
岩手県立博物館第68回企画展「遮光器土偶の世界」展示資料一覧

第１章　土偶の歴史－遮光器土偶の前
No. 名称 遺跡名（市町村） 都道府県 点数 保管（所蔵） 指定等 備考

1 早期土偶 休場（奥州市） 岩手県 1 岩手県
2 前期土偶 寺場（一関市） 岩手県 1 岩手県立博物館
3 前～中期土偶 塩ヶ森Ⅰ（雫石町） 岩手県 3 岩手県
4 中期土偶 松屋敷（盛岡市） 岩手県 2 岩手県 接合
5 中期土偶 西田（紫波町） 岩手県 2 岩手県
6 後期土偶 相ノ沢（一関市） 岩手県 1 岩手県
7 後期土偶 金附（北上市） 岩手県 1 岩手県
8 後期土偶 夫婦石袖高野（遠野市） 岩手県 1 岩手県
9 後期土偶 長倉Ⅰ（軽米町） 岩手県 2 岩手県
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第２章　遮光器土偶とは

No. 名称 遺跡名（市町村） 都道府県 点数 保管（所蔵） 指定等 備考
10 遮光器土偶前夜 滝端（階上町） 青森県 2 階上町教育委員会
11 遮光器土偶前夜 山井（一戸町） 岩手県 1 一戸町教育委員会
12 遮光器土偶前夜 手代森（盛岡市） 岩手県 2 岩手県
13 遮光器土偶前夜 九年橋（北上市） 岩手県 1 北上市教育委員会
14 大型遮光器土偶 浜岩泉Ⅱ（田野畑村） 岩手県 1 田野畑村教育委員会
15 大型遮光器土偶 石名館（美郷町） 秋田県 1 東京国立博物館
16 大型遮光器土偶 高梨（岩手町） 岩手県 1 個人
17 同じ時期の土器 高梨（岩手町） 岩手県 1 個人
18 大型遮光器土偶 手代森（盛岡市） 岩手県 1 岩手県立博物館（文化庁） 重要文化財 　
19 大型遮光器土偶 雨滝（二戸市） 岩手県 1 個人
20 大型遮光器土偶 （陸前高田市内？） 岩手県 1 個人
21 大型遮光器土偶 二子貝塚（久慈市） 岩手県 1 個人
22 大型遮光器土偶 亀ヶ岡（つがる市） 青森県 1 明治大学博物館
23 大型遮光器土偶 田代（大船渡市） 岩手県 1 大船渡市立博物館
24 大型遮光器土偶 大橋（北上市） 岩手県 4 岩手県
25 大型遮光器土偶 広船（平川市） 青森県 1 両脚欠
26 大型遮光器土偶 河崎の柵擬定地（一関市） 岩手県 1 岩手県
27 大型遮光器土偶 九年橋（北上市） 岩手県 2 北上市教育委員会 肩と脚
28 大洞C2式土器 大橋（北上市） 岩手県 3 岩手県 参考
29 大洞C2式土器 九年橋（北上市） 岩手県 2 北上市教育委員会 参考
30 大型遮光器土偶 亀ヶ岡（つがる市） 青森県 1 東京大学総合研究博物館
31 大型遮光器土偶 床舞（つがる市） 青森県 1 東京大学総合研究博物館
32 大型遮光器土偶 九年橋（北上市） 岩手県 1 北上市教育委員会
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第３章　遮光器土偶の広がり

No. 名称 遺跡名（市町村） 都道府県 点数 保管（所蔵） 指定等 備考
33 遮光器系土偶 三貫地貝塚（新地町） 福島県 1 東京大学総合研究博物館
34 遮光器系土偶 東浦（岩井市） 茨城県 1 東京大学総合研究博物館
35 遮光器系土偶 板倉（板倉町） 茨城県 1 東京大学総合研究博物館
36 遮光器系土偶 小石川植物園（文京区） 東京都 1 東京大学総合研究博物館
37 遮光器系土偶 下沼部貝塚（大田区） 東京都 1 東京大学総合研究博物館
38 遮光器系土偶？ 不明 大阪府 1 東京大学総合研究博物館
39 土製耳飾り 赤城（鴻巣市） 埼玉県 3 埼玉県
40 ミミヅク土偶 赤城（鴻巣市） 埼玉県 2 埼玉県
41 中空ミミヅク土偶 赤城（鴻巣市） 埼玉県 1 埼玉県 県指定
42 遮光器系土偶 赤城（鴻巣市） 埼玉県 7 埼玉県
43 亀ヶ岡式系土器 赤城（鴻巣市） 埼玉県 5 埼玉県 壺、注、鉢
44 大型遮光器土偶 相ノ沢（一関市） 岩手県 1 岩手県 参考
45 ミミヅク土偶 滝馬室（鴻巣市） 埼玉県 1 東京国立博物館 参考
46 遮光器系土偶 真福寺貝塚（さいたま市） 埼玉県 1 東京国立博物館
47 大型遮光器土偶 相ノ沢（一関市） 岩手県 1 岩手県 参考
48 遮光器系土偶 矢島（明和町） 群馬県 1 明和町教育委員会
49 遮光器系土偶？ 金生（北杜市） 山梨県 3 北杜市教育委員会
50 亀ヶ岡式系土器 金生（北杜市） 山梨県 2 北杜市教育委員会 壺、浅鉢
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第４章　同じ時期の土偶

No. 名称 遺跡名（市町村） 都道府県 点数 保管（所蔵） 指定等 備考
51 後期後葉土偶 長倉Ⅰ（軽米町） 岩手県 1 岩手県
52 大型遮光器土偶？釜石環状列石（八幡平市） 岩手県 1 複製品は岩手県立博物館 複製品
53 大型遮光器土偶？土井Ⅰ号（板柳町） 青森県 1 板柳町教育委員会
54 大型遮光器土偶？長倉Ⅰ（軽米町） 岩手県 1 岩手県
55 小型遮光器土偶 麻生（能代市） 秋田県 1 東京大学総合研究博物館
56 小型遮光器土偶 大芦Ⅰ（久慈市） 岩手県 1 久慈市教育委員会
57 小型遮光器土偶 小田（花巻市） 岩手県 2 花巻市総合文化財センター 無文も
58 小型遮光器土偶 川目Ａ（盛岡市） 岩手県 1 岩手県
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59 小型遮光器土偶 大日向Ⅱ（軽米町） 岩手県 1 岩手県
60 小型遮光器土偶 山井（一戸町） 岩手県 1 一戸町教育委員会
61 小型遮光器土偶 向様田Ａ（北秋田市） 秋田県 1 北秋田市教育委員会
62 小型遮光器土偶 山井（一戸町） 岩手県 1 一戸町教育委員会 A1式期
63 ｘ字形土偶 土井Ⅰ号（板柳町） 青森県 1 板柳町教育委員会
64 ｘ字形土偶 手代森（盛岡市） 岩手県 1 岩手県
65 ｘ字形土偶 山井（一戸町） 岩手県 1 一戸町教育委員会
66 ｘ字形土偶 舘（塩尻市） 長野県 1 東京大学総合研究博物館
67 ｘ字形土偶？ 九年橋（北上市） 岩手県 1 北上市教育委員会
68 後ろ手出産土偶 山井（一戸町） 岩手県 1 一戸町教育委員会
69 屈折像土偶 滝端（階上町） 青森県 1 階上町教育委員会
70 屈折像土偶 東裏（奥州市） 岩手県 1 岩手県立博物館
71 屈折像土偶 亀ヶ岡（つがる市） 青森県 1 東京大学総合研究博物館
72 屈折像土偶 野沢Ⅳ（滝沢市） 岩手県 1 滝沢市埋蔵文化財センター
73 結髪土偶 九年橋（北上市） 岩手県 1 北上市教育委員会 頭接合
74 小型無文土偶 山井（一戸町） 岩手県 2 一戸町教育委員会
75 岩偶形土偶 山井（一戸町） 岩手県 2 一戸町教育委員会
76 その他 山井（一戸町） 岩手県 1 一戸町教育委員会
77 その他 十腰内（弘前市） 青森県 1 東京大学総合研究博物館
78 その他 亀ヶ岡（つがる市） 青森県 1 東京国立博物館 肩パット
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第５章　遮光器土偶を生んだ亀ヶ岡文化

No. 名称 遺跡名（市町村） 都道府県 点数 保管（所蔵） 指定等 備考
79 精製土器 大芦Ⅰ（久慈市） 岩手県 8 久慈市教育委員会
80 粗製土器 大芦Ⅰ（久慈市） 岩手県 1 久慈市教育委員会
81 「異系統」土器 大芦Ⅰ（久慈市） 岩手県 6 久慈市教育委員会 在地
82 製塩土器 大芦Ⅰ（久慈市） 岩手県 1 久慈市教育委員会
83 彩文土器 大日向Ⅱ（軽米町） 岩手県 3 岩手県
84 赤彩土器 大日向Ⅱ（軽米町） 岩手県 1 岩手県
85 漆溜土器 大日向Ⅱ（軽米町） 岩手県 1 岩手県
86 ヒスイ製玉 山井（一戸町） 岩手県 8 一戸町教育委員会
87 花弁丸玉 河崎の柵擬定地（一関市） 岩手県 2 岩手県
88 三角玉 大日向Ⅱ（軽米町） 岩手県 1 岩手県
89 三角玉 馬場野Ⅱ（軽米町） 岩手県 4 岩手県
90 瓢箪小玉ほか 九年橋（北上市） 岩手県 7 北上市教育委員会 連珠
91 土製耳飾り 滝端（階上町） 青森県 1 階上町教育委員会 透彫り
92 土製耳飾り 長倉Ⅰ（軽米町） 岩手県 2 岩手県
93 石製耳飾り 白坂（北秋田市） 秋田県 1 北秋田市教育委員会 県指定
94 土製耳飾り 大芦Ⅰ（久慈市） 岩手県 3 久慈市教育委員会
95 土製耳飾り 九年橋（北上市） 岩手県 4 北上市教育委員会 連珠
96 ボタン状石製品 大芦Ⅰ（久慈市） 岩手県 2 久慈市教育委員会
97 弧状土製品 長倉Ⅰ（軽米町） 岩手県 1 岩手県
98 弧状土製品 寺下（階上町） 青森県 3 階上町教育委員会
99 菱形環状土製品 九年橋（北上市） 岩手県 1 北上市教育委員会

100 菱形環状石製品 大日向Ⅱ（軽米町） 岩手県 1 岩手県
101 菱形環状石製品 滝端（階上町） 青森県 1 階上町教育委員会
102 環状土製装飾品 雨滝（二戸市） 岩手県 2 岩手県
103 鹿角製腰飾り 寺下（階上町） 青森県 1 階上町教育委員会
104 牙製腕飾り 寺下（階上町） 青森県 5 階上町教育委員会
105 内面渦状土製品 山井（一戸町） 岩手県 1 一戸町教育委員会
106 岩偶 十腰内（弘前市） 青森県 1 東京大学総合研究博物館
107 鼻曲り土面 蒔前（一戸町） 岩手県 1 御所野縄文博物館 　 複製品
108 遮光器型土面 麻生（二ツ井町） 秋田県 1 東京大学総合研究博物館 重要文化財 6/22～展示
109 人物線刻石 小田（花巻市） 岩手県 1 花巻市総合文化財センター
110 人面付注口土器 泉屋（平泉町） 岩手県 1 平泉町教育委員会
111 人面付土版 大日向Ⅱ（軽米町） 岩手県 1 岩手県
112 人面付中空土版 大芦Ⅰ（久慈市） 岩手県 1 久慈市教育委員会
113 亀形土製品 大日向Ⅱ（軽米町） 岩手県 1 岩手県
114 亀形土製品 黒内ⅩⅢ（岩手町） 岩手県 1 岩手町教育委員会
115 クマ形土製品 尾上山（弘前市） 青森県 1
116 イノシシ形土製品 本宮熊堂Ｂ（盛岡市） 岩手県 1 岩手県 鼻のみ
117 岩版 土井Ⅰ号（板柳町） 青森県 1 板柳町教育委員会
118 岩版 手代森（盛岡市） 岩手県 5 岩手県
119 土版 手代森（盛岡市） 岩手県 1 岩手県
120 土版 黒内ⅩⅢ（岩手町） 岩手県 1 岩手町教育委員会
121 土冠 大日向Ⅱ（軽米町） 岩手県 1 岩手県
122 異形石器 白坂（北秋田市） 秋田県 2 北秋田市教育委員会 県指定
123 石剣 向様田Ｄ（北秋田市） 秋田県 2 北秋田市教育委員会
124 石剣 大芦Ⅰ（久慈市） 岩手県 1 久慈市教育委員会 　
125 ガラス玉 大日向Ⅱ（軽米町） 岩手県 1 岩手県立博物館（岩手県） 弥生時代
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第６章　土偶の終わり－遮光器土偶の後
No. 名称 遺跡名（市町村） 都道府県 点数 保管（所蔵） 指定等 備考
126 台式土偶 九年橋（北上市） 岩手県 1 北上市教育委員会
127 「おかっぱ土偶」 九年橋（北上市） 岩手県 1 北上市教育委員会
128 結髪土偶 下船渡貝塚（大船渡市） 岩手県 1 大船渡市立博物館
129 結髪土偶 谷起島（一関市） 岩手県 1 一関市教育委員会
130 刺突文土偶祖形 九年橋（北上市） 岩手県 2 北上市教育委員会
131 刺突文土偶 九年橋（北上市） 岩手県 1 北上市教育委員会
132 刺突文土偶 程森（平川市） 青森県 1 東京大学総合研究博物館
133 折衷土偶 九年橋（北上市） 岩手県 1 北上市教育委員会
134 折衷土偶？ 谷起島（一関市） 岩手県 1 岩手県立博物館
135 黥面土偶 不明 伝長野県 1 東京国立博物館
136 弥生土偶 谷起島（一関市） 岩手県 3 一関市教育委員会
137 弥生土偶 金附（北上市） 岩手県 10 岩手県
138 弥生土偶 馬場野Ⅱ 岩手県 2 岩手県
139 弥生岩偶 蔵屋敷（北上市） 岩手県 1 北上市教育委員会
140 弥生土偶 砂沢（弘前市） 青森県 1 弘前市教育委員会
141 弥生土偶 垂柳（田舎館村） 青森県 5 田舎館村教育委員会   
142 弥生土偶 高樋Ⅰ（田舎館村） 青森県 1 田舎館村教育委員会
143 弥生土偶 橋本（奥州市） 岩手県 5
144 弥生土偶 下ノ内浦（仙台市） 宮城県 1 仙台市教育委員会
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第７章　遮光器土偶は何のために作られたのか

No. 名称 遺跡名（市町村） 都道府県 点数 保管（所蔵） 指定等 備考
145 大きい遮光器土偶 山井（一戸町） 岩手県 2 一戸町教育委員会
146 大きい遮光器土偶 白坂（北秋田市） 秋田県 1 北秋田市教育委員会 県指定
147 磨滅痕のある土偶豊岡（岩手町） 岩手県 1 岩手県立博物館
148 割口塗痕の土偶 手代森（盛岡市） 岩手県 3 岩手県
149 補修孔のある土偶萪内（盛岡市） 岩手県 1 岩手県
150 補修孔のある土器金附（北上市） 岩手県 1 岩手県 参考
151 赤い遮光器土偶 大芦Ⅰ（久慈市） 岩手県 1 久慈市教育委員会
152 赤い遮光器土偶 向様田Ｄ（北秋田市） 秋田県 1 北秋田市教育委員会

11
コラム展示

No. 名称 遺跡名（市町村） 都道府県 点数 保管（所蔵） 指定等 備考
153 ボタン状石製品 向様田Ｄ（北秋田市） 秋田県 3 北秋田市教育委員会

3
ハンズオン資料ほか

No. 名称 遺跡名（市町村） 都道府県 点数 保管（所蔵） 指定等 備考
154 レプリカ土偶 豊岡（岩手町） 岩手県 1 個人蔵 複製品
155 レプリカ土偶 萪内（盛岡市） 岩手県 1 岩手県立博物館 複製品
156 レプリカ土偶 手代森（盛岡市） 岩手県 1 岩手県立博物館 複製品
157 土偶破片 大橋（北上市） 岩手県 25 岩手県 不掲載品
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一般財団法人奥州市文化振興財団　奥州市埋蔵文化財調査センター


