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考古学（弥生文化の考古学）	 第 1回	 担当：高瀬	

	

１．授業の概要と目的 

［概要］	

1）九州〜東北地方における弥生文化の資源利用，集落，墓制の多様性を理解する。	

2）弥生文化に併行する時期の北海道の歴史を理解する。	

3）農耕の導入や中断・放棄の歴史的意義を理解する。	

	

［到達目標］	

1）弥生文化にみられる地域的・時間的差異を説明できる。	

2）続縄文文化の定義と物質文化複合を説明できる。	

3）弥生文化の実例を用いて，農耕が人類社会に及ぼす影響について説明できる。	

	

２．スケジュール（変更がありうるので，必ず直前の掲示で確認すること）	

4/9	 弥生文化の定義	

4/16	 弥生時代研究の学史と年代・自然環境	

4/23	 資源利用 1（東アジアにおける農耕の発生と展開）	

4/30	 	祝日	

5/7	 休講予定（海外出張）	

5/14	 	資源利用 2（水田・畠と農具）	

5/21	 	資源利用 3（植物からみた農耕 1	 炭化種子）	

5/28	 	資源利用 4（植物からみた農耕 2	 種子圧痕）	

6/4	 資源利用 5（農具の利用法からみた弥生時代の農耕 1）	

6/11	 	資源利用 6（農具の利用法からみた弥生時代の農耕 2）	

6/18	 	休講予定（道央出張）	

6/25	 資源利用 7（農具の利用法からみた朝鮮半島と日本列島の比較）	

7/2	 	ゲストスピーカー	 G.	Crawford（University	of	Toronto）	 東アジアにおける農耕の発生	

7/9	 休講予定（道東出張）	

7/16	 	集落（関東・九州・近畿・東北）	

7/23	 	墓制（九州・近畿・関東・東北）	

7/30	 弥生文化並行期の北海道	

	

３．準備学習（予習・復習）等の内容と分量 

	 配付した講義レジュメ，およびそのなかで紹介した参考文献に積極的に目を通して復習し，期末レポー

トに反映させること。予習にあたって必要となる必須文献がある場合はあらかじめ指示するので，事前に

読解したうえで受講すること。	

	 復習（当日の授業内容の要約，予習での疑問点は解決されたか）・予習（テーマ，文献にかかわる事前

学習と疑問点の書き出しなど）の成果（B5判１枚程度，裏と表で復習・予習をわける）を毎回授業時に提

出。	

	 ※配付資料は，北方文化論講座のホームページ（考古学）からダウンロード可能。	

	 	 http://hoppo.let.hokudai.ac.jp/?p=872/#heed	
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４．教科書 

特定のテキストは定めない。授業は，関連するプリントを毎回配布して進める。	

	

５．成績評価 

レポート（50％）と平常点（おもに予復習の成果による）（50％）によって評価する。	

	

６．参考書 

	 シラバスを参照。予習に必要な文献がある場合は，授業中に指示する。	

	

【弥生文化関係主要参考文献】	

１．総論・時代論	

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），1-30 頁	

近藤義郎 1966「弥生時代社会の発達と社会関係の変化」和島誠一編『日本の考古学』Ⅲ（弥生時代），442-459 頁	

佐原	 真 1975「農耕の開始と階級社会の形成」『岩波講座日本歴史 1 原始・古代』，114-182 頁，岩波書店	

森岡秀人・中園	 聡・設楽博己 2005『先史日本を復原する 4	 稲作伝来』岩波書店	

石川日出志 2010『農耕社会の成立』岩波書店	

武末純一・森岡秀人・設楽博己 2011『列島の考古学	 弥生時代』河出書房新社	

藤尾慎一郎 2011『＜新＞弥生時代—五〇〇年早かった水田稲作—』吉川弘文館	

藤尾慎一郎 2013「弥生文化の輪郭—灌漑式水田稲作は弥生文化の指標なのか—」『国立歴史民俗博物館研究報告』178，

85-120 頁	

設楽博己 2014『日本歴史	 私の最新講義	 縄文社会と弥生社会』敬文舎	

藤尾慎一郎 2015『弥生時代の歴史』講談社	

藤尾慎一郎編 2017『弥生時代って,どんな時代だったのか?	』(国立歴史民俗博物館研究叢書	1)		

藤尾慎一郎編 2010『再考!	縄文と弥生:	日本先史文化の再構築』吉川弘文館	

	

２．土器（編年以外）	

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』3-5，21-27 頁	

小林行雄	1934「一の伝播変移現象―遠賀川系土器の場合―」『考古学』5-1，9-16 頁	

小林行雄 1938「弥生式土器」『日本文化史大系』1 原始文化，248-253 頁，誠文堂新光社	

都出比呂志 1989『日本農耕社会の成立過程』岩波書店（とくに「第二章	 三	 土器の器種構成と消費単位」（141-154

頁），「第四章	 四	 弥生土器の地域色」（298-320 頁），「第四章	 五	 土器の地域色と通婚圏」（321-359 頁））	

家根祥多 1987「弥生土器のはじまり―遠賀川式土器の系譜とその成立―」『季刊考古学』19，18-23 頁	

中園	 聡 1994｢弥生時代開始期の壺形土器―土器作りのモーターハビットと認知構造―｣『日本考古学』1，87-101 頁	

高瀬克範 2000「東北地方初期弥生土器における遠賀川系要素の系譜」『考古学研究』46-4，34-54 頁	

鈴木	 信･西脇対名夫 2003｢北海道縄文晩期後葉の土器製作技法について―江別市対雁 2 遺跡土器集中 1 の事例から

―｣『立命館大学考古学論集』Ⅲ，123-142 頁	

長友朋子 2009「土器の規格度―弥生時代の土器生産体制の復元にむけて―」『日本考古学』27，79-96 頁。	

	

３．石器	

阿子島香 1989『石器の使用痕』ニューサイエンス社	

石毛直道	1968「日本稲作の系譜（上）（下）」『史林』51-5・51-6，130-150 頁，96-127 頁	

大久保徹也 2005「弥生時代の物資調達方式」『日本史の方法』2，128-144 頁	
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酒井龍一 1974「石庖丁の生産と消費をめぐる二つのモデル」『考古学研究』21-2，23-36 頁	

下條信行 1975「北九州における弥生時代の石器生産」『考古学研究』22-1，7-14 頁	

下條信行 1977「九州における大陸系磨製石器の生成と展開―石器の組合・型式の連続性と文化圏の設定―」『史淵』

114，179-215 頁	

Keeley,	L.H.	1977	The	Functions	of	Paleolithic	Flint	Tools,	Scientific	American,	237-5,	pp.108-126.	

Keeley,	L.H.	1980	Experimental	Determination	of	Stone	Tool	Uses:	a	Microwear	Analysis,	University	of	Chicago	

Press.	

下條信行 1980「東アジアにおける外湾刃石庖丁の展開―中国・朝鮮・日本―」『鏡山猛先生古稀記念	 古文化論攷』，

193-213 頁	

下條信行 1986「日本稲作受容期の大陸系磨製石器の展開」『九州文化史研究所紀要』31，103-140 頁	

高瀬克範・庄田慎矢 2004「大邱東川洞遺跡出土石庖丁の使用痕」『古代』115，157-174 頁	

原田	 幹 2003「石製農具の使用痕研究―収穫に関わる石器についての現状と課題―」『古代』113，115-138 頁	

大島隆之 2003「韓国	 無文土器時代磨製石器の時間性・地域性」『日本考古学』26，41-67 頁	

野島	 永 2005「分割された剣」『考古論集』，347-360 頁	

御堂島正 2005『石器使用痕の研究』同成社	

金炳燮・高瀬克範 2006「晋州	大坪里	玉房	2 地區	出土	石刀의	使用痕	分析」『南江文物』6，51-61 頁，慶尚考古

學研究會	

端野晋平 2008「計測的・非計測的属性と型式を通じた石庖丁の検討」『日本考古学』26，41-67 頁	

高瀬克範 2012「大邱燕岩山・慶州煌城洞遺蹟出土石器の使用痕分析」『考古學論叢－慶北大學校考古人類學科 30 周

年記念論文集－』，77-104 頁，考古學論叢刊行委員會	

	

４．金属器	

春成秀爾 1992「銅鐸の製作工人」『考古学研究』39-2，9-44 頁	

佐原	 眞 2002『銅鐸の考古学』東京大学出版会	

岡村秀典 1999『三角縁神獣鏡の時代』吉川弘文館	

村上恭通 1999『倭人と鉄の考古学』青木書店	

車崎正彦 2002『考古資料大観』5（鏡），小学館	

井上洋一・森田稔編『考古資料大観』6（青銅・ガラス製品），小学館	

千賀	 久・村上恭通編『考古資料大観』7（鉄・金銅製品），小学館	

安藤広道 2006「弥生時代『絵画』の構造」設楽博己編『原始絵画の研究』，39-71 頁	

吉田	 広・増田浩太・山口欧志 2008「青銅器祭祀の対立構造」設楽博己・藤尾慎一郎・松木武彦編 2009『弥生時代

の考古学 7』，99-111 頁，同成社	

福永伸哉 2008「青銅鏡の政治的萌芽」設楽博己・藤尾慎一郎・松木武彦編 2009『弥生時代の考古学 7』，112-126 頁，

同成社	

会下和宏 2007「弥生時代の鉄剣・鉄刀について」『日本考古学』19-40 頁	

佐藤寛介 2004「吉備における八矢追時代の鉄器文化―岡山県域を中心―」『シンポジウム記録 4	 激動の七世紀と古

代山城	 吉備の鉄』，97-115 頁，考古学研究会	

武田恭彰 2004「吉備における初期鉄器生産の様相」『シンポジウム記録 4	 激動の七世紀と古代山城	 吉備の鉄』，

117-131 頁，考古学研究会	

花田勝広 2004「古墳時代の鍛冶と製鉄」『シンポジウム記録 4	 激動の七世紀と古代山城	 吉備の鉄』，117-131 頁，

考古学研究会	
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５．木製品	

黒崎	 直 1970「木製農耕具の性格と弥生社会の動向」『考古学研究』16-3，21-42 頁	

若林邦彦2002「弥生～古墳時代における製作途上木製品の出土傾向―鉄器普及との関連―」『調査研究報告』3，173-187

頁，（財）大阪府文化財センター	

山田昌久 2003『考古資料大観』8（木・繊維製品），小学館	

飯塚武司 2004「弥生時代の木器生産を巡る諸問題」『考古学研究』51-1，34-54 頁	

	

６．骨角器	

設楽博己 2003「続縄文文化と弥生文化の相互交流」『国立歴史民俗博物館研究報告』108，17-44 頁	

中尾篤志 2005「弥生時代における結合式釣針の拡散と展開―原の辻遺跡出土資料の位置づけをめぐって―」『考古

論集（川越哲志先生退官記念論文集）』，245-262 頁	

設楽博己 2005「側面索孔燕形銛頭考―東日本弥生文化における生業集団編成のあり方をめぐって―」海交史研究会

考古学論集刊行会編『海と考古学』，299-330 頁，六一書房	

	 	

７．動物遺体	

佐原	 眞 2005『佐原真の仕事』5（衣食住の考古学），岩波書店	

渡部琢磨・西本豊弘ほか 2003「弥生時代の遺跡から出土したイノシシの遺伝学的解析－Ancient	DNA 解析に基づく考

察－」『動物考古学』20，1-14 頁	

樋泉岳二 2003「弥生時代における漁労活動の多様性」『第 4 回大学合同考古学シンポジウム	 縄文と弥生』，45-50

頁	

	

８．植物遺体	

山内清男	1925「石器時代にも稲あり」『人類学雑誌』40-5，181-184 頁	

寺沢	 薫・寺沢知子 1981「弥生時代植物質食料の基礎的研究―初期農耕社会研究の前提として―」『考古学論攷（橿

原考古学研究所紀要）』5，1-129 頁	

甲元真之 2000「弥生時代の食糧事情」佐原眞・都出比呂志編『古代史の論点』1（環境と食料生産），167-182 頁	

日本考古学協会 2007 年度熊本大会実行委員会編『日本考古学協会 2007 年度熊本大会研究発表資料集』	

高瀬克範 2007「本州島東北部における縄文・弥生期の出土種子」『日本考古学協会 2007 年度熊本大会研究発表資料

集』，pp.398-408	

中沢道彦 2009「縄文農耕論をめぐって―栽培種植物種子の検証を中心に―」『弥生時代の考古学 5』，228-246 頁，

同成社	

高瀬克範 2010「レプリカ・セム法による先史時代の植物利用に関する基礎的研究－青森県域出土土器を対象として

－」『明治大学古代学研究所紀要』13，3-22 頁，明治大学古代学研究所	

高瀬克範 2010「レプリカ・セム法による先史時代の植物利用に関する基礎的研究－秋田県域出土土器を対象として

－」『貝塚』66，1-18 頁	

高瀬克範 2011「レプリカ法による縄文晩期から弥生・続縄文の土器圧痕の検討―北海道・宮城県域における事例研

究―」『北海道考古学』47，33-50 頁	

Takase,	K.	2011	Plant	Seeds	Recovered	from	Potsherds	of	the	Final	Jomon	and	Yayoi	Periods:	A	Case	Study	in	

Iwate	and	Yamagata	Prefectures,	Northeastern	Japan,	Meiji	University	Ancient	Studies	of	Japan,	3,	pp.41-63	

Takase,	K.,	Endo,	E.,	Nasu,	H.	2011.3.31	Plant	Use	on	Remote	Islands	in	the	Final	Jomon	and	Yayoi	Periods:	

An	Examination	of	Seeds	Restored	from	Potsherds	in	the	Tawara	Site,	Niijima	Island,	Japan,	Bulletin	of	

the	Meiji	University	Museum,	16,	pp.21-39,	Meiji	University	Museum.	
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高瀬克範 2012.6.25「男鹿半島・八郎潟周辺における縄文時代晩期および弥生時代の占地特性」『古代学研究所紀要』

17，43—57 頁	

	

９．集落・住居	

田中義昭 1976「南関東における農耕社会の成立をめぐる若干の問題」『考古学研究』22-3，31-61 頁	

田中義昭 1979「南関東の弥生時代集落」『考古学研究』25-4，44-51 頁	

安藤広道 1991｢弥生時代集落群の動態―横浜市鶴見川・早渕川流域の弥生時代集落遺跡群を対象に―｣『調査研究集

録』8，133-164 頁	

飯島義雄 1998「古墳時代前期における周溝をもつ建物の意義」『群馬県立歴史博物館紀要』19，65-78 頁	

及川良彦 1998「関東地方の低地遺跡の再検討」『青山考古』15	

高瀬克範 2000「東北地方弥生時代前・中期の集落」『物質文化』68，16-31 頁	

若林邦彦 2001「弥生時代大規模集落の評価―大阪平野の弥生時代中期遺跡群を中心に―」『日本考古学』12，35-54

頁	

安藤広道 2001「集落の移動から見た南関東の弥生社会」『弥生時代の集落』学生社，227-238 頁	

久世辰男 2001『集落遺構からみた南関東の弥生社会』六一書房	

小沢佳憲 2000「集落動態からみた弥生時代前半期の社会―玄界灘沿岸域を対象として―」『古文化断叢』45，1-42

頁	

小沢佳憲 2002「弥生時代における地域集団の形成｣『究班』Ⅱ，135-151 頁	

石川日出志 2002「南関東の弥生後期集落」『弥生の「ムラ」から古墳の「クニ」へ』，74-84 頁，学生社	

高瀬克範 2003「岩木川水系における縄文晩期～弥生時代の遺跡群」『海と考古学』6，53-72 頁	

藤田憲司 2005「妻木晩田集落試論」『考古論集』，301-328 頁	

高瀬克範 2006「東京湾東岸における弥生後期から古墳前期の集落構成―『臨海型大形集落』の性質をめぐって―」

『古代文化』58-Ⅱ，pp.119-131。	

高瀬克範 2006「北上川流域における縄文時代晩期～弥生時代の占地特性」林謙作編『ムラと地域の考古学』，133-146

頁，同成社	

小澤佳憲 2008「集落と集団 1―九州―」『弥生時代の考古学 8	 集落からよむ弥生社会』，17-35 頁，同成社	

田﨑博之 2008「弥生集落の集団関係と階層性」『考古学研究』55-3，60-75 頁	

浜田晋介 2008「弥生時代の重複住居からみる集落の動態」『考古学研究』55-1，27-46 頁	

小澤佳憲 2009「北部九州の弥生時代集落と社会」『国立歴史民俗博物館研究報告』149，165-195 頁	

若林邦彦 2009「集落分布パターンの変遷からみた弥生社会」『国立歴史民俗博物館研究報告』149，165-195 頁	

設楽博己 2009「独立棟持柱建物と祖霊祭祀」『国立歴史民俗博物館研究報告』149，55-90 頁	

	

10．墓	

高倉洋彰 1973「墳墓からみた弥生時代社会の発展過程」『考古学研究』20-2，7-24 頁	

山岸良二編 1991『原始・古代日本の墓制』同成社	

設楽博己 1994「壺棺再葬墓の起源と展開｣『考古学雑誌』79-4，383-422 頁	

設楽博己 1999「再葬墓から新たな墓制へ」『季刊考古学』67，39-43 頁	

設楽博己 2008『弥生再葬墓と社会』塙書房	

溝口孝司 1999「北部九州の墓制」『季刊考古学』67，49-53 頁	

溝口孝司 2001「弥生時代の社会」高橋龍三郎編『村落と社会の考古学』，135-160 頁，同成社	

久世辰男 2001『集落遺構からみた南関東の弥生社会』六一書房	

高木暢亮 2003『北部九州における弥生時代墓制の研究』九州大学出版会	
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石川日出志 2005「4 宗教儀礼	 a 葬制｣『ドイツ展記念概説	 日本の考古学』上，345-351 頁	

杉山林繼・山岸良二編 2005『方形周溝墓研究の今』雄山閣	

大庭重信 2007「方形周溝墓の埋葬原理とその変遷―河内地域を中心に―」近畿弥生の会編『墓制から弥生社会を考

える』六一書房	

中村大介 2006「弥生時代開始期における副葬習俗の受容」『日本考古学』21，21-54 頁	

	

11．生産域	

田崎博之 2002「日本列島の水田稲作―紀元前 1 千年紀の水田遺構からの検討―」後藤直・茂木雅博編『東アジアと

日本の考古学』Ⅳ生業，73-117 頁，同成社	

能登	 健 2002｢考古学による日本の畑作研究｣後藤直・茂木雅博編『東アジアと日本の考古学』Ⅳ生業，119-149 頁，

同成社	

斎野裕彦 2005「水田跡の構造と理解」『古代文化』57-5，43-61 頁	

安藤広道 1992「弥生時代水田の立地と面積―横浜市鶴見川・早淵川流域の弥生時代集落群からの試算―」『史学』

62	-1・2，131-164 頁	

菊地有希子・三好伸明 2008「弥生時代の米収穫量について―復元水田における実験考古学的研究―」『古代』120，

87-107 頁	

浜田晋介 2007「弥生集落と谷」『日本考古学』24，75-95 頁	

	

12．闘争	

佐原	 真 2005『佐原真の仕事』4（戦争の考古学），岩波書店	

松木武彦 2001『人はなぜ戦うのか』講談社	

松木武彦 2007『日本列島の戦争と初期国家形成』東京大学出版会	

	

13．その他（各地の弥生時代像，文献史との対比，製作技術など）	

潮見	 浩 1988『図解	 技術の考古学』有斐閣	

広瀬和雄 1997『縄紋から弥生への新歴史像』角川書店	

佐原	 真・仁藤敦史 1997『卑弥呼の「戦争と平和」―「魏志倭人伝」を読む―』(歴博ブックレット)歴史民俗博物

館振興会	

須藤	 隆 1998『東北日本先史時代文化変化･社会変動の研究』算修堂	

石川日出志 2000「南関東の弥生時代展開図式・再考」『大塚初重先生頌寿記念考古学論集』，739-760 頁，東京堂出

版	

考古学研究会岡山例会委員会編 1999『論争吉備』考古学研究会	

寺沢	 薫 2000『王権誕生』講談社	

設楽博己編 2001『三国志がみた倭人たち―魏志倭人伝の考古学―』	

藤尾慎一郎 2003『弥生変革期の考古学』同成社	

中園	 聡 2004『九州弥生文化の特質』九州大学出版会	

高瀬克範 2004『本州島東北部の弥生社会誌』六一書房	

森岡秀人・中園	 聡・設楽博己 2005『稲作伝来』（稲田孝司・林謙作編）岩波書店	

設楽博己 2006「関東地方における弥生時代農耕集落の形成過程」『国立歴史民俗博物館研究報告』133，109-153 頁	

設楽博己・藤尾慎一郎・松木武彦編 2007～『弥生時代の考古学』（講座本）同成社	

安藤広道 2009「弥生時代における生産と権力とイデオロギー」『国立歴史民俗博物館研究報告』152，203-244 頁。	
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14.古墳	

近藤義郎 1986「前方後円墳の誕生」『岩波講座	 日本考古学 6』，171-226 頁。	

武末純一・森岡秀人・設楽博己 2011『列島の考古学	 弥生時代』河出書房新社。	

都出比呂志 1988「古墳時代首長系譜の継続と断絶」『待兼山論叢』22，1-16 頁。	

都出比呂志 1991「日本古代の国家形成論序説―前方後円墳体制の提唱―」『日本史研究』343，5-39 頁。	

岸本直文 1992「前方後円墳築造規格の系列」『考古学研究』39-2，45-63 頁。	

寺沢	 薫 2000『王権誕生』講談社（とくに「第 8 章	 王権の伸長」299-346 頁）。	

北條芳隆・溝口孝司・村上恭通 2000『古墳時代像を見なおす－成立過程と社会変革－』青木書店。	

広瀬和雄 2003『前方後円墳国家』角川書店。	

佐々木憲一 2003「弥生から古墳へ―世界史のなかで―」大塚初重・吉村武彦『古墳時代の日本列島』，3-22 頁。	

土生田純之 2006「国家形成と王墓」『考古学研究』52-4，53-71 頁。	

青木	 敬 2007「古墳における墳丘と石室の相関性」『日本考古学』23，41-65 頁。	

和田晴吾 1998「古代国家は国家段階か」都出比呂志・田中琢編『古代史の論点 4	 権力と国家と戦争』角川書店。	

広瀬和雄 2009「装飾古墳の変遷と意義」『国立歴史民俗博物館研究報告』152，273-314 頁。	

藤尾慎一郎 2011『＜新＞弥生時代―五〇〇年早かった水田稲作―』吉川弘文館。	

宮本一夫 2009『農耕の起源を探る―イネの来た道―』吉川弘文館。	

	

15.土師器・須恵器	

坂口	 一 1989「東国須恵器の一様相－関東甲信地方における出現期の須恵器について－」『考古学雑誌』74-1，50-73

頁。	

坂口	 一 1991「土師器型式変化の要因―群馬県における出現期の須恵器模倣土師器の様相―」『財団法人群馬県埋

蔵文化財調査事業団	 研究紀要』8，53-62 頁。	

服部敬史 1995「東国における六・七世紀の須恵器生産」『王朝の考古学』。	

玉田芳英 2002「古代の土器生産」『シンポジウム記録 3	 三世紀のクニグニ	 古代の生産と工房』，175-196 頁，考

古学研究会	

菅原雄一 2006「陶邑窯跡群の地域差と技術拡散」『考古学研究』53-1，47-67 頁。	

	

16.埴輪・瓦など	

川西宏幸 1978「円筒埴輪総論」『考古学雑誌』64-2，1-70 頁	

菱田哲郎 1986「畿内の初期瓦生産と工人の動向」『史林』69-3。	

若松良一 1992「人物・動物埴輪」『古墳時代の研究 9』，108-149 頁，雄山閣	

岡本東三 1996「山田寺式軒瓦と東国の古代寺院」『東国の古代寺院と瓦』吉川弘文館。	

中村倉司 1999「埼玉県における 5 世紀代の土器―和泉式土器の行方―」『東国土器研究』5，91-118 頁	

山路直充 1999「龍角寺軒瓦（山田寺式）の年代」『官営工房研究会会報』6，奈良国立文化財研究所。	

山路直充 1999「東日本の飛鳥・白鳳時代の瓦について―下総龍角寺と尾張元興寺―」『飛鳥・白鳳の瓦と土器―年

代論―』，1-13 頁，帝塚山大学考古学研究所歴史考古学研究会・古代の土器研究会。	

忽那敬三 2001「鶏形埴輪の変遷と性格」『考古学研究』48-3，106-123 頁	

賀来孝代 2002「埴輪の鳥」『日本考古学』14，37-52 頁	

山崎信二 2002「平城宮・京の文字瓦からみた瓦生産」『シンポジウム記録 3	 三世紀のクニグニ	 古代の生産と工房』，

197-212 頁，頁，考古学研究会	

若松良一 2003「埴輪と木製品からみた埋葬儀礼」大塚初重・吉村武彦『古墳時代の日本列島』，51-84 頁	

梶原義実 2005「国分寺瓦屋と瓦陶兼業窯」『日本考古学』19，29-50 頁	
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山路直充 2005「常陸国分寺と下野国分寺創建の暦年代」『律令制国家と古代社会』，451-471，塙書房	

山路直充 2005「文字瓦の生産―7・8 世紀の坂東諸国と陸奥国を中心にー」『流通と文字』，279-311 頁，吉川弘文

館	

太田博之 2008「古墳時代中期東日本の埴輪製作技術と渡来工人」『日本考古学』25，47-65 頁	

	

７．弥生文化（時代）の定義 

(1)「時代」か「文化」か	

・時代概念の功罪	

	 ○多くの領域で多様な意味で使われる「文化」との混乱がない	

	 ×時代区分を適用できる範囲をあらかじめ固定してしまう	

	 ×時代概念を使うことでその空間範囲の妥当性を疑うことなく，維持・再生産してしまう	

	

(2)いつから弥生文化か	

・弥生時代の終末＝古墳の出現	

・1970 年代以前…弥生土器と縄文土器を区分し，弥生土器の使用期間が弥生時代・文化	

・佐原（1975）…「日本で食糧生産を基礎とする生活が開始された時代」	

・石川（2010），設楽（2014）など…灌漑稲作を指標	

・藤尾（2013，2015），藤尾編（2019）…「灌漑式水田稲作を選択的な生業構造の中に位置づけて，生産

基盤とする農耕社会の形成へと進み，それを維持するための弥生祭祀を行う文化」	

	 →佐原が「日本」という範囲を何の解説もなく持ち出している点も留意が必要。	

→佐原・石川らはテクノコンプレックスのレヴェル，藤尾は文化グループあるいは文化のレヴェルの考古

学的統合体を区分しようとしている	
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【次回予習用テーマ】弥生文化の「弥生」の由来となった遺跡とその調査の経緯を調べよ	

図 1  Clarke（1968）で整理 

されている考古学的統合体の水準 

図 2 藤尾（2013）による弥生文化の範囲 


