
笠懸野　岩宿文化資料館 vol．45
◆ 表紙　 アイスマンの服を着たぞ！（『岩宿人のくらしをさぐる』から）
　世界最古の衣服はヨーロッパ・アルプスの氷河から見つかったアイスマンと
呼ばれるミイラが着ていた、およそ 5300 年前の新石器時代末期のものです。
もっとも寒かった頃の岩宿遺跡周辺は、現在の北海道釧路周辺の気候に近いと
され、岩宿人たちもこうした防寒着で寒い冬をしのいだことでしょう。展示で
はアイスマンの衣服を復原し、岩宿人の衣装としました。この衣装は、博物館
実習生とともに３年がかりで作成したものです。
　写真は、『岩宿人にチャレンジしよう』に参加した小学生が着てくれたもので
す。（夏休み子供向け展示『岩宿人のくらしをさぐる』は９月 19日まで開催）
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平成17年 10月１日（土）～
11月 23日（水・勤労感謝の日）開催期間

■ 写真１ ■　典型的な環状ブロック群（千葉県池花南遺跡）

写真提供：房総のむら

展示解説講座
10月２日 (日 )午後 1時 30分～
会場：資料館１階 体験学習室

『上林遺跡―日本最大の環状ブロック
群の謎を解く―』

講師 : 出居　博 氏
(佐野市教育委員会 )

環状
ブロック群

ー ３万年前の巨大集落を追う ー

環状
ブロック群

ー ３万年前の巨大集落を追う ー

第40回
企画展

岩宿時代のはじめ ( 岩宿時代Ⅰ期 )、今から約 3.5 万から 2.8 万年前ころ

には、他の時期に例をみない規格的で巨大なムラがあったことが知られてい

ます。1993 年に開かれた第１回の岩宿フォーラムで取り上げました ｢ 環状

ブロック群 ｣ と呼ばれる円形のムラの跡と考えられている遺跡です。現在で

はほぼ全国から発見されており、直径十数メートルから 50 メートルを超え

る規模のものが知られています。大きな環状ブロック群では同時に 50 人か

ら 100 人以上もの多くの人々が生活をともにしてくらしていたと考えられ

ており ､ なおかつそれが岩宿時代の最初の古い時期に限って発達していたこ

とは大きな驚きです。

今回の展示では、多くの環状ブロック群の遺跡を紹介するとともに、そこ

から発見された石器をみていただきながら、当時の巨大で規格的なムラとそ

れを支えた当時の社会について考えたいと思います。

展示解説会
10 月 1 ･ 22 ･ 29 日、11月 12 ･ 19 日

( 各土曜日、午後 2時から展示室にて開催 )

下触牛伏遺跡と環状ブロック群
　1983 年に行われた伊勢崎市下触牛伏遺跡の発掘調査

によって、直径 50メートルにも及ぶ巨大な円形のムラ

の跡、｢環状ブロック群 ｣がはじめて明らかになりまし

た。遺跡では、石器が直径 50メートルのドーナツ状に

発見されただけでしたが ､当時の規格的なムラの跡であ

ることは一目瞭然でした。また、出土した石器の研究か

ら数十メートルも離れて発見された石器同士が接合する

ことが判り、遺跡が同時に形作られたことも証明されま

した。

　それまで岩宿時代の生活は、数家族が一集団となって

動物を追い求めるように移動を繰り返していたと考えら

れていましたので、下触牛伏遺跡の発掘は、そのような

短絡的な考え方を大きく転換することとなりました。ま

た ､岩宿時代社会やその変化を考える上で、避けては通

れないムラの姿であるといえましょう。

　環状ブロック群は、岩宿時代Ⅰ期 (3.5 ～ 2.8 万年前 )

に限られた他の時期にはみられないムラの跡です。遺跡

の面積が広くなるため ､その全体が発掘調査された例ば

かりではありませんが、全体が発掘調査された例をみて

いくと、石器が集中して発見されるブロックが円形に配

置されたかのように残されていて、中央にもブロックが

あるというものがその典型的な形です。これらは、直径

約 15メートル以上の広がりをみせますが、最近では長

径 80メートル ､短径 45メートルという栃木県上林遺

跡のような巨大な環状ブロック群も少なからず発見され

るようになりました。現在全国に 100 ヶ所ほどが知ら

れていて、この時期では決して特殊なムラではなかった

こともわかります。

環状ブロック群をみる

環状の大形のムラ
環状ブロック群は岩宿時代Ⅰ期のムラの様子を物語

る遺跡であるといわれています。そのムラを復元してみ

ると、ブロックが円形に残された部分は、イエが円形に

建ち並んだ、人々が家族と過ごす一般的な生活の場であ

り、イエに囲まれた中央の空間はそのムラに住む人々が

共同で使う広場ではないかと考えられています。下触牛

伏遺跡の環状のムラを復元すると ､およそ 20軒ものイ

エが広場を囲んで建ち並んで、約 100 人もの人々が共

同生活を営んでいたと考えられています。

　近年の発掘調査で、ひとつの遺跡から複数の環状ブロ

ック群が発見される例が増えています。そしてそれらの

環状ブロック群同士で石器の接合関係を持つものも発見

されています。このことは、同時に環状のムラが隣り合

ってあったのかもしれませんが、環状ブロック群を残し

た集団がふたたび、その場所を訪れて環状のムラを作っ

て住んでいたと考えられるのではないでしょうか。

また、発掘の進展によって、千葉県の下総台地や長野

県野尻湖遺跡群など一定の地域に環状ブロック群が集中

して発見される例も多くなりました。このことは ､環状

のムラに住んだ人々が、移動生活の中で大集団となって

一定地域を何度となく訪れて生活を営んだからと考えら

れるでしょう。

こうした最近の発掘調査状況を踏まえると、単に獲物

と求めてさまよい歩くような移動生活ではなく、岩宿時

代はその当初には、既に環状ブロック群という規格的な

ムラが作られており、定期的に一定の場所に集まるよう

な社会があったと考えられるでしょう。

（小　菅　将　夫）　

環状ブロック群と社会

■ 写真２および背景 ■　２つの環状ブロック群が隣り合って発見

された遺跡（千葉県四ツ塚遺跡）写真提供：千葉県文化財センター

■ イラスト ■　下触牛伏遺跡のムラ（画：細野修一氏）

　　　　　　　　（稲田孝司『遊動する旧石器人』、2001岩波書店から引用）



11月 5日（土）
午前　 第14回岩宿文化賞授賞式
　　　　 岩宿文化賞授賞式／受賞者フォーラム

午後　 シンポジウム『石器石材Ⅲ － 在地系石材としてのチャート －』（１日目）
　基調講演　中村　由克 氏 ( 野尻湖ナウマンゾウ博物館 )

　基調報告①『北関東地方のチャートとその実態』

　　「岩石としてのチャートについて」

　　「北関東地方の河川での礫の調査結果」

　基調報告②『関東地方のチャート製の石器について』

　　｢群馬県 ｣

　資料見学会

11月 6日（日）
シンポジウム『石器石材Ⅲ － 在地系石材としてのチャート －』（２日目）

　基調報告②『関東地方のチャート製の石器について』

　　｢栃木県 ｣｢ 大宮台地 ｣｢ 武蔵野台地 ｣

　　｢相模野台地 ｣｢ 下総台地 ｣

　パネルディスカッション

岩宿フォーラム
『石器石材Ⅲ － 在地系石材としてのチャート －』

岩宿文化賞授賞式
シンポジウム

主催　笠懸町教育委員会・岩宿フォーラム実行委員会

日　　時　平成17年 11月 5日 ( 土 )・6日 ( 日 )

　本年度の岩宿フォーラム／シンポジウムでは、｢チャー

ト ｣という石器の材料としては最もポピュラーな石材を取

り上げました。石材産地が限られ石材として珍重されて

いたと考えられている黒耀石と異なり、チャートは一般的

な生活場所に程近くの河原でも採集できるような石材であ

る。このチャートは、多くの遺跡で発見されてはいるもの

の、研究の主役になることはありませんでした。

今回のシンポジウムでは、まず、数億年という生成年

代をもつチャートの岩石的な特徴を明らかにします。そし

て、各地の河原にどれほどのチャートが存在するのか、ま

た、石器となるような良質のチャートを得るためにどれほ

どの労力がいるのかなどの実地調査の成果を公表します。

さらに、関東地方各地の遺跡でのチャートの使われ方など

の発表を行い、その状況を対比します。

これまでほとんど議論されてこなかったチャートに光

をあてることにより、当時の人々が岩宿時代の道具の中心

であった石器の材料を、どのような考え方をもって入手し

ていたのかを明らかにしていきます。

■ 写真 ■　岩宿フォーラム実行委員による河川での調査の様子

応  募  要  項

応募基準
①　応募作品は，岩宿遺跡及び岩宿時代に関する自由研究および学習成

果であること。

②　応募作品は，公募を行った日の属する年度，および前年度までの研

究および発表した成果であること。

③　応募作品は，桐生広域圏内に所在する小・中・高等学校及び養護学

校に在籍する児童・生徒の自由研究及び学習成果であること。

応募方法
①　応募に際しては，個人，グループ（学級単位でも可）の別はありま

せんので，応募用紙に必要事項を明記し作品とともに提出すること。

②　作品の提出は，郵送でも可。

③　応募された作品については，表彰式終了後に学校単位で返却予定。

選考の方法
　応募作品の中から優秀な作品やユニークな作品に対して，社会教育・
学校教育関係者により各賞を選考。

　①高校生の部    優秀研究賞     １点（賞状・副賞　図書ｶｰﾄﾞ１万円分）

　②中学生の部    優秀研究賞     １点（賞状・副賞　図書ｶｰﾄﾞ１万円分）

　③小学生の部    優秀研究賞　  １点（賞状・副賞　図書ｶｰﾄﾞ１万円分）

　全体から      ユニーク研究賞　１点（賞状・副賞　図書ｶｰﾄﾞ１万円分）

作品の応募先および問い合わせ先
　　３７９－２３１３  新田郡笠懸町大字鹿３４４番地

　　　　笠懸町教育委員会事務局  社会教育課

ＴＥＬ０２７７（７７）２２０１   ＦＡＸ０２７７（７７）２２０２　　　　　

応募の締め切り期日
　　平成１７年９月１５日（木）までに事務局に到着したものまで

まだ間に合う 岩宿文化賞学生部門賞のご案内まだ間に合う 岩宿文化賞学生部門賞のご案内

開催会場　笠懸町公民館 1階 交流ホール

主幹　笠懸野岩宿文化資料館

岩宿フォーラム
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9 月 17日（土）
『心やさしい日本の詩』

　イタリアオペラや日本歌曲の演奏を精力的に

行っている桐生在住のソプラノ歌手甲本順子さん

による日本歌曲のソロコンサート。

　主な曲目：金子みすゞ童謡歌曲集

（中田喜直作曲），

『瞳』・『すてきな春に』・

      『日記帳』（小林秀雄作曲） 

        ほか

11 月 19日（土）
「ドイツの心  J.S. バッハ」

　今回の演奏会のために集められた室内アン

サンブルと山崎真由美さん（ソプラノ）他の声楽

家たちによるバッハのカンタータの夕べ。室内アン

サンブルによるバッハの「ブランデンブルグ協奏曲」

も演奏される

　主な曲目：『カンタータ第 182 番』・

『カンタータ第 61 番』・

『ブランデンブルク協奏曲第３番』

（J.S. バッハ作曲）

10 月 22日（土）
「心に残るドイツの調べ」

　井上豪さん率いるブラームス・カンマーアンサンブル

と千葉文重さん（ピアノ）によるバッハのピアノ協奏曲や、

石原理恵さん（ソプラノ）によるシューマンの歌曲でドイツ音楽

の心に迫るコンサート

　主な曲目：『ピアノ協奏曲第４番イ長調 BWV1055』

（J.S. バッハ作曲），

『弦楽のための交響曲第１０番ロ短調』

（メンデルスゾーン作曲），

歌曲集『女の愛と生涯』（シュ

ーマン作曲）

秋の夕
べにマンモスをバックにクラシック音楽を♪

開　演　午後 7：00～　

入場料　各 2,000 円（飲み物代含む）

定員　　150 名（全席自由）

チケット等の問い合わせ　資料館まで

サロンコンサート友の会のホームページからもチケット

が購入できます（割引あり）  

URL   http://www1.ocn.ne.jp/̃schubert/

コンサートは，中世ヨーロッパの貴族の館で始まり、18世紀末から19世紀初めの市民革命

を経て大衆化したといわれています。毎年地元の音楽ファンの方々に好評を得ています『サロ

ンコンサートシリーズ』は、今年も３回の演奏会が企画されています。今年度の第２回と第３

回のコンサートは、2005 年・2006 年が『日本におけるドイツ年』にちなんで、ドイツの作

曲家の作品をとりあげ、サロンコンサートシリーズとしては異例の室内オーケストラを組織し

ての大がかりな演奏会を行います。　

このコンサートは広範な方々に資料館を知っていただくことと、博物館の多角的な活用を図

ることを目的に行っていますが、マンモスをバックに楽しむクラッシックな音楽と、休憩時間

にはワインやコーヒーなどでおしゃべりが楽しめる中世ヨーロッパのサロンの雰囲気とで、と

ても魅惑的なコンサートになっています。お気軽に音楽を楽しんでいただくとともに、ご来場

を契機に歴史に関心を向けていただければと思います。
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友の会
史　跡
見学会

秋の

　笠懸町の産業祭にあわせ、資料館においても「岩宿ムラ

収穫祭り」を開催します。

　岩宿ムラは資料館友の会が中心になり、毎年、春の「カ

タクリさくら祭り」の時期と秋の年 2回開催しています。

4つのサークル（石器作り・土器作り・古代料理研究会・

民俗伝承研究会）が、古代の人々の生活を再現し、来館し

ていただいた方々に古代人の生活を体験していただきま

す。ご家族で参加してみませんか！

主な内容
　石器づくりサークル　・弓矢とやり投げ大会

　・石器作り

　・石器のナイフで鮭の解体

　土器づくりサークル　・勾玉作り
　・古代の火起こし

　・土器の野焼き

　・古代の売店（土笛・土鈴・埴輪）

　古代料理研究会　　   ・いのしし鍋の試食
・古代の売店（あけび茶・お焼き・ドングリコーヒー）

・竹炭焼きの実演（竹炭のお土産配布）

※先着 150人にドングリクッキーをプレゼント！

民俗伝承研究会      　・古代米の脱穀をする

実施日　平成 17年 10月 15～ 16日 ( 土･日 )
訪問地　高畠町うきたむ風土記の丘考古資料館、

高畠町縄文時代草創期洞窟群、上山市山形県埋蔵
文化財センター、鶴岡市致道博物館ほか

宿泊地　上山温泉
参加費用　一般　24000 円、資料館友の会会員　23000 円

申し込み方法　資料館窓口あるいは、電話 ､ファクス、メールにて、氏名、
住所、生年月日、友の会入会の有無をお伝えの上 ､お申し込

みください。

申し込み期限　９月 30日 ( 金 )

期日　11月 13日（日）
会場　岩宿人の広場
時間　午前 10：00～午後 2：00岩宿ムラ収穫祭岩宿ムラ収穫祭

▲ 写真　昨年の岩宿ムラ収穫祭から ▼

■ 写真 ■　史跡日向洞窟（春にはしだれ桜が見事です）

■ 写真 ■　うきたむ風土記の丘考古資料館
（押出遺跡出土品ほか山形県内の重要な考古資料が展示されています）

　岩宿時代や縄文時代の山形県は、その時代の逸品が多数発

見されています。特に岩宿時代では、頁岩を使った優美な石

器が多く発見される地域として有名です。

『秋の山形県に岩宿時代と
縄文時代の逸品を訪ねて』

『秋の山形県に岩宿時代と
縄文時代の逸品を訪ねて』
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モスで，島嶼に隔離されたため小型化が進み体高は１m

程のものであったといい， 3700 年前にこのマンモスを

狩っていたという説もあるとのことである。

　いずれにしても，マンモスの絶滅からは数千年も経過

しており，近代以前のヨーロッパ人にはゾウを追いかけ

ていたという記憶も伝承も残っていなかったのだろう。

また，アフリカやアジアからゾウを移入することはあっ

ても，ギリシャ＝ローマ時代から中世にかけてのヨーロ

ッパで，ゾウを見られた人はごく限られていて，まして

やゾウの骨などどんなものかほとんどの人は想像もつか

なかったのだろう。そうした人々が未知の巨大な頭骨が

発見されたとき，神話の世界に登場する伝説の巨人の姿

を求 めたのは無理からぬことなのか

もしれない。

　さて，話は現代にも

どって，常設展示室の

マンモスの化石の話

である。資料館便り

『Origin』第６号を見

ると，マンモスの全身骨

格のことが書かれており，

「今不思議なのは，このマンモ

スの骨を見て３つや４つの子

供が『ぞうさん』とわかること。

トレードマークの長い鼻がないのに，なぜわかるのでし

ょうか」とある。おそらくは動物園で実物を見たり，博

物館で実際に古代ゾウの復原骨格を実際に見たり，恐竜

図鑑（なぜかマンモスが載っていることも多い）やビデ

オといったものから知っていて，こういうものはゾウの

骨だということが分かっているのだろう。そんなことを

書いていると，子供の博物学的知識の獲得を絡ませて認

知考古学の論文が１つ書けそうな気にもなってくるが，

あまりに壮大すぎて多分モノにできないだろう。

　というわけで強引にまとめるが，今や子供でもゾウの

骨と分かるものをネタにして謎の生命体を発見という記

事にするのは子供だましにもならん，と思う次第である

（でもこういう記事，個人的には大好きです。そしてこ

の記事をスクラップにしておかなかったことを今，心の

底から後悔している）。

（萩谷　千明）

　数年前のこと，自宅でゴロゴロしながらとある娯楽夕刊

紙に目を通していると，フィリピンの山奥で一つ目の巨人

の頭骨を発見と題した記事が，巨人の頭骨とされる写真付

きで報じられているのが目に止まった。掲載された巨人の

頭骨とされる写真はどう見ても現生のアジアゾウの頭骨を

撮ったものにほかならいもので，ショウガネエナアと思い

ながら記事を読んだ記憶がある。そもそもフィリピン諸島

にアジアゾウって分布しているのだろうか？　

　これによく似た例は，近代以前の古生物学の発達や進化

論が登場する前の近代以前のヨーロッパにおいて，マスト

ドンやマンモスといった古代ゾウの頭骨の化石が発見され

たときに当時の人々が，頭骨

中央の鼻腔を眼窩に，眼窩のくぼ みを

耳の穴にそれぞれ見立てて，

人類創造以前の地上を跋扈

していたギリシャ神話に

出てくる伝説上の巨人キ

ュクロプス族のいた証拠

と考えたというものがあ

る。あるいはゾウの化石

を発見した古代人が，この

化石が巨人のものではないか

としたことが，この神話の元

になったのかもしれない。い

ずれにしても，どうも件の記事は，これを参考にしたんじ

ゃないかといぶかっている。

　さて，そのマンモスなのだが，およそ 500 万年前に，

現生のゾウの仲間と分岐したとされ，150 万年前にはヨ

ーロッパから北米大陸にまで広がっていったといわれてい

る。９種類のマンモスが今のところ知られており，現在す

べてが絶滅している。

　われわれがマンモスといわれると想像するのが，シベリ

アで氷づけになって発見されたり，ヨーロッパの洞窟壁

画に描かれたりしたもので，ケナガマンモスと呼ばれてい

る。北海道で発見されたマンモスの化石もケナガマンモス

に分類されている。マンモスの絶滅は更新世末期から完新

世の初頭といわれ，その絶滅には気候変動による植生変化

とも，ヒトによる狩猟圧により個体数が保てなくなったこ

ととも，両者が複合したのだという諸説がある。最後のマ

ンモスは北極海のランゲル島で見つかっているコビトマン

ストーン エッセイ②
不定期連載

岩宿時代について，資料館の活動について

学芸員が語ります。

マンモスと異形の巨人伝説を
ちょっと考えてみた

左写真のマンモス骨格を右の図のようなモノとして想像してみました
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４日　岩宿大学第３講『考古資料の型式を学ぶ』
講師：土肥　孝 氏（文化庁美術学芸課主任調査官）
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10 日　岩宿探検隊『土器づくり』

17日　サロンコンサート『心やさしい日本の詩』

（５ページへ）

17日　岩宿探検隊『化石探し』受付開始
（お問い合わせは資料館まで）

19日　夏休み子供向け展示『岩宿人のくらしをさぐる』
最終日

１日　第 40回企画展『環状ブロック群』開催
（11月 23日まで，　２～３ページへ）

２日　企画展展示解説講座

「上林遺跡―日本最大の環状ブロック群の謎を解く―」
講師：　出居　博  氏（佐野市教育委員会）

（２ページへ）

８日　岩宿探検隊『化石探し』

15-16 日  史跡見学会『秋の山形県に岩宿時代と
縄文時代の逸品を訪ねて』（６ページへ）

22日　サロンコンサート『心に残るドイツの調べ』
（５ページへ）

23日　岩宿大学第４講

『自然科学的手法によるチンギス・カン宮殿址の発掘調査』
講 師： 加 藤 晋 平 氏（ 元 國 學 院 大 學 教 授 ） 

※定員 70名，単独受講の場合受講料 1000 円が必要と

なります

28日　群馬県民の日（無料入館日）

５-６日　岩宿フォーラム（４ページへ）

　５日　岩宿文化賞授賞式／シンポジウム「石器石材 III」１日目

　６日　シンポジウム「石器石材 III」２日目

13日　岩宿ムラ収穫祭 (６ページへ )

岩宿探検隊『土器焼き』（お問い合わせは資料館まで）

19日　岩宿探検隊『しめかざりづくり』受付開始
（お問い合わせは資料館まで）

サロンコンサート『ドイツの心  J.S. バッハ』
（５ページへ）

４日　岩宿大学第５講『考古資産をどう生かすか』
講師：勅使河原 彰氏（（財）トトロのふるさと財団理事）

　　　※定員 70名，単独受講の場合受講料 1000 円が必要と

　　　　なります

　　　第９回友の会展示開催
（2005年１月 15日まで）

10日　岩宿探検隊『しめかざりづくり・もちつき』
（もちつきは午前 11 時 30 分から岩宿人の広場に

て自由参加です。ぜひご参加ください）

24日　岩宿探検隊『土鈴づくり』受付開始

27日～ 2006 年１月５日

年末年始休館日（12月 26日は平常休館日）

９月９月

10月10月
12月12月

11月11月


