） 
＊第Ⅰ植生干渉（弥生時代後期～古墳時代）	 稲作の影響	 谷底におけるハンノキ急減，

イネなどの増加	 ハンノキ湿地林の伐採 
＊第Ⅱ植生干渉（AD1300年前後）	 畑作の集約化	 ソバなど栽培植物	 異常な量の炭
化物（野焼きの痕跡か） 
＊第Ⅲ植生干渉（AD1650～1700 年頃）	 大規模な森林伐採と植林などによる土地改
変 
	 平野部に残っていた照葉樹林も壊滅状態	 アカマツとスギの植林が活発に 

	 	 ＊＜二次林の問題＞焼畑農耕との関連（塚田 1981），須恵器生産の拡大（西田 1976） 
（2）動物相・害虫 

	 	 イネノクロカメムシ，コクゾウムシ，コガネムシ科（マルコガネなど） 
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【文献】 

井関弘太郎 1989「海水準の変動」永井昌文・那須孝悌・金関恕・佐原真編『弥生文化の研究 1	 弥生人とその環境』，雄

山閣。 

遠藤邦彦・小杉正人 1989「地形環境」永井昌文・那須孝悌・金関恕・佐原真編『弥生文化の研究 1	 弥生人とその環境』，
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【予習用テーマ】イネの学名と起源地（原産地）として想定されている地域はどこかをしらべよ。 
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図１	 弥生土器名称由来地の推定（原 2007） 
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表１	 略編年表（春成 1990） 

 

 

図 2	 小林行雄による近畿の土器様式変遷案（末永ほか 1943） 
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図 3	 国立歴史民俗博物館の弥生「改訂年代」（春成 2003） 
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図 4	 放射性年代測定値の較正例（福岡市教育委員会 2003） 

 

図 5	 人類と環境の関係 
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図 6	 福井県水月湖の菱鉄鉱（上）と方解石（下）の量的変動（福沢 1995，宮本 2007

加筆） 

 

図 7	 河内平野南部，旧大和川分流路地帯を中心とした縄文時代後期から古墳時代前期
までの潟湖，流路・氾濫原の特徴を示す模式図（松田 2008） 
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図 8	 花粉分析からみた植生変遷（辻 1987） 

 

図 9	 農業害虫 
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