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第１図 深沢遺跡で猪瀬良平氏採集土偶 

２０１９・７・１２猪瀬良平氏が飯山市に寄贈し、飯山市ふるさと館で管理さ

れている。現存高さ１０cm。 

写実土偶萌芽期の飯山市深沢遺跡土偶の意義 

―仮称・深沢型土偶の提唱― 

                                                 松澤芳宏 

１、飯山市深沢遺跡土偶や関連遺跡土偶の考察 

 土偶は乳房や妊娠状態

を示すものが多数あり、女

性像と、見られるものが多

く、安産・多産・繁栄・豊

穣などの願いが込められた

偶像であろうとされている。  

土偶は日本では縄文時代に

多くみられるが、女性像と

して形が整ってくるのが縄

文中期の前半である。また、

このころ土偶は爆発的に増

加し、深沢遺跡でも４０個

前後の土偶が狭い面積から

発掘され、たいへん注目さ 

れている。また、土偶は故

意に壊されたものが多く、

深沢遺跡でも住居址床面発

見の小土偶完形品（第３図１・第５図１）以外はすべて破損していた。 

 深沢遺跡は『信濃史料』に記載がなく、昭和３０年代新発見の遺跡

であり、中学生の筆者を中心に表面採集が続けられていた。筆者が飯

山北高校地歴部に属していた昭和３７年７月、飯山第一中学校秋津部

校２年生の猪瀬良平君が胴部以上を完存する土偶（第１図）を発見し

た。筆者も胸部以上完存土偶と腕部土偶の２点を採集している（『高井

第１６９号』に３点の採集土偶を明記してある）（注１）。 

神田五六・高橋桂・永峯光一・野口義麿（５０音順）氏らの指導で

昭和３８年から飯山北高校地歴部を中心として小山松太郎氏の畑で３

年間発掘調査が行われ、住居址的遺構と４０個前後の土偶と深沢式土

器などが発見されている（注２）。採集土偶は発掘文物と相俟って貴重

な学術資料である。 

猪瀬良平氏採集土偶は現存高さ 10 ㎝、幅 9 ㎝、胴体厚さ１．５㎝

である。黄褐色を呈し、胎土に少量の雲母片混入の砂粒を含む。顔はハ―ト形で、まつ毛や入れ墨

 

第２図 中野市姥ヶ

沢遺跡の土偶（愛称：

姥ヶ沢ビーナス・高さ 19

ｃｍ）。中野市立博物館で

撮影。 



 

第３図 深沢遺跡の土偶 

 昭和４０年代に県立飯山北高校にて実測。５は猪瀬良平氏、６は

松澤採集。１は４号住居址床面出土の完形土偶。２・１１は１号住

居址的遺構出土、４は２号住居址の直線的土坑の底面出土。１０は

２号住居址出土。現在はすべて飯山市ふるさと館で管理されている。 

ともとれる刻みも見える。頭頂には

髪形ともとれる左右カ―ルの粘土紐

がついており、乳房も明瞭で、その

下には衣装かともとれる不思議な文

様がある。垂下線と菱形文様の組み

合わせは奇妙で、土偶としては稀有

なものである。 

これに関し、飯山市秋津地区活性

化センター所長の松澤孝氏は母乳が

出るように祈った表現ではないか？

と提案した。 

それで、調べてみると、新潟県十

日町市・下梨子遺跡土偶に乳房下の

菱形文様だけの文様があり、母乳の

しずくの表現に見える例が判明した。

また、同県阿賀町のキンカ杉遺跡の

土偶に、まさに母乳がしたたれ落ち

る表現かと思える矢印のある刻線が

みえる例があった。 
更に、福島県・福島市長老壇遺跡

に両乳房の下に短い垂下刻線がある

土偶があり、それらを総合すると（第

４図）、猪瀬氏採集土偶の乳房下の刻

線文様は母乳の雫の表現である可能

性が高いと思われる。 
また、猪瀬氏採集土偶に正中線の

刻線があるが、妊娠状態の腹部の膨

張は不明である。首筋から肩、腕部

にかけて半截（はんせつ）竹管文等の文様があるが、何を表現したか明らかではない。 

なお、猪瀬氏採集土偶は中野市姥ヶ沢遺跡完形土偶（姥ヶ沢ビ－ナス）と共通性があり、両遺跡

の年代的共通

性から（注３）、

この土偶の年

代を縄文中期

前半の今から

４７００年前

を大きく前後

する年代と考

えておきたい

（注４）。 

 
第４図 母乳状表現のある土偶 縮尺不同 

1 十日町市・下梨子遺跡、２新潟県阿賀町・キンカ杉遺跡、３福島市・長老壇遺跡出土。 

出典：１・２新潟県立歴史博物館２０１１『にいがたの土偶』、３『福島県史第６巻』２０１１。 



 

第６図 深沢遺跡の中空大土偶 

 高さ３０cm を超える中空大土偶で、４号住居址覆土上面一

帯（耕土層直下）より出土。深沢Ⅰ式住居址廃絶後、時を経

て深沢Ⅱ式土器（縄文中期前葉末～中葉初期）に併行すると

考えられる。出典：松澤芳宏２０１６「深沢式土器の再検討」

 

第７図 津南町上野遺跡の中空大土偶 

出典：津南町教育委員会『上野遺跡』１９６２ 

 

 

第５図 写実土偶への過渡的様相の土偶 

出典：１は飯山北高地歴部『深沢遺跡研究概報』１９６６。

２は三水村教育委員会『上赤塩遺跡発掘報告書』１９９７。

１と２の縮尺不同。１は高さ５．６ｃｍ。２は高さ５cm。い

ずれも縄文中期前葉に属する。 

姥ヶ沢ビ－ナス（第２図）は深沢遺跡 4

号住居址床面出土の完形小土偶（縄文中期

前葉深沢Ⅰ式新相期・第３図１・第５図１）

に続く時期のもので、深沢遺跡猪瀬氏採集

土偶と上半身が類似。また深沢中空大土偶

（第６図）や深沢 2 号住居址（深沢Ⅱ式期

古相）出土土偶（第３図１０）と腹部の半

截竹管による文様構成が同一。この土偶は

深沢Ⅱ式（注５）期前後のもので、縄文中

期前葉末～中葉初期、つまり縄文中期前半

に所属する。 

ちなみに、深沢遺跡近隣の飯綱町上赤塩

遺跡と中野市姥ヶ沢遺跡ともに縄文中期前半の遺跡であり、これら３遺跡が、すべて深沢式土器を

出土する遺跡であり、土偶の大量出土で特徴づけられる（単位面積での出土量）。 

いったい縄文中期前半に何が起こったのか。

採集狩猟生活に加え、堅果類などの管理栽培

などをはじめとして、生業の画期的変化があ

ったがためであろうか、この地方の土偶信仰

がその鍵を握っていることは確かである。ま

た縄文中期前半は定住生活が一般化する時期

であることも重要な視点である。 

今後深沢遺跡のすべての文物が公開され、

縄文文化と地域史の解明に寄与されることを切望したい。猪瀬氏発見土偶は土偶盛行期初頭の特徴

がよく分かる点で重要な資料である。発掘文物共々、今後指定文化財に向けて関係各位のご配慮を



 

第８図 岡谷市梨久保遺跡の土偶 

出典：岡谷市教育委員会１９８６『梨久保遺跡』 

願う次第である。 

以上、猪瀬氏発見土偶と中野市姥ヶ沢遺跡完形土偶（愛称：姥ヶ沢ビーナス）との類似や、深沢

式土器との併行関係を述べ、土偶姥ヶ沢ビーナスの年代的位置をも考察した。 

 国宝の棚畑遺跡土偶（縄文のビーナス）は縄文中期中葉に所属するとされるから（注６）、深沢４

号住居址完形小土偶や猪瀬氏採集土偶や姥ヶ沢ビーナスは、それより早い土偶盛行期初頭のもので

ある。 

 特に深沢Ⅰ式新相期の深沢４号住居址土偶（第５図１・第３図１）は腕部を省略している点で、

妊娠状態を強調し、写実土偶黎明期土偶の逸品である。深沢Ⅰ式新相は新崎式や五領ヶ台式土器の

後半ごろに併行し（縄文中期前葉内）、この土偶もそのころのもので、今のところ、深沢遺跡では最

古の土偶である。 

 ちなみに、縄文草創期や早期の希少な土偶は、顔部・腕部・脚部が明確ではなく、乳房と腹部だ

けが強調されている。縄文前期の土偶も数が少なく、それら土偶と大同小異のものが多いが縄文前

期前葉の新潟県の例では簡単な腕部がある（注７）。深沢４号住居址土偶は腕部を省略する点で、縄

文草創期以来の伝統を受けついでおり、顔と足が表現されたことは写実土偶への過渡的様相を示す

貴重な例であり、学術上の価値が極めて高い。  

 深沢例の解釈については、飯綱町上赤塩遺跡板状小土偶（高さ５cm）が解明の鍵を握る（第５図

２）。上赤塩遺跡は深沢Ⅰ式～Ⅱ式期の遺跡で縄文中期前葉～中葉初期の縄文中期前半に比定され、

深沢遺跡とほぼ同時期である（注８）。板状小土偶は、１２個体出土品のうち、特殊なもので、陰部

を穿孔で表現した女性像と思われ、正中線を示した列点文が表・裏に見える。わずかな膨らみで表

した頭部には目口と思える刻みがあり、陰部より下は脚部の表現とも観察される。 

 深沢４号住居址小土偶との時期的前後関係は、明らかではないが、深沢より古い様相であろう。

だが、いずれも腕部を省略する点では、共通性があり、写実土偶萌芽期、土偶盛行期初頭の重要資

料である。数は少ないが縄文前期の素朴土偶の発展した姿とみることができる。 

 しかも２点とも女性像とみられ、深沢遺跡例は妊娠

状態を示すことから、土偶盛行期の最初頭から、通説

どおり、安産・多産・繁栄・豊穣などが土偶信仰の根

幹をなすものと私は考えたい。縄文時代を通じ、破損

土偶の多さについては諸説あるが、安産・多産・繁栄・

豊穣儀礼に関する土偶破損とも考えられるのである。

そうでなくては妊娠女性像の多さの意味がなくなるで

あろう。 

 最も重要なことは、深沢遺跡では、縄文前期以来の

特徴でもある携帯用の小土偶に加え高さ３０cm を超

える中空大土偶が出現することで、日本でも古い時期の中空大土偶である（第６図）。もちろん携帯

用ではない。腕部に懸垂孔があり、屋内等につるされて、祭祀儀礼が行われた可能性がある。同じ

く中空土偶の腕部に懸垂孔のある例は上越市和泉 A 遺跡の中期初頭土器を伴う破片例にもあり（注

９）、腕部中ほどの懸垂孔の位置から、鳥の羽を刺した孔とは考えにくい。懸垂孔としての断定は土

偶研究史上画期的なことである。深沢中空大土偶の中空内部につながる肩部の穴は胎盤・幼児骨・

堅果類・その他種子などを入れることができる。まさに土偶の用途が探れる重要文化財級の資料で

ある。定住生活が本格化し、生業の画期的変化もあったと推量される（注５に同じ）。 



 
第９図 深沢遺跡発掘の『深沢

遺跡研究概報』№３４の土偶 

横３．２ｃｍ、縦２．２ｃｍで、雲母

を多量に含むが、焼成は良好ではないと

される。出典：飯山北高地歴部１９６６。 

繰り返し言うと、中空大土偶としては縄文時代でも古い時期のものであり、頭部がないことが何

の欠点でもないことは、指定文化財に向けても支障がない。時期は前後するが、津南町上野遺跡中

空大土偶は津南町指定文化財となっている。 

 その、上野遺跡の中空大土偶（のち石沢寅二氏が津南町に寄贈）が第７図であるが、これも深沢

式土器文化圏を代表する重要資料である。深沢遺跡中空大土偶と類似するが、頭部との接合状況は

不明である。深沢Ⅰ式新相（縄文中期前葉）～深沢Ⅱ式期（縄文中期前葉末～中葉初期）に比定さ

れ、縄文中期前半であることは報告書のとおりである。深沢遺跡包含文化圏で、５点の中空土偶（津

南町北林 C 遺跡、上越市長峰遺跡でも下半身土偶片がある）が確認されていることは、至近距離の

遺跡だけに日本でも珍しい現象である。このことの学術的価値は衆目の一致するところである。 

 

２、結髪状表現付土偶の意義 

 深沢遺跡で猪瀬氏採集土偶（第１図）は結髪状土偶の古い事例の一つでもある（縄文中期前葉末

～中葉初期）。富山市八尾町の長山遺跡では猪瀬氏採集土偶の逆カールの結髪状土偶（縄文中期前葉）

が一点発掘されている（注１０）。 

長山土偶にみられる仮称八の字形垂下腕部型土偶は長野県岡谷市・梨久保遺跡土偶（第８図）に

もみられ、形態的特徴と遺跡の土器型式から両土偶は縄文中期前葉の土偶とみられている。 

 深沢土偶では第３図１と７・第９図も第１図土偶とは逆カ

ールである。第３図１は縄文中期前葉であることは前にも記

した。７は大型土偶の頭部で中期前葉～中葉初期。第９図は

中期前葉～中葉初期、第３図３もターバン状の結髪状土偶で

ある。 

縄文中期前葉から中葉初期の時期に北陸から北信地方にか

けて結髪状土偶が盛行していたことは、土偶盛行期初頭のも

ので、写実土偶萌芽期でもあるゆえに、学術的価値は計り知

れない。左右カールの結髪状隆起文様を冠の飾りとみる見解

も出てきそうで、ここでは結髪状という表現に留めた。 

 なお、猪瀬氏採集土偶の後頭部に小さい貫通孔があるが、カール粘土紐の一部が弱く、懸垂孔と

してはもたない。土偶頭部の孔については鳥の羽根などを刺した孔とされる見解があるが、この土

偶の場合に限っては、その見解が似合っている。 

また、猪瀬氏採集土偶はハート顔水平腕部土偶であり、姥ヶ沢ビーナスを典型として、ハート顔

水平腕部自立型土偶として位置づけてみたい。八の字形垂下腕部型土偶からハート顔水平腕部自立

型土偶への編年が可能である。八の字形垂下腕部型土偶の時期に前後して、深沢４号住居址土偶や

上赤塩板状土偶があるが、腕部省略形態からみれば、この２点の土偶は様相としては古相である。 

 

３、深沢式土器の製作集団の土偶製作 

 ４０個体前後の深沢遺跡土偶については、さまざまの形態と胎土成分の土偶があり、同一集団、

同一地域圏の製作とは到底思えない。しかし、ハート顔水平腕部自立型土偶については、その文様

構成と併行土器型式が判るものがあり、さらに故金井正彦氏が深沢遺跡で表面採集された顔面付土

器口縁部破片（第１０図・第１１図）があり、それらを総合すると一部の土偶と深沢式土器との製

作集団が同じことが判明する。 



 

第１０図 深沢遺跡顔面付土器実測図 

 

 
第１２図 深沢遺跡景観（西側より望む。） 

昭和４０年代に撮影。遺跡は主要範囲推定線以外

にも広がる。手前の浅い谷にも開墾中に遺物が出土

という。湧水帯故に木器類の出土が期待される。 

 

第１１図 深沢遺跡顔面付土器 

中野市・故金井正彦氏採集品で、飯山北高に寄贈され、現在

は飯山市ふるさと館で管理されている。顔面幅 6.8cm。残存

土器縦５cm、横幅８cm。黄褐色を呈し、胎土に雲母を少量含

み、焼成良好である。 

 第１０図・１１図の顔面付土器は、くの字形に折れた口縁部の並走する横帯半截竹管文の間を縦

列する半截竹管文があるタイプの土器であり、深沢Ⅰ式新相から深沢Ⅱ式に架かる時期（松澤案深

沢Ⅰ・Ⅱ式土器のうち）の深鉢形土器である可能性が高い。 

 口縁部に付加された顔面はハート形であり、刺突文（この顔面付土器に限り半截竹管の端部での

刺突文）で目と口を表現している。これは深沢Ⅱ式期前後に属する姥ヶ沢ビーナスや第１図土偶を

代表とする、後述の深沢型土偶に共通する顔の表現と同じと理解できる。 

 まことに愛らしい顔の表現は意識しないとできない芸当であり、製作集団の芸術的センスが、か

なり高いと判断される。土器型式からは深沢Ⅰ式新相～Ⅱ式としか言えないが、愛らしい表現の芸

術性の高さからはこの顔面付土器の時期は深沢Ⅱ式期前後と推量したい。 

 姥ヶ沢ビーナスや猪瀬氏採集土偶に代表されるハート顔水平腕部自立型土偶は腹部や臀部に半截

竹管文による U 字形重構成文があり、前記したが、深沢Ⅱ式古相の深沢２号住居址にその型式土偶

の下半身や頭部が出土しており（第３図４・１０）、

深沢Ⅱ式前後であることが実証できる。 

深沢中空大土偶の腹部文様も前記の土偶文様と

類似し、中空大土偶の時期も同じである。ハート

顔水平腕部自立型土偶については半截竹管文の腹

部文様構成で特徴づけられ、ここで深沢式ハート

顔水平腕部自立型土偶として型式名を与えたい。

略称深沢型土偶としても扱うことができよう。 

 深沢式期以後に属する中野市豊津千田遺跡（縄

文中期中葉～後葉）では、ハート顔土偶はあるが、

腹部文様で特徴づけられる深沢型土偶はほとんど

無いので（注１１）、深沢型土偶こそ深沢Ⅱ式土

器前後の時期に、深沢式土器地域圏（北信地方か

ら新潟県南部）で製作された土偶であると考察し

たい。 

なお、半截竹管による U 字形重構成文土偶は北陸地方では能登半島から新潟県北部地方に広がっ

てはいるが、各地域で文様構成に微妙な違いがあり、脚部が存在しないものが多い（注７文献で判



 

第１３図 深沢遺跡現況（２０１６・２・

７撮影）遺跡北端は緊急調査なしで破壊された。 

断）。 

新潟県では縄文中期前葉～中葉の吉野屋タイプとされる脚が省略された土偶型式があり、半截竹

管による腹部の U 字形重構成文は深沢型土偶と共通した例が多い。だが、深沢型土偶では頭頂が斜

め平らで、結髪状表現が目立ち、顔面がハート形で、刺突文による目口の表現は素朴で、優美な表

情を見せるものが多い。また短足ではあるが、吉野屋タイプと違い脚部の表現がある。短足は土偶

が自立するために安定感があるからである。 

姥ヶ沢ビーナスを典型とする五体満足の写実土偶萌芽期のタイプが深沢型土偶であり、深沢型土

偶は縄文時代土偶盛行期初頭の範囲内に入ることも再確認したい。 

ただし、深沢遺跡そのもので、深沢式土器や土偶が製作されたか否かは現在のところ明らかでは

ない。深沢遺跡周辺では淡水湖か千曲川の堆積層が隆起して、千曲川上位段丘となっており、同じ

く段丘面の中野市姥ヶ沢遺跡・飯綱町上赤塩遺跡とともに良質粘土層が分布する地帯である。いず

れの遺跡でも土器や土偶の製作は可能な地域であり、この地域の遺跡の土偶の多さはそんなところ

にも起因しているのかもしれない。今後の研究課題であろう。 

 

４、結語 

 先述の猪瀬良平氏表面採集土偶については、本人が宝物として所蔵されていたが、文化財を一般

に提供したい旨の絶大なる決意から、令和元年（２０１９年）７月１２日（金）飯山市に寄贈され

た。飯山市教育委員会は指定文化財に向けて熱意を示

し、とりあえず飯山市ふるさと館で管理し、一般に公

開したいとのことであった。 

 猪瀬氏採集土偶は深沢遺跡文物では、貴重な位置を

示す。深沢式土器や土偶すべてを一括し、指定文化財

に向けて、関係各位のご配慮をお願いしたい。 

 先に記したように、深沢遺跡土偶は、今から４７０

０年前を大きく前後する縄文中期前半に属し、土偶盛

行期初頭のもので、写実土偶萌芽期の様相や縄文文化

そのものを探るうえで、学術的価値は計り知れない。

文様や伴出関係で、深沢式土器との併行時期も明らか

であり、重要文化財級の中野市姥ヶ沢ビーナスの位置

づけにも深沢遺跡文物が基準となる。 

 これら、一連の土偶の特徴から、仮称・深

沢型土偶の提唱をも本稿で行った。 

また、深沢遺跡猪瀬氏採集土偶の乳房下の

文様が母乳を表現したとされる見方が有力で

あり、他の遺跡例でもそのことが実証でき、

日本では赤子を抱く土偶もみられることから、

育児祈念も土偶の用途に加える意見に同調し

たい。 

つまり、土偶の用途については諸説あるが、

安産・多産・育児・繁栄・豊穣の祈念が込め

 

第１４図 飯山市遺跡分布図に示す深沢遺跡 

出典：飯山市教育委員会 



られた偶像であろうとする説が有力となろう。 

 更に、深沢遺跡では結髪状表現付き土偶が数点あり、山形県寒河江市の石田遺跡例など、縄文晩

期の結髪土偶は有名であるが、縄文中期前半の深沢遺跡例は結髪状土偶としては、日本でも古い時

期のものである。このころの縄文時代時代の習俗を探るうえでも深沢土偶は極めて貴重な資料であ

る。深沢遺跡文物がいかに重要か、各位が誠意をもって、探究していただけるなら、筆者の言が荒

唐無稽でないことがお分かりいただけるであろう。 

 深沢遺跡は、北端の一部がすでに発掘調査無しで破壊された。ただし、地主さんらの好意で主要

部分は残っている。猪瀬良平氏の土偶寄贈をめぐる筆者らのパフォーマンスは、遺跡の重要性を周

知していただけるために出過ぎたものではないことを自負している。今は過去の宣伝が足りなかっ

たことを反省し、開発が及んだことを後悔している次第である。 

 なお、擱筆するにあたり、飯山市ふるさと館・中野市立博物館に、ご指導とご協力をいただいた

ことを感謝し、御礼を申し上げたい。 

    注 

１松澤芳宏２００９「深沢遺跡のあれこれ」『高井第１６９号』所載。 

 ２飯山北高校地歴部１９６６『深沢遺跡研究概報』。 

 ３中野市教育委員会１９８３『姥ヶ沢』。 

 ４ 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）。 

５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 

６ 〔縄文のビーナス〕は玉抱き三叉文の文様型式や土偶の完成度により、縄文中期中葉の井戸

尻式期と考察されている（茅野市教育委員会１９９０『棚畑』６６０頁）。深沢式期の土偶は狢

沢・新道式期併行かそれ以前である。特に深沢４号住居址の完形小土偶は縄文中期前葉の五領

ヶ台式後半期併行（深沢Ⅰ式新相）である。猪瀬氏採集土偶や姥ケ沢ビーナスは五領ヶ台式末

期～狢沢・新道式期前後の時期併行（深沢Ⅱ式期）で縄文中期前葉末～中葉初期となる。 

７新潟県立歴史博物館２０１１『にいがたの土偶』に縄文前期の素朴土偶が掲載されている。縄

文前期前葉の胎内市二軒茶屋遺跡例で、目鼻の表現がない。 

８三水村教育委員会１９９７『上赤塩遺跡発掘調査報告書』。 

９新潟県埋蔵文化財調査埋文事業団１９９９『新潟県埋蔵文化財調査報告９３：和泉 A遺跡５』

新潟県教育委員会。 

１０八尾町教育委員会１９８５『富山県八尾町長山遺跡発掘調査報告』 

１１長野県埋蔵文化財センター２０１３『中野市内その１：中野市千田遺跡』。発掘範囲が広く、２

００ケを超える土偶が発掘されている。すべてが破片である。 

                 飯山市秋津   （令和元年８月記） 


