í土器の用途J

えはしませんが、 たとえば、1.11菜や木の実などのアクやエグ
ミの強いものは生では食べられません。 そこで土器が活躍し
たのです。 また、 肉も焼くだけよりは、 植物質食物とーー緒に

器 器
器 土 土
土 仏文 い文

縄文土器の重要な使い方の aつに、 食物をλれて煮るとい
う方法があります。 物を煮るという効用を私達は取立てて考

3
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臥
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N.

日向調穴 草創朗

(高畠町教育委員会)

清水北C遺跡・早期

(米沢市教育委員会)

月/木u跡・早期

WIIi県立うHIJ風i記の五考古資料監)

ひ」うりじょう也人

煮込むなどの調理の方法が加われば、 互いの味が引き出され

4

表裏縄文土器

赤石遺跡・早期

(山形 県 立博物館)

て料理のレパート1)ーも広がったことでしょう。

5

彩漆土器

押出遺跡・前期

(山形県立博物館:複製)

吹浦遺跡・前期

(到道博物館)

吹補遺跡・前期

(山形県煙席文化財センター)

吹語遺跡・前期

(山形県埋斑文化財センター)

吹補遺跡・前期

(山形県埋蔵文化財センタ�)

このように土器が作られて、 煮炊きがはじめられたことに
より初めて、 これまで食べられなかったものが食料と なった

6 _ 金魚 鉢 形 土 器
もくめじ4守よtJ

�

りしたのです。 この他、 十��ifは食べ物を盛りつける容器や、
保存用の入れ物などとしてさまざまな用途に使われました。

8 . 羽状縄文土器

うじsうじょヲもん

煮炊きしたり盛ったりするだけの容器(探鉢)が大半でした

9.

�s 弘元浪芸安 土器
よりいとあっこんもん

が、 中期後半から後・晩期になると、 注ぎ口のある土器、 香

10. 撚糸圧痕文土器

炉形土器、 植物の実や種を入れる小型査など、 用途に応じた

1l. 無文土器

いろいろな汗三のものカf作りだされるようになりました。
一方、 土器にも寿命がありました。 大切に使っていてもひ
びが入って割れてしまうこともあったでしょう。 縄文人はこ
のような土器に手を加えて再び利用しました。 囲炉裏の火j未
lζ敷き詰めてみたり、 死んだ人を埋葬する棺などにも転用し

ーその技術をさぐる-

平成9年4月19日(土)-- 6月15日(日)
主催:山形県立博物館

1とも人

7. 木目状撚糸文土器

形の移り変わりを見てみると縄文時代前期までは、 食料を

縄文土器の一生

水木田遺跡 ・中期

(山形県埋蔵文{り可センター)

水木田遺跡 中期

(山形県埋蔵文化財センター)

古道遺跡・ 中 期

( 山 形 県 立博物 館 )

時/前遺跡・中期

(山形県立博物館)

渡戸遺跡・後期

(山形県埋蔵文化財センター)

渡戸遺跡・後期

(山形県埋蔵文化財センター)

〒990山形市霞城町1 - 8

L一一

(頭

むιん

ゥずtさもん

12. 渦巻文土器
かめか人

13. 斐棺土器

TEL 0236-45-]}]1

「一一一
(口縁部)

(胴

部)

「プ
部)

す句けしじようもん

14. 磨消 縄文土器

民 話 交接待 土器

ました。 また、 土器片に手を加えて丸や三角に仕上げるもの

15

も見つかっています。 実際何に使われたかは解りませんが、

16. 波涛文土器

護戸遺跡・後期

(山形県埋蔵文化財センター)

重りやまじない用と考えられています。 このような土器の再

17. 小型壷形土器

渡戸遺掛・後期

(山形県埋晴文f闘センター)

渡戸遺跡・後期

(山形県埋蔵文化財センター)

開催:にあたって

ft野遺跡・晩期

(山形県埋蔵文化財センター)

ものを煮たり保存するための符器 “十.器の誕I.:J:." は人類発展

20. 粗製土器

作野遺跡・晩期

(山形県峨文側センター)

21. 香炉形土器

首の前遺跡・境期

(山形県湾政文化財センター)

は計り知れないものがあったと忠われますc

22. 注|コ士宮5

宮の前遺跡・換期

(山形県埋蔵文化肘センター )

り上げ、 どのような生い立ちを経て地中に即もれていったかを

利用を行った縄文人の知恵も見逃せないところです。
土器の最後に行き着く所は「捨て場」と呼ばれると ころで
す。 その場所は人の住まなくなった竪穴住居跡の窪地だった
り、 またはムラ周辺の谷や斜面だったりとさまざまですが、
場所を決めて捨てていた様子は明らかです。

はとうもん

村山市古道跡の土器(縄文中期)

えんぱんLtうどせいひん

18. 円盤状土製品
19. 台付皿形土器
そぜい

煮炊きすることによる殺菌、 アク抜きへの1.ê.;JHなど、 その効H-J
今[ilJの企画展は、 縄文人の�t_ ìι」ど、需品であった縄文tr.�を取

やまのうらすカIJ;)

23. iJJ内清男関係資料

の基となる一つのÏ!Ilj則的なI-Ij米事でした。 食材のひろがりや、

(佐 々木洋治氏)

考えようとするものです。
土器が素材の粘土から形をj戊し、 使用され、 ついには不安と
なって捨ーてられるまでの道のりは、 生き物の -1.1-:にもたとえる
ことができるでしょうc
県内から111 1:した縄文L6�の形や文様の特徴、 1--出を作1) í史
則した人々の技術や知忠について少しでも理解を深めていただ

-展示協力者・機関・

ければ幸いに存じますc

佐々木洋治氏(高品町)

さった関係機関各佼およびご協力をいただいた}j々に叩くお札

山形県立うきたむ風上記の|王考古資料館

をqJし1-.げますn

米沢111'教育委員会

出品町教育委H会

致道博物館

nlH毛

奥

BE
E」
l

山形市熊ノ前遺跡・埋葬に使った土器(縄文中期)

なお、 本展のn日1ü�にあたって、 fi J不な資料のW，品を快諾くだ

(財)山形県埋蔵文化財センター

yじ

-展

示

解

説・

�

り合わせた純紛 (純文民{体)を転がしながら抑し付けた文様

縄文L(，�は今から約13，000年ほと"'I�trに出現し、が) 2，400年
前ころまで使われ続けたと与えられます。 この111J、 約 1 }j 11:
におよぶ時間のrl1で、 地域ヤII.JJVJによってさまざまな出j花や
これらは長年の研究から、 現在で、は地域4，J; .時W14iJ;の 様子
がlりjらかにされ縄文時代のタイムス'ケール(時期1.)(:分) とし
て以ドのように位前十jけられます。 すなわち、1五百IJ却j・l，q�J .
!日ji }VJ.後WJ・1晩期という純文時代の6区分です。

約13，000�1O，00011""ìíí

です。イi撚りや11:撚りの組合わせ、 あるいは特に純絹を巻十j

���

けてできるいろいろな純1-1文様がはられます
純1I以外では、車III竹のような杭・状のもの、

丁ーを加えた棒 ・

H殻・ 人の桁などのようなより身近なものを使って文様が付

文様を持つ'1:.器が止|てみだされました

il;'(日!日開

r土器の文様j

J:61fの文様は、 さまざまなLnによって付!tられています。
純文!-.慌の名前の111来ともなる純tl文様は、 植物の繊維を撚

r縄文土器とはJ

1.

田.

'1 1 !1JJ 約5，000 � 4 ，000イド!Ìíj

，I，I，WJ

約10，000� 6，000年前

後WJ約4 ，000 � 3，000年前

前期

約 6，000� 5，000年前

晩期

約3，000�2，400年前

けられました(.
制!I竹は 輪切りにするとい]形になり、 縦に7;IJって引くと・ド行
な組、 )Lい??の部分で押し引くと連続した爪形文様が姉き1']\
されますし

(右撚りの撚り方)

(左撚りの撚り方)

《縄組の撚り方》

!-t殻は、 たとえばハイJlというやrl�iの只の縁をWi 1'，に判|し

縄文(純11丈桜)は、 撚り什わせた紐を:+Vï1'，に転がしてで

付けて引くと紺iい十数本の、ド行な線が作られます。 また、 そ

きる文様ですc この文様の悲となる撚り利lを与・1171芋では 「縄

の縁をI，'J: jfjに、liてれば鋸l謝状の文様ともなるのですU

文似体Jと呼んでいますペ 材料は柄物の某や本の皮などの繊

， )j、

純11文様だけのもの、 奇鹿に傑でたり磨いたりして

無文とするものなどもあり、 それぞれL慌のJIj途に介わせて
文様が描かれていたと与えられますο L慌の文様は- .見する
と不規則にもはえますが、 全体をよくよLると規則性をもって
いることも桝ります。 たとえば、 純文H守代111J切には列島'11に
渦巻文様が流行しました。 また、 文様が偶数だったり、 f，f数

維ですc ときには動物の健なども使われたかもしれません。
長さは、 j'，器に文様を付けるのに都合のよい、 ノ\差析の第
イ羽節の長さから第三関節くらいまでのものが多いようです。
センチメートルにi1なせば'2 ・ 3cm� 6 ・ 7 rmほどとなるでしょ
うか。

このように時期や地域

Þ.'!.;り利lを作るには、 まず、材料の繊維に撚り (ねじり)を加

によっていろいろな達し、や共通性が認められるのも縄文土慌

えることから始めます。 その要領はタオルを絞るように両端

時1牝で付けられていたりしています
の特徴です。

をそれぞれ逆)J向にねじるのですc その時のねじり}jによっ
て、 二通りの異なった撚り 紐 ができあがります
aつは時計1111りをポす「れ撚りjと呼ぶ純と、 もう 一つの
前のものとは逆になる在撚りと呼ばれる;種類のl反体です。

村山市宮の前遺跡・いろいろな形の土器(縄文晩期)

ll.

次にこれを:本創1み介わせて撚ってできる純を1段I�の純

r土器の製作」

とi呼んでいます(，1-，1';(1のむとN)。 さらに、 これを折り返し

ほとんとずの土器は、あ';，1:を半世のように細長くしてーー段ずつ

てn然な撚りを加えると、 だれもがよくはる純文の以体が復

積んでいく「輪積子法Jによって作られています、 私liイーを和

冗で、きるのですc

むごとにその継ぎ1Iをなで?ì'íして平滑にしながら形を整えて
いくのです。 ときには、中I， ï ，1て租iに刻みを入れて、 継ぎuを強

《山形市熊ノ前遺跡の土器》

くしようとしたものも比っかりますc

県庁前にある熊ノlìÎj遺跡から埋斐といわれるほとんど壊れ

L持の!氏には、 敷物としてffJし、られた編物や本の撲などの
1+痕が見られます

ていない大形の土器がまとまって見つかりました。

これは製作途中の!-.r，品をII!I�しやすくし

この!ニ誌の文秘は純文|時代IN1JJの代表的な渦どを文と11'1"ばれ

て粘1:紺を結んだり、 丈機を捕し、たりするためのT)乙です、

るものですc 1)縁部に|川つの渦巻文、 2本の縦線でL:{ )Iujされ

j'，協の焼き)jは、 多少州り詰めた問中な施設で、焼く、 いわ
ゆる「野焼Jの)iiLです

る体部には2ì引なの[' n J rj<状文と付随する「つJ のな:状の

約600 � 900"(のihttl 立で焼かれ、

文様がおさめられ、 これら文様が偶数で，.Jけられていること

円安京を多く取り入れているためか、 焼き1'，がったときは赤松j
色や茶褐色になるのが -般的です

が解りますも
山形市熊ノ前遺跡出土土器(展開写真)

