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火炎型（波頭型）土器の萌芽は深沢式土器 

（十日町市にも分布する深沢Ⅱ式土器の意義） 

                                                      松澤芳宏 

 

１、はじめに 

まず、火炎型土器は火焔型土器であると読者に指摘されるかもしれない。これについては私の我

儘な言い訳がある。中世史をご指導いただいていた故湯本軍一先生は、よく語られていた。「どうし

て考古学を研究する人達は難しい言葉を選ぶのか」と。 

火焔でも火炎でもどちらでも正しいが、私には火炎のほうがやさしく響いてくる。だから火焔型

土器は火炎型土器と表現しているわけである。火焔型土器の意味は、火焔形土器が長い時間帯をも

つことから土器様式と捉えているのだと解釈している。つまり土器様式で示す場合は火炎型土器、

形そのもの表す場合は火炎形土器としたい。 

 さて、数年前にも若干触れたが（注１）、深沢式土器は火炎型土器の萌芽であることがこの稿の目

的である。本稿の趣旨でもある火炎型土器の萌芽が深沢式土器であることの認識は、新潟県では薄

いようである。しかし、実は十日町市横割遺跡で深沢Ⅰ式～Ⅱ式併行の土器が発掘されており、そ

こには波形文様はあるが火炎型土器は一つも報告されていない（注２）。 

 にもかかわらず、横割遺跡の深沢Ⅱ式土器の深鉢形口縁部に隆起蛇身装飾文が付加されているの

であり、蛇のうねりを伝える後尾は波形文となっている。これは火炎型土器の鋸歯状突起とされる

部分に酷似する。新潟県は火炎型土器の本場である。深沢Ⅱ式土器は火炎型土器に先行し、火炎型

土器の部分的萌芽である波形文（鋸歯状突起）が成立したといえる。 

 だが、深沢Ⅱ式土器の波形文はあくまでも隆起蛇身装飾文の一部であり、次期の火炎型土器とも

称される一群のいわゆる火炎文様意匠へは蛇身装飾が徐々に減ってゆく。本稿は深沢式土器と各時

期の火炎型（波頭型）土器との文様意匠の推移についても考察したい。また、火炎型土器は波頭型

土器と考える一人として、その理由を明らかにしたい。 

 

２、深沢型隆起蛇身装飾文祖形と火炎型鋸歯状突起（波形）文の祖形について 

 私はこの頃、縄文式土器の口唇部についた連続波形文が気になっている。第１図に示す土器破片

は飯山市大字蓮字北原地籍の自分の畑（田草川尻遺跡内）で、農作業中に表面採集した資料である。

天の恵みか、口唇部に連続波形文が付いて

いた。黄褐色を呈し、焼成良好、石英粒な

どを含む砂粒が胎土に少し含まれるが、植

物繊維や雲母片は含まれていない。 

 横位の浅い半截竹管文が口唇部付近にま

で広がり、一部は斜行している。そういえ

ば黒浜式土器に併行する有尾式土器も口唇

部に波形連続文を施しているものがある

（注３）。この土器も繊維が含まないことか

ら有尾式土器併行ともとれる。 

 

第１図 飯山市田草川尻遺跡採集土器片 
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 調べていたら、関山式土器（黒浜式以前）にも口唇部連続波形文が一部にあることが解った。つ

まり縄文前期前半では、いくらか口唇部波形連続文が始まっているらしい。ひとまず第１図の土器

は縄文前期前半を大きく前後する年代としか今は言えない。そういえば大木５式といわれる縄文前

期後半の宮城県の例に、やはり口唇部連続波形文があるようだ。 

 田草川尻遺跡は千曲川の左岸にあり、川とのかかわりあいの深いところである。そうした環境か

ら連続波形文の文様意匠が生まれたものかもしれない。縄文前期の口唇部連続波形文は縄文中期最

盛期のものほどは波が高くなく、波形も丸みをおびている。この傾向は長い年代を過ぎても、縄文

中期前葉にも認められる。 

長野県では飯綱町上赤塩遺跡 SB5号住居址に 2点の破片があり（第２～３図）、深沢Ⅰ式新相時期

と推定される。いくらかこの時期に口唇部連続波形隆起文が流行していたようである（注４）。 

 さらに、同遺跡 SB13号住居址では深沢型隆起渦巻文（注１に同じ）に連続して交互刺突鋸歯文が

あり、これこそが深沢型隆起蛇身装飾文の前身であり、祖形深沢型蛇身装飾文と位置付けたい（第

 

 

第２図 深沢型隆起蛇身装飾文と連続波形隆起文の相関図（縮尺不同） 

出典：１は上赤塩遺跡 SB13号住居址、２は同遺跡 SB5号住居址出土『三水村教育委員会１９９

７』。３は東京都楢原遺跡の報告書『雄山閣１９９６』の所載。４は姥ヶ沢遺跡『中野市教委１

９８３』。５は深沢遺跡 2号住居址、６・７・８は深沢遺跡 1号疑住居址出土、飯山北高地歴部

１９６６他松澤芳宏２０１６。９は十日町市役所１９９６『十日町市史資料編２』横割遺跡。10・

11は津南町教育委員会２０１１『堂平遺跡』図版編１（共に第９号住居址出土）。 
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２図１）。ただし、交互刺突鋸歯文のところはまだ隆起していない。重要なことは、SB5の口唇部微

小波形文と相俟って、両者が同時期に共存していることである。   

なお、上赤塩遺跡の報告書は私の『縄文中期深沢式土器の再検討』（注１に同じ）の論文以前の分

類であるが、小生論

文は飯山北高地歴部

の深沢遺跡発掘調査

の住居址資料に基づ

くものであり、本稿

では小生論文の深沢

Ⅰ式Ⅱ式の分類を用

いたい。それ以上に

分類が可能ではある

が、その時は各自、

古相・中相・新相な

どの判断を用いてい

ただきたい。 

祖形深沢型蛇身装

飾文の SB13号住居

址や連続波形文の

SB5号住居址出土土

器を縄文中期前葉と

した訳は次のような

ものである。 

五領ヶ台式後半に

所属すると改められ

ている下小野式とい

われる口縁部縄文帯

の下部に S字状結節

回転文が施文された

土器が両住居址土器

に認められること、

SB5号住居址の把手

や襞（ひだ）状整形

痕は阿玉台式最初頭

かその直前併行と認

められること、SB13

の深鉢形土器は新崎

式後半～末頃の特徴もあること、狢沢・新道様式の楕円区画隆起文の前兆文様が SB5にあることな

どなどである。 

さらに SB5の椀状隆起区画文は大木７ｂ式に通ずるものである。総じて北陸の新崎式後半～末期

 

第３図 長野県飯綱町上赤塩遺跡の深沢Ⅰ式新相期の土器抜粋 

（縮尺不同） １と２は SB5号住居址、３は SB13号住居址出土。 

出典：三水村教育委員会１９９７『上赤塩遺跡発掘調査報告書』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

第４図 深沢Ⅱ式新相土器の深沢遺跡１号疑住居址出土土器 

矢印は深沢型隆起蛇身装飾文。出典：飯山北高地歴部１９６６、松澤芳宏

２０１６。 

 

 

 

 

 

 

 

 

併行、すなわち関東の五領ヶ台式後半～末前後に比定され、深沢Ⅰ式新相併行のうちに両住居址土

器群が比定されよう。時間的近接状態にある両住居址の土器様相が異なるのは、遺構出土の土器様

相が当時の土器特徴のすべてを網羅しているわけではないことを示している。それでも、下小野式

様相の土器が両住居址にみられるのは、両者が近い年代であることを示している。 

以上、ここまで、上赤塩遺跡出土土器の時間的説明が長くなったのは、新崎式土器と五領ヶ台式

土器の併行関係、また阿玉台式土器初頭か直前様相とのかかわりについて好古の材料であるからで

あり、深沢型隆起蛇身装飾文の成立についても、その祖形に迫る資料があるからである。 

 

３、深沢Ⅱ式土器の深沢型隆起蛇身装飾文が火炎型鋸歯状突起文の萌芽 

 深沢Ⅱ式土器は縄文中期前葉末～中葉初期に当たると以前に述べた。北陸の新崎式末期～上山田

式（天神山式）初頭・関東の五領ヶ台式末期～阿玉台式初頭・勝坂式初頭の諸様相が深沢Ⅱ式土器

と併行関係にあるとみたからである（注１に同じ）。 

 第２図３のよう

に関東の勝坂式初

頭でも口唇部連続

微小波形文が散見

しているが、同時

期の深沢Ⅱ式土器

では、すでに高さ

のある連続隆起波

形文が深沢型隆起

蛇身装飾文の文様

意匠の一部分とし

て成立している

（第２図）。 

 驚くべきことに、

その造形は火炎型

土器の鋸歯状突起

とされる部分と一

致する。つまり、

火炎型土器（波頭

型土器）の萌芽で

ある。 

 深沢Ⅱ式土器は

北信地方から新潟

県南部地方にまで

広がり、深沢Ⅰ式併行土器は津南町上野遺跡（注５）、十日町市横割遺跡に良好な資料があり、深沢

Ⅱ式は前にも記した十日町市横割遺跡例がある（第 2図 9・第９図）。 

 横割遺跡の深沢Ⅱ式新相の土器（第２図９第９図１）は深沢型隆起蛇身装飾文の最新例であり、

深沢遺跡の深沢Ⅱ式新相土器例（第２図８・第４図３）と酷似する。深沢式土器は火炎型土器の先
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第５図 深沢型隆起蛇身装飾文から火炎型（波頭型）土器へ（縮尺不同） 

出典：１松澤芳宏２０１６「縄文中期・深沢遺跡の概要」『奥信濃文化第２７号』。２・３新潟日

報事業社２００９『火焔土器の国 新潟』、３は国宝で十日町市博物館所蔵となっている。１・２・

３と年代が進む。 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

第６図 十日町市横割遺跡の波形文土器（縮尺不同） 

新崎式併行で、深沢Ⅰ式新相併行。波形文は火炎型土器の鋸歯状突起そのもの 

にはなっていない。図の出典：十日町市役所１９９６『十日町市史資料編２』 

行型式として、火炎型土器初頭様式と共存する部分を持ちながらも火炎型土器様式圏に根を下ろし

ていたのである。 

 ただし、その後、隆起蛇身装飾文は徐々に姿を消し、火炎型（波頭型）土器最古様式の第２図 10・

11のような隆起波頭文に姿を変えていく。さらに波頭は第 5図２ように盛り上がり、火炎型土器の

最盛期第５図３（注６）については、まさしく火炎形に見まがうような姿になるのである。 

 第 5図２の

前後の土器群

（中部高地の

藤内式前後併

行土器）は火

炎形とは到

底思えず、火

炎型土器は

波頭型土器

に終始一貫

していたと

考えるべきで

ある。当初、

馬高式土器の

一部を火焔形

土器と命名された時期にはまだ火炎型の前半型式があまり明らかになっていなかったと思われる。 

 前記したように、火炎型土器が盛行する時期には深沢型蛇身装飾文が徐々に姿を消してしまった

が、その背景には新崎式後半（大木７b式）併行の深沢Ⅰ式新相期を前後する口唇部波形文が新潟
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県にも残り（第６図）、引き続き深沢Ⅱ式時期にもその傾向が残存していたと考えるべきである。今、

見られる深沢Ⅱ式土器群のすべてが当時の様相を示しているとは到底思えない。まだまだ色々な様

相の土器が出現するはずである。 

 口唇部微小波形連続文が縄文前期以来の文様であり、縄文中期前葉の深沢Ⅰ式期に引き継がれ、

縄文中期前葉末～中葉初期の深沢Ⅱ式土器に蛇身装飾文の発想を生み出した。ちなみに、深沢Ⅰ式

新相（五領ヶ台式土器後半・大木７b 式併行）にも多用されていた交互刺突鋸歯文と深沢型渦巻文

が結合してさらに深沢型蛇身装飾文の祖形となった（第２図１・第３図３の一部）。 

しかし深沢Ⅱ式期以降、一部に残っていた口唇部連続波形文が再び姿を現したといえるだろう。

ただし、波形は微小ではなく、深沢型蛇身装飾文との関連性から、火炎型土器鋸歯状突起文そのも

のとなっている。深沢Ⅱ式新相時期には第 2 図 11 のような土器と深沢Ⅱ式末ごろの土器様式が重

なる時期もあったかもしれない。深沢Ⅱ式新相の第 2図７と直後の時期の 11は器形が変わらず、近

い年代が推定される。 

 

４、深沢型蛇身装飾文から火炎型土器波頭文への流れ 

 さて、ここで発想を転換し、深沢Ⅱ式土器に蛇身装飾文が取り入られていた理由について考えて

みる。私は絵画をも趣味としているが、気持ちの良い風景画を目指している。現代は芸術に癒しを

取り入れるむきもあるが、縄文時代は宗教色一色であったかもしれない。 

 蛇は気持ちが悪いし、特にマムシは毒があり、縄文時代では脅威であったであろう。しかし、な

ぜ土器にその意匠を取り入れたのであろうか、蛇を神格化し、むしろ蛇を神とし、何等かの祭祀儀

礼が行われていたのではないだろうか。その日常が、土器文様にも表れていたとしか私には思えて

ならない。 

 また一方、蛇が移動する際のうねりは波の状態と重なる。波頭が頭とみた場合は、深沢型蛇身装

飾文は洪水が波頭を中心として小波が続く状態を想起させる。その状態が第 5図２と第７図１・２

に示す津南町道尻手遺跡例に具現化したと考えても不思議ではない。 

この遺跡例は波頭文そのものであると考えたい。第７図３は深沢Ⅱ式土器が変貌した姿で、深沢

 

第７図 津南町道尻手遺跡出土の古期火炎型土器（１・２）と深沢式直後型式土器（３） 

縮尺不同。１～３は中部高地の藤内式前後併行か。３はその中でも古相で深沢式直後型式。

図の出典：津南町教育委員会２００５『道尻手遺跡』遺物編（包含層出土遺物）。 
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式直後型式と命名したい。深沢型蛇身

装飾文も残存していたことを示す希少

な例である。この土器の時間的位置は

火炎型土器前葉様式と深沢Ⅱ式直後型

式土器が共存していた時代と推定でき

る。またこの土器の深沢型蛇身装飾文

は波のようにも見える（第１０図２の

土器も波のようでもある）。 

 つまり、前記のことをも踏まえて、

深沢型蛇身装飾文が波頭文に変遷した

と考えるわけであるが、そこには何か

地域的現象や契機があることを探る必

要がある。 

 十日町市横割遺跡は新宮集落の西方

約３００ｍ信濃川右岸の下位段丘（石

名坂面）に位置し、標高は１５６ｍで

あり、信濃川に接し、現河床との比高

は約１５ｍとされる。圃場整備事業に伴う緊急発掘調査が平成３年（１９９１）に市教育委員会に

より実施された。調査区全体が後世の畑の耕作により削平を受けている。遺物はすべて包含層より

出土し、住居址７軒は壁面が明らかではなく、住居址ごとの遺物は判断されがたいと報告されてい

る（注２に同じ）。 

 遺物では、深沢Ⅰ

式新相併行土器と思

われるものが多いが、

遺跡での最新時期の

深沢Ⅱ式新相土器が

３点写真掲載されて

いる（第９図）。深沢

Ⅰ式期Ⅱ式期とも波

形文があり、信濃川

との因縁の深さから

波形文（Ⅱ式では深

沢型蛇身装飾文と併

合）が多い。 

 縄文前期や後期の

土器も少しはその遺

跡で発見されてはい

るが、縄文中期前半

の生活面を信濃川の洪水が襲ったかどうかは調査報告がない。 

 しかし、横割遺跡を含む信濃川沿岸では絶えず洪水の危険にさらされていたと誰しも思うであろ

 

第８図 津南町堂平遺跡の蛇身波形融合文土器 

第２図 11と共に第９号住居址出土とされる。最古の火

炎型土器と同時期。深沢Ⅱ式新相直後の年代が想定さ

れる。出典：津南町教育委員会２０１１『堂平遺跡』

図版編１ 

 

第９図 十日町市横割遺跡の深沢Ⅱ式新相期の土器（縮尺不同） 

包含層出土で縄文中期中葉初期大木８a 式併行。２は隆起文の発達が

あるが、器形などから１と大差ない時期であろう。１・２共に上山田式

文様の影響もある。３は縄文原体 S字状結節回転文があり大木７ｂ式や

下小野式的文様の残存である。 出典：十日町市役所１９９６。 
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う。何らかの原因で、深沢Ⅱ式期以後の集落が縄文後期までの間、横割遺跡では生活が途絶えてし

まったようである。 

 津南町・十日町市域では縄文中期前半期以降は上・中位段丘に拠点的集落が発達しているようで

ある。洪水の脅威は深沢式期以後でも残り、洪水の強烈な印象が、深沢型隆起蛇身装飾文を隆起波

頭文に変化させていったのであるまいか（第 8図・第１３図に注目）。第８図は、まさに蛇身波形融

合文であり、第 13図２は至るところに第 8図的蛇身装飾文があり、全体的には波頭文そのものに見

える。古段階初頭の火炎型土器（波頭型土器）の一つであろう。 

第 13図２の土器の時間的位置については、同住居址で焼町類型への過渡的様相の３もあるが、古

段階初頭の波頭型土器の様相から大木８a式・藤内式前半前後で、やはり深沢式直後型式の年代幅

の中にある。 

この土器のような隆起文の発達状況下の土器は、西関東から中部高地に広がる勝坂式文化圏の隆

起文様の発展と連動した文様の発達であり、第５図３の十日町市笹山遺跡例（国宝）の火炎型土器

の盛期とされる高い火炎形（波頭形）にまで徐々に変化していったことが研究されている。ちなみ

に、深沢型隆起蛇身装飾文の成立以後は、勝坂式文化圏では、かなり写実的な蛇身装飾文が出現し

ている。この現象は火炎型土器文化圏でも見られるが、波頭形装飾や王冠形装飾が新潟県では目立

つ存在である。なお、火炎型（波頭型）土器は飯山市宮中遺跡・中野市千田遺跡など飯山・中野地

方でも散見する。 

  

５、深沢Ⅱ式土器の終焉と波頭型土器出現時の深沢式直後型式について 

第９図１・２の深沢Ⅱ式土器、誰しも隆起渦巻文の発達している２の土器に引き付けられると思

う。一般的に深沢Ⅱ式土器は北陸の新崎式と東北南部大木７ｂ式併行で、縄文中期前葉と考える意

見があるが、２の土器にかぎって見れば直感的に中期中葉には入っていると考えたくなる。 

 

第 10図 深沢Ⅱ式以後の型式（縮尺不同） 

１は飯山市宮中遺跡の一部（菜の花公園中ほど）出土、昭和３８年ごろ飯山北高で筆者撮影。

２・３は津南町道尻手遺跡例で１と共通した特徴がある。２・３の文様はすでに北陸の上山田式

（天神山式）併行期に入ることを示し、眼鏡状把手の存在は藤内式前後併行。１は第７図３とも

似る。２・３の図の出典：津南町教育委員会２００５『道尻手遺跡』遺物編包含層出土遺物。 
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事実、深沢Ⅱ式土器に伴って、襞状整形痕のある関東東部の阿玉台式前葉土器の影響を受けた土

器が既に北信地方にある（注１・４・７・８）。さらに先に記したように、襞（ひだ）状整形痕のあ

る土器片は長野県飯綱町上赤塩遺跡 SB５号住居址（深沢Ⅰ式新相・注４に同じ）にもあり、そこに

は大木７ｂ式の特徴でもある椀形区画文も見受けられる。深沢Ⅰ式の新相が大木７ｂ式併行であろ

うし、関東の五領ヶ台式後半併行となる。 

深沢Ⅰ式の資料としては新潟県では津南町上野遺跡の方が深沢遺跡より資料に恵まれている。縄

文中期前葉の新潟県の型式は少しずつ特徴が分かれているが、実は同一時期様相の各遺跡の断片的

現象に過ぎない。大きな新保・新崎式併行の枠の中で考えるべきことである。上野遺跡には五領ヶ

台式様相が散見すると、考察されているが（注５に同じ）、深沢遺跡でも同じ現象がある。関東と北

陸を結ぶ地溝帯という地理的要因が五領ヶ台式的様相の出現となっている。さらに東北南部地方と

の関わりあいが信濃川（千曲川）流域遺跡で解明できる。 

話は前に戻るが、深沢Ⅰ式の末期については大木７ｂ式併行であることはもちろんであるが、襞

状整形痕土器片が伴うこともあるから（注４に同じ）、阿玉台式初頭か直前併行も含むであろうと今

は考えている。そして深沢Ⅱ式が、大木７b式～大木８a式と関東東部阿玉台式前葉・関東西部から

中部高地の狢沢・新道様式期（勝坂式初頭）併行となる（注１文献に補足）。深沢Ⅱ式の口縁部にあ

る６字形隆起文は縄文中期中葉初めの大木８a式の特徴でもある（注１文献に図示）。 

本稿ですでに、深沢式直後型式を設定したが、新潟県津南町堂尻手遺跡の第１７B号住居址がそ

 

第 11図 津南町堂平遺跡第９号住居址出土土器抜粋（縮尺不同） 

火炎型（波頭型）土器最古型式の土器（７）を出土した住居址で、深沢Ⅱ式か直後型式土器（４・

５）や上山田式（天神山式）文様の１、大木８ｂ式の３などが層位を異に出土している。出典：

津南町教育委員会２０１１『堂平遺跡』。５は上下が逆かもしれない。 
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の時代の良好な資料である（第 12図６・７）。同遺跡（注９）でそれと同じ時期とみられるものを

同図に抜粋した。 

この遺跡の報告書で深沢Ⅱ式土器を探したが、あまり見つからなかった。しかし、深沢Ⅱ式の変

貌した種類がたくさんあることに気づいた。それが深沢式直後型式である。第 11図・第 12図に示

すように新崎式の蓮華文に似た文様が口縁部に施文される例が多いが、新崎式的文様があるからと

いって、新崎式併行そのものとする見解は注意が必要である。飯山市ふるさと館所蔵の第 10図１の

土器裏側にもこの文様があるが、その土器には眼鏡状把手や眼鏡状突出文が多用されており、新崎

式よりもはるかに下がる、中部高地の藤内式前後の併行時期に当たる資料である。 

津南町堂平遺跡（注 10）の最古の火炎型（波頭型）土器を出した第 9号住居址土器群（第 11図）

も深沢式直後型式の時期が主体とみてよいだろう。 

９号住居址の深沢Ⅱ式的土器と次期の大木８ｂ式土器片は数が少ない。堂平遺跡第 9号住居址土

器群は、その中間の年代を示すが、第 10・12図の土器群と大差ない時期、すなわち藤内式の古相前

後併行と推定される。縄文中期中葉の前半に所属しよう。 

深沢式直後型式の時代は大木８a式、狢沢・新道様式の新相～藤内式、上山田式の特徴文様が地

元の深沢Ⅱ式系土器に入り込んだ形で、複雑な様相を呈している。しかし基本は深沢Ⅱ式の 6字形

隆起文・深沢型渦巻文・深沢型蛇身装飾文・深沢型隆起垂下文（注１に記述）などが変貌した意匠

で、横帯・縦帯文構成となっていることが特徴である。上山田式的胴部斜行渦巻文も多くなる。 

深沢式直後型式の次の時期は津南町道尻手遺跡 14B号住居址資料がある（第 13図２・３）。14B

号住居址は焼町類型への過渡的様相の３も出土し、古段階初頭火炎型（波頭型）土器が出土してい

ることから、第 11図２・７のような火炎型（波頭型）最古式土器の出現は、14B号址の前の時期、

 

第１２図 津南町道尻手遺跡の深沢式直後型式土器抜粋（縮尺不同） 

６・７は 17B号住居址、他は包含層出土。中部高地の狢沢・新道様式新相～藤内式前半併行。北

陸の上山田式前半、東北南部大木８a式土器併行。図の出典：津南町教育委員会２００５『道尻

手遺跡』。 
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やはり、深沢式直後型式の前後の時期内にあるとみることが復習できる。 

やはり深沢Ⅱ式の蛇身装飾文が発展し、第８図の蛇身波頭融合文土器を生み出し、同時期に第 11

図７の最古の火炎型（波頭型）土器が生まれることにもなったと考えるべきであろう。そして第 13

図２の古段階初頭火炎型（波頭型）土器への文様推移が認められるし、そのころまでは深沢型蛇身

装飾文の変貌文様意匠が共存していたことがわかる。そしてそれが火炎型（波頭型）土器の盛期の

姿に変化し、火焔型土器とも称されることになったのである。 

 

６、まとめ 

 火炎型土器は波頭型土器であるというのが本論の結語であるが、その裏付けとして火炎型（波頭

型）土器盛行以前、縄文中期前葉の深沢Ⅰ式新相期（新崎式後半期）に口唇部連続微小波形文が北

信地方から信濃川沿いの新潟県南部地方に分布することが明らかとなった。 

しかし、その時期は波形文が高くはない。具体的に火炎型土器の鋸歯状突起そのものが現れてく

るのは、縄文中期前葉末～中葉初期、つまり新崎式末期かその直後、狢沢・新道式様式併行に比定

の深沢Ⅱ式期（五領ヶ台式末期～勝坂式初頭様式併行期）である。つまり深沢Ⅱ式土器こそ火炎型

（波頭型）土器の萌芽であることを考察した。 

ただし、深沢Ⅱ式土器では深沢型蛇身装飾文の後尾が鋸歯状突起（波形文）となっている。この

時期末か直後に、火炎型（波頭型）土器の初頭様式が出現することを、本稿でも予測した（第２図

10・11と第 11図２・７）。深沢型蛇身装飾文は徐々に姿を消し、以後、火炎型（波頭型）土器・王

冠型土器の類型が目立つ。本稿では深沢型蛇身装飾文そのものが、洪水時の波頭文に変化し、次第

に波頭の高さ増し、いわゆる火炎形に見まがう姿になっていったと考察した。 

なお、深沢Ⅱ式期の実年代については今から約４７００年前を大きく前後する年代としておく（注

 

第１３図 深沢Ⅱ式以降の波頭型古段階初頭土器の蛇身装飾文様（縮尺不同） 

出典：１は深沢Ⅱ式新相で十日町市役所１９９６「横割遺跡」『十日町市史資料編２考古』。２・

３は津南町道尻手遺跡 14B号住居址出土。津南町教育委員会２００５『道尻手遺跡』。３は焼町

類型への傾斜がみられるが、２は古段階初頭波頭型土器で、蛇身波形融合文があり、大木８a式

と藤内式併行。 

式、 
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11）。火炎型（波頭型）土器の盛期は従来説の４５００年前を大きく前後する年代となろう。 

新潟県や全国の博物館の多くが、火炎型土器の盛期が約５０００年前とするのは AMS法による放

射性炭素測定法に水準を合わせているからである。ただし、弥生時代では AMS法が認められている

わけではない。どちらが正しいか読者の判断に任せよう。ただし、多くの博物館が国立歴史民俗博

物館に忖度するのは不可解である。原始・古代の実年代については、もう少し慎重でありたい。 

以上、最後になってしまったが、新潟県十日町市博物館・津南町博物館の『なじょもん』の関係

各位に、地域の情報について、ご指導して下さったことを厚く御礼申し上げたい。飯山市のふるさ

と館にも写真撮影などお世話になったことも御礼申し上げたい。 

 

    注 

１ 松澤芳宏２０１６「縄文中期深沢式土器の再検討」（火炎形土器の萌芽・飯山市大字蓮の深沢遺

跡発掘資料を基準にして）『奥信濃文化』第２７号所載。 

２ 十日町市役所１９９６「横割遺跡」『十日町市史資料編２考古』  

３ 雄山閣１９９６『日本土器辞典』 

４ 三水村教育委員会１９９７『上赤塩遺跡発掘調査報告書』 

５ 津南町教育委員会１９６２『上野遺跡』 

６ 新潟県立歴史博物館編 新潟日報事業社２００９『火焔土器の国 新潟』 

７ 中野市教育委員会１９８３『姥ヶ沢』 

８ 飯山北高校地歴部１９６６『深沢遺跡研究概報』 

９ 津南町教育委員会２００５『道尻手遺跡』 

10 津南町教育委員会２０１１『堂平遺跡』 

11  最近のＡＭＳ法（加速器質量分析法）によるＣ１４年代測定では縄文中期前半は５０００年

以上前となるが、私は弥生時代のＡＭＳ法では、中国史に裏付けられる考古遺物の年代観との

矛盾があまりにも大きく、ＡＭＳ法自体、まだ研究の余地があると論文で発表している。＊松

澤芳宏２０１０「考古学による弥生中期年代観の再考」―細形銅矛ＭⅠa・ＭⅠb式（Ⅰは 1の

意）など、青銅器の再検討を中心に―（雑誌『信濃』第６２巻第１０号所載）。 

従って、最近のＡＭＳ法よりも、従来のＣ１４測定法などが、弥生時代でも矛盾が少なく、

それを考慮して縄文中期前半を今から４７００年前を大きく前後する年代としておく（松澤芳

宏２０１６「縄文中期・深沢遺跡の概要」『奥信濃文化第２７号』飯山市ふるさと館友の会発行）。 
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