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はじめに

　日本の歴史をひもとくと、かつて人間同士の大規模な争いが少ない時代があった。

それは、約１万 6000 年前から１万年間ほど続いた縄文時代である。

　日本列島は、亜熱帯から亜寒帯まで、南北に細長く、その周囲をオホーツク海、太平洋、

日本海、東シナ海に囲まれ、高温多湿、多種多様な樹木が森を形成している。

　縄文時代の人びとは狩猟・採集・漁撈生活を基本とし、ドングリや野山の動物、魚

介類など、森と海からもたらされる豊富な自然の恵みに感謝し、大自然と融合した生

活を送っていた。

　世界に先駆けて定住生活を始めた縄文人は、日本列島の各地に血縁による共同体を

核に、家族とともに助け合いながら、生命を生み出す物や現象を敬い、老人や子供た

ちに手を差しのべながら平和な暮らしを長期にわたり持続させていた。農業や牧畜を

生活の基本としていなかったため、土地の所有や水利に関する問題が無かったのも平

和な時代であった所以のひとつであろう。

　日本各地の縄文時代の遺跡からは、土器や土偶、生活用具など数多くの出土品が発

掘されている。これら縄文人が生活のなかで生み出してきた品々を通して、高度なモ

ノづくりの技術、知識、造形美、精神性などが、当時の人びとがこの日本列島でどの

ように暮らし、生きていたのかを読むことが出来る。そして、縄文時代以来のきめ細

やかな技術文化、精神性などが、現代にも受け継がれていると思える。

　このような縄文文化を深く解明するうえで、考古学の果たす役割は大きい。今後、

縄文人の心や行動を鮮明にするには、柔軟性と広い視野と創造的冒険の試みが必要で

ある。これを進めるうえで考古学と関わりのある歴史、人類、民俗、宗教、芸術、神話、

科学といった諸分野の成果を総合的にとらえ、展開してゆくことが求められる。国際

縄文学協会は、それを「縄文学」と名づけ、縄文学を志す人々の結集を求め結成した

ものである。

　縄文時代の造形や特徴とよく似たものが、世界の他の場所にもみられることがある。

環状列石や集団墓のような大規模な記念物は、代表的なものであろう。その多くは東

北地方や北海道にあり、およそ7千年前から3千年前に作られたものである。まさにちょ

うど同じ頃、ストーンヘンジに代表される巨石記念物が、ユーラシア大陸の反対側の

島国、イギリスやアイルランドで建設された。

　巨大な記念物の時代には、日本列島とイギリス諸島ではまだ狩猟採集生活が盛んだっ

た。なぜ、ほぼ時を同じくして、そのような記念物が作られたのだろうか。文化や環

境のうえで、同じような条件があったのだろうか。考古学に関心のある多くの人をひ

きつけてやまない謎である。本号では、縄文と新石器時代のイギリスから、代表的な

記念物を紹介して、その背景に何があるのかを探ってみたい。

                                            特定非営利活動法人国際縄文学協会
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Introduction

When we look at the history of Japan, there was an era when large-scale battles among humans were rare. It was the 
Jōmon period, which continued for more than 10,000 years from approximately 16,000 years ago.
 The Japanese Archipelago has a long and narrow shape stretching from north to south, which covers a 
variety of climates ranging from subtropical to subarctic. It is surrounded by oceans, that is, the Sea of Okhotsk, the 
Pacific Ocean, the Sea of Japan, and the East China Sea. As vast regions belong to a temperate zone under the Asian 
monsoon system, high temperatures and humidity are nurturing diverse kinds of forests.
 People in the Jōmon period mainly lived on hunting, gathering, and fishing. They appreciated the abundant 
blessings of nature from the forests and the sea, including acorns, land animals, and fish, and lived to the rhythms of 
Mother Nature.
 People in the Jōmon period started to establish sedentary settlements from an earlier historical stage 
than most other parts of the world. They lived in many places of the Japanese Archipelago based on kinship-based 
communities at the core. On the wings of imagination, we can visualise their old good days ‒Families helped each 
other, respected life-producing matters and phenomena, assisted the elderly and children, and continued a peaceful 
lifestyle over a long period of time. One of the reasons for this peaceful era might have been the basic absence of 
issues of land ownership or water supply because their lifestyle was not essentially based on agriculture or livestock 
farming.
 In the Jōmon sites across Japan, a large number of artefacts have been excavated, such as earthen vessels, 
clay figures, and living utensils. These items suggest that people had already developed advanced manufacturing 
techniques, giving us abundant insights about their knowledge, aesthetic consciousness, and spirituality. Through 
these items that the Jōmon people produced, we can glimpse how people in those days lived in the Japanese 
Archipelago. We can also suppose that the fine technical culture and spirituality may have been inherited even by 
the modern era ever since the Jōmon period.
 To analyse the Jōmon culture in depth, archaeology plays a substantial role. To crystallise the minds and 
behaviour of the Jōmon people, it will be necessary to make creative and challenging attempts while remaining 
flexible with a broad perspective. In the course of such attempts, it will be necessary to comprehensively interpret 
and apply the achievements of diverse fields related to archaeology, such as history, anthropology, ethnology, 
religion science, art science, mythology, and the natural sciences. The International Jōmon Culture Conference 
defines such a comprehensive science as “Jōmon science”. The Conference was established to gather people 
together who aspire to employ Jōmon science to acquire knowledge and insights.
 It is fascinating to find that the Jōmon culture often share similar formative arts and historical phenomena 
with other parts of the world of the prehistoric times. Among them, large-scale monuments, such as stone circles 
and group tombs, would be one of the most notable examples. They were frequently situated in the north-eastern 
Honshū and Hokkaidō approximately from 7,000 to 3,000 years ago. It is just around the same time that large 
monuments epitomised by Stonehenge were constructed in Britain and Ireland, another island chain located in the 
other extremity of the Eurasian Continent.
 While societies both in the Japanese Archipelago and the British Isles were still highly dependent on hunting 
and gathering economy at that time, why did people construct such magnificent monuments almost coincidentally? 
Are any similar trajectories in socio-cultural and environmental conditions involved? This phenomenon still remains 
a big mystery, attracting many archaeology lovers. In this volume, we would like to glimpse what lies behind 
prehistoric large-scale monuments, by introducing representative sites in Jōmon Japan and Neolithic Britain.  

I n t e r n a t i o n a l  J om o n  C u l t u r e  C o n f e r e n c e
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私がストーンヘンジ (Stonehenge) とエイ
ヴベリー (Avebury) を初めて訪れたのは、ま
だ学校に通う子供だった頃だ。兄と休日に
サイクリングして行ったのは、全考古遺跡
の代表ともいえるこれら二つの記念物がユ
ネスコ世界遺産に登録される何年も前だっ
た。私は夢中になり、ときには友人や家族
と共に、機会があるたびに何度も戻ってく
ることになった（pic. 1、 pic. 2）。私がス
トーンヘンジとエイヴベリーの遺跡を正式
に学び、研究に取り組むようになったのは
比較的最近になってからだが、これらの遺
跡は私に考古学を続ける上でインスピレー
ションを与えてくれる存在だった。ストー
ンヘンジとエイヴベリーは考古学という学
問分野が誕生するはるか以前から有名であ
り、私が知る全ての遺跡のなかでも最も多

くの考古学関連文献を生み出してきた。ス
トーンヘンジは文字記録に残る以前の時代
にさかのぼる建築物のなかでも傑出した例
の一つである。そしてエイヴベリーは世界
最大のストーンサークルである。これら二
つの驚くべき記念物は、ときにはライバル
とされたが、むしろ互いに補い合いながら
イングランド南部の白亜地帯に広がる美し
いウィルトシャー (Wiltshire) 州の田園風景
に屹立し、太古の人類の偉業をたゆむこと
なく証言し続けてきた（fig. 1）。これらの記
念物は何世紀にもわたって考古学者や芸術
家、作家、訪れる人々にインスピレーショ
ンを与えてきた。そこには、建築家イニゴー・
ジョーンズ (Inigo Jones)1 や古物収集家 ( ア
ンティクエリアン ) ウィリアム・ステューク
リ (William Stukeley)2 にはじまり、作家トー
マス・ハーディ (Thomas Hardy)3 に至る面々
が含まれる。聞くところによれば、アメリ
カのオバマ大統領にとって、ストーンヘン
ジ訪問は、「死ぬまでに必ずやりたいこと」
の一つだったそうである 4 。

ストーンヘンジとエイヴベリーの遺跡に
ついては、あまりに多く書かれてきたから、
改めて新しいことを述べるのはたいへんで
ある。しかし、目下これらの遺跡について
の二つの新しい取り組みに関わっている私
は、この点では恵まれている。そこで、最
近の研究をご紹介し、いかにこれら二つの
傑出した遺跡が日英協力の発展に寄与でき
るか、その可能性を述べた上で、遺跡の理
解が縄文時代に関心のある人々とどのよう
に関わりがあるかについて考えていくこと
とする。

第一の取り組みとして、「イギリス考古学
ウィンター・プログラム」を取り上げたい。

1　建築家（1573-1652）。イタリアに留学、ルネッサンス建築に連なるパッラーディオ主義を伝え、後世ジョージ王朝時代
（18-19 世紀初期）を代表することになる建築様式の礎を築いた。
2　1687-1765。遺跡調査に科学的手法を導入した。ロンドン考古協会の設立に参加。ハレー彗星で有名な天文学者エドモ
ンド・ハレー（Edmond Halley）とともにストーンヘンジの研究を行ったことでも知られる。
3　小説家・詩人（1840-1928）。映画でも有名な『ダーバヴィル家のテス』では、ストーンヘンジがラストシーンで重要な
舞台となる。
4　オバマ大統領（当時）は、ウェールズのニューポートで開かれた NATO サミットの機会を捉え、2014 年 9 月にこの夢を
果たした。

pic. 1　ストーンヘンジの風景　
Landscape of Stonehenge.

pic. 2　エイヴベリーの風景
Landscape of Avebury. 
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I first visited Stonehenge and Avebury as a 

schoolboy, on a cycling holiday with my elder 

brother, years before these two most iconic 

of all archaeological sites were inscribed as 

UNESCO World Heritage. I fell in love with 

them, and returned whenever I could, often 

accompanied by fr iends and fami ly,  and 

although I never really studied them formally 

until relatively recently, they inspired me to go 

on to study and work in archaeology (pics 1 and 

2). They have been famous since long before 

the discipline of archaeology was born, and 

have generated more archaeological literature 

than any other archaeological sites I am aware 

of. Stonehenge is the most remarkable example 

of pre-literate architecture in the world. And 

Avebury is the largest stone circle in the world. 

These two exceptional monuments, sometimes 

regarded as r ivals,  but rather as seen as 

complementary, stand in the beautiful Wiltshire 

countryside on the southern English chalkland, 

as enduring testimony to the antiquity of 

ウィルトシャー州
（右上図）
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エジンバラ

メインランド島

© d-maps.com
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Dublin
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Norwich
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Edinburgh

Mainland
Swindon
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Salisbury
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Avebury
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Bend of the Boyne

fig. 1　本文関連地図
Map with relevant places.
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2014 年以来、毎年二月に、セインズベリー
日本藝術研究所考古・文化遺産学センター
は、学部学生を対象に、野外調査と講義か
らなる2週間のプログラムを運営している。
参加人数は 10 名であり、5名は東京大学文
学部から、あと 5名はイギリスの大学の考
古学デパートメントから広く募られた学生
諸君から構成されている。このプログラム
は、海外渡航して体系的にイギリス人学生
と共に時間を過ごすことの少ない東京大学
の学生に貴重な国際経験を提供すると同時
に、考古学を専攻するイギリスの学生にとっ
ては、慣れ親しんでおくべき考古学資料に、
日本人学生という異なる目を通して改めて
触れる機会となることを狙いとしている。
本年（2020 年）は、次に触れる第二の取
り組みが進行中だったので、プログラムで
は多くの時間をストーンヘンジとエイヴベ
リーで過ごした。

第二の取り組みは、展示の二重奏 ( デュ

エット ) である。まず、「縄文のアート」展
がディバイザス (Devizes) のウィルトシャー
博物館 (Wiltshire Museum) で 2020 年の夏
開催予定で計画された（pic. 3、pic. 4）*。オー
プニングは夏至（6月 20 日）の前夜の予定
だったが、夏至こそは、ストーンヘンジで
（そしてイギリスとヨーロッパの先史巨石
記念物の多くで）特に重要な意味を持つ日
である。ウィルトシャー博物館は歴史的都
市ディバイザス（ディバイザスは、世界一
のビールの名誉に輝くワドワース 5 でも有名
で、ここのビールは今でも街中を荷馬車で
配達される）中心部の非常に美しい 18 世紀
の上質な砂岩造りの建物にあり、収蔵品は、
ストーンヘンジとエイヴベリー地域におけ
る最も重要な考古学コレクションの一つで
ある。コレクションの見所には、過去 2世
紀にわたりリチャード・コルト・ホア卿 (Sir 
Richard Colt Hoare) やウィリアム・カニン
トン (William Cunnington) といった、ストー
ンヘンジにおいて最初に明確な考古学的手
法で調査を行った古物収集家たちや後世の
考古学者によって集められた遺物がある。こ
れらの収蔵品は、近年、全英の博物館・美
術館にとって非常に重要な資金源となって
いる文化遺産宝くじ基金 (National Heritage 
Lottery Fund) からの多大な寄付によって再
び展示されるようになったものである。私
のお気に入りには、黄金の副葬品が多く発
見されたブッシュ・バロー (Bush Barrow) な
ど、英語ではバロー (barrow) と呼ばれる、
この地域に多い墳丘墓から出土した品々で
ある。また、数多くのストーンヘンジのミ
ニチュア模型（そのうちいくつかは、もは
やそれ自体で古物品の価値を持つ）がある
が、驚くべきはストーンヘンジ・キャビネッ
トというエレガントな木製の家具（飾り棚）
である（pic. 5）。キャビネットはストーン
サークルなどの地域の先史記念物の風景で
装飾されており（その内いくつかは上空か
ら見下ろした眺めで、航空写真が現れる何
世紀も前に作られたことを考えれば驚くべ

5 ワドワース醸造所（Wadworth）のブランド 6X Crafted Amber Ale は、2019 年、世界的なビールコンテスト、ワールド・
ビア・アワードで最高賞（Pale Bitter up to 4.5% 部門）を獲得した。

pic. 3　ディバイザスの街並み
The town centre of Devizes.

pic. 4　ディバイザスのウィルトシャー博物館
The Wiltshire Museum, Devizes. 
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human achievement (fig. 1). They have inspired, 

archaeologists, artists, writers and visitors for 

centuries – from the architect Inigo Jones and 

the antiquarian William Stukeley, to the author 

Thomas Hardy: Stonehenge was reputedly 

even on the ‘bucket list’ of American President 

Obama.

So much has been written about these sites 

that it seems challenging to write anything 

new or original. I am very fortunate in that I 

am currently involved in two initiatives relating 

to them, and it is from that perspective that 

I feel I can write this piece. Along the way I 

will introduce some of the recent work that 

has taken place at Stonehenge and Avebury, 

and I  want to look forward to how these 

two exceptional places can inspire further 

collaboration between the UK and Japan, and 

consider the relevance of an understanding of 

them for people interested in the Jōmon period.

The first initiative I want to discuss is our 

Winter Programme in British Archaeology. Each 

February since 2014 the Centre for Archaeology 

and Heritage at the Sainsbury Institute for 

the Study of Japanese Arts and Cultures has 

organised a two-week programme of field visits 

and lectures for a group of ten undergraduates, 

five from the Faculty of Letters at the University 

of  Tokyo,  and f ive more selected largely 

from archaeology departments at Brit ish 

universities. The idea is to provide a significant 

international experience for University of Tokyo 

undergraduates who may not otherwise often 

have the opportunity to travel overseas and 

spend time in the company of their British 

counterparts in a structured fashion, and at 

the same time, to offer British archaeology 

undergraduates the chance to see what should 

be familiar archaeological material through the 

rather different eyes of the Japanese students. 

This year (2020) we spent the great majority of 

our time in the area around Stonehenge and 

Avebury, due to the second initiative I want to 

introduce.

This second initiative is a duet of exhibitions: 

Arts of Jomon was planned to be held at the 

Wiltshire Museum in Devizes in the summer of 

2020 (pics 3 and 4)*, opening on the eve of the 

Midsummer Solstice (20 June), which has long 

been a particularly important day for Stonehenge 

(and indeed for  many other  prehistor ic 

megalithic sites in the UK and Europe). The 

Wiltshire Museum is located in an exquisite 

18th century golden sandstone building in the 

centre of the historic town of Devizes (famous, 

among other things, for the most delicious beer, 

Wadworth’s, which is still delivered around the 

town by a horse-drawn dray), and houses one of 

the most important collections of archaeology 

from the area of Stonehenge and Avebury. 

Highlights of the collection, which were recently 

redisplayed with a major grant from the National 

Heritage Lottery Fund, a source of funding 

of great importance to all UK museums and 

galleries, include finds made over the past two 

centuries by antiquarians such as Sir Richard Colt 

Hoare and William Cunnington – who made the 

first recognisably archaeological investigations 

of Stonehenge, and many later archaeologists. 

Among my favourites are the burial assemblages 

pic. 5　ストーンヘンジ・キャビネット
The Stonehenge Cabinet.
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き正確さである）、家具の周りに観衆を集め
て夏至の日の出の再現を観察できるよう精
巧に設計されている。

私は今まで、日本の考古学者の同僚たち
をウィルトシャー博物館に何度も案内して
きたが、そのたびに、デーヴィッド・ドー
ソン (David Dawson) 館長から心のこもった
素晴らしいもてなしを受けた。ドーソン館
長は、長年にわたり、夜や週末にも時間を
割いて、私が連れてくるゲストたちに博物
館を案内してくれている。博物館は、ウィ
ルトシャー考古自然史協会の本拠地でもあ
り、定期的に公開講演や会合が開かれてい
る。私が 1月に訪ねた時、会議室は地元アー
ティストのグループが使用していて、みんな
熱心に創作に取り組んでいた。ブックショッ
プでは地域の歴史や考古学についての本が
充実しており、壁は、この地方を有名にし
ている古代の記念物を題材にした魅力的な
現代の美術作品で飾られている。博物館で
はまた、定期的に現代美術アーティストに
よる展示会が開かれているが、そこで考古
学や歴史学的なテーマが取り上げられるこ
とも多い。例えば、2020 年の秋には、エリッ
ク・ラヴィリオス (Eric Ravilious) 展が計画
されている。ラヴィリオスは戦争画家として
有名だが、ウィルトシャーを含む白亜地帯
にあるホワイトホース (White Horses) や神
秘的なウィルミントンの巨人の地上絵 (Long 
Man of Wilmington) といった、イングラン
ド南部一帯に広がる記念物を題材にした美
しい絵画を制作している。私は、こうした
芸術作品から「縄文のアート」展について
のアイデアを得た。

かねてから私は、国際縄文学協会のネッ
トワークに大きな影響を受け、縄文考古学
に触発された日本の現代美術作家の作品を
知り、大いに興味を持っている。2010 年、
私たちはイーストアングリア大学セインズ
ベリー視覚美術センター (SCVA) で先史時
代の土偶についての日欧比較プロジェクト
“unearthed”（「出土」）展を行ったが、これ
に関連して、安芸早穂子氏や独自のスタイ

ルで活動する縄文造形家、猪風来 ( いふうら
い ) 氏などの現代日本のアーティストの作
品を展示する小規模な関連展 “Rebirth”（「再
生」）を催すことができた。その後、私は、
小林武人氏がまとめ役になった芸術家集団
「ジョウモニズム(Jomonism)」の仕事を知っ
た。彼らの素晴らしい展示に初めて触れた
のは、東京・青山の文化複合施設スパイラ
ルのギャラリーでのことだった。何年か前、
妻（リリアナ・ヤニック (Liliana Janik) 博士、
ケンブリッジ大学で考古学を教えており、
芸術と考古学の関係にたいへん関心を持っ
ている）とともに私は東京で小林氏と会い、
イギリスでジョウモニズム展ができればな
かなか興味深いものになるのではと話し
合ったものだ。ウィルトシャー博物館の「縄
文のアート」展の種は、こうして播かれた
のだった。

一方、2016 年夏に京都で開催された第 8
回世界考古学会議のおり、イングリッシュ・
ヘリテッジ（日本の文化庁に相当）のヘザー・
セビレ (Heather Sebire) 氏と会うことがあっ
た。セビレ氏は、ストーンヘンジに責任を
持つ上級管理者の一人である。世界考古学
会議で、私は会議に先立つ何年間かの中で
も最大級のイギリス考古学プロジェクトを
いくつか紹介する特別セッションを開いて
いた。私は「ストーンヘンジ川辺プロジェ
クト」(Stonehenge Riverside Project) につ
いてセッションで取り上げようと思ってい
たが、残念なことに、プロジェクトリーダー
であるロンドン大学ユニバーシティ・カ
レッッジのマイク・パーカー・ピアソン (Mike 
Parker Pearson) 氏の出席はかなわなかっ
た。京都でたまたま持たれた夕食の席上で、
セビレ氏は私にストーンヘンジに関する最
新の情報を伝えてくれたが、その際、私は
彼女に「北海道・北東北を中心とした縄文
遺跡群」のユネスコ世界遺産への登録運動
に私が関わっていることと、なかでも縄文
のストーンサークルに関心を持っているこ
とを説明した。「北海道・北東北を中心とし
た縄文遺跡群」には、秋田県の大湯環状列
石と伊勢堂岱遺跡、ならびに青森県の小牧
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from the many mounded tombs, called barrows 

in English, that are found in such abundance in 

the area, including the Amesbury Archer and the 

Bush Barrow, buried with great riches of gold. 

There are also many models (some of them now 

almost antiquities in their own right) and an 

amazing object called the Stonehenge Cabinet 

an elegant piece of wooden furniture decorated 

with scenes of stone circles and other prehistoric 

monuments in the region (some viewed from 

above with an accuracy quite remarkable 

considering the piece was made centuries before 

the first aerial photographs), with an ingenious 

design that allows people gathered around it 

to observe a reconstruction of the midsummer 

sunrise (pic. 5).

I  have taken many groups of  Japanese 

archaeological colleagues to the Wiltshire 

Museum, and we always receive a wonderful 

warm welcome from the Director, David Dawson 

who, over the years has given up much time, 

including evenings and weekends, to introduce 

my guests to his museum.  The Museum is 

also the home to the Wiltshire Archaeological 

and Natural History Society, and hosts regular 

public lectures and meetings. When I visited in 

January, the meeting room was being used by 

a local artists group, everyone intently working 

on their new masterpieces. The bookshop is 

well stocked with volumes on local history and 

archaeology, and the walls are adorned with 

some fascinating modern artworks depicting 

some of the ancient monuments for which the 

region is so famous. The Museum also regularly 

hosts special exhibitions by contemporary artists 

often with an archaeological or historical theme. 

For example, in autumn 2020 they are planning 

an exhibition by Eric Ravilious, the famous war 

artist who also made beautiful paintings of 

the monuments across the southern English 

landscape, especially the chalk landscapes of 

which the Wiltshire region is part, including 

White Horses and the mysterious Long Man of 

Wilmington. It was these artworks that gave me 

the idea for the Arts of Jomon exhibition. 

For some time, and in large part inspired 

by the networks of the International Jomon 

Culture Conference, I have been aware of and 

very interested in the work of contemporary 

Japanese artists inspired by Jōmon archaeology. 

During our comparative exhibition on prehistoric 

f igurines (dogū) from Japan and Europe, 

unearthed, at the Sainsbury Centre for Visual 

Arts at the University of East Anglia in 2010 

we were able to arrange a small additional 

exhibition that we called Rebirth, in which we 

were able to exhibit artworks by contemporary 

Japanese artists interested in Jōmon, including 

Aki Sahoko and the self-styled Jōmon artist 

Ifurai. Subsequently, I came to know about the 

work of the Jomonism group of artists collective, 

brought together by Kobayashi Taketo. I first 

visited their remarkable exhibition at the Spiral 

Gallery in Aoyama. A couple of years ago my wife 

(Dr Liliana Janik, who teaches archaeology at 

the University of Cambridge and has a particular 

interest in the relationship between art and 

archaeology) and I met with Kobayashi in Tokyo, 

and talked about how interesting it would be to 

have a Jomonism exhibition in the UK. The seed 

was planted for Arts of Jōmon at the Wiltshire 

Museum.

Meanwhile, at a chance meeting at the 8th 

World Archaeological Congress in Kyoto in 

summer of 2016, I met with Heather Sebire, 

who worked for English Heritage (then the 

equivalent of the Agency for Cultural Affairs), 

one of the senior managers with responsibility 

for Stonehenge. I had arranged a special session 

at WAC8 introducing some of the largest-

scale British archaeological projects of the 

previous few years. I had hoped to include the 

Stonehenge Riverside Project in the session, but 

sadly the project director, Mike Parker-Pearson 

of University College, London, was eventually 

unable to attend. Over an impromptu dinner 

in Kyoto, Heather brought me up to date with 

current developments at Stonehenge, and I 

was able to explain my interest in stone circles 

through my involvement with the Jōmon Sites in 
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野遺跡という三つの縄文のストーンサーク
ルが含まれているのはご承知の通りである。

ストーンヘンジ (Stonehenge)
近年、ストーンヘンジに関して最も重要

な出来事といえば、ストーンサークルに程
近い場所でのストーンヘンジ世界遺産セン
ター (Stonehenge Visitor Centre) が開館し
（2013 年 12 月、pic. 6）、ストーンサーク
ルに隣接して走っていた幹線道路が閉鎖さ
れ、千を超える先史記念物で埋め尽くされ
たストーンヘンジ周辺の景観から取り除か
れた一件であり、また 2004 年から 2009 年
にかけてストーンヘンジ川辺プロジェクト
が実施されたことである。プロジェクトで
は、ストーンヘンジ本体のみならず地域内の
最も重要な記念物の多くを対象に発掘が行
われた（fig. 2）。なかでも謎に満ちた遺構で
あるカーサス (Stonehenge Cursus)6 や、お
そらくストーンヘンジを建設した人々が住
んだ集落と考えられるデュリントン・ウォー

ルズ (Durrington Walls) 遺跡 7 の調査は注目
されている（pic. 7）。さらにストーンヘン
ジ本体では、レーザースキャンを用いるな
ど詳細な調査が行われ、斧によって刻まれ
た傷など、これまで知られてこなかった事
実が明らかになった。こうした事業のおか
げで、私たちはいまやこの最も重要な先史
遺跡について、またそれがどのように周囲
の景観と結びついているのかについて、未
だかつてないほどの知識を手にしている。
そして世界に誇るインタープリテーション・
センターである世界遺産センターでは、こ
れら遺跡について判明したことの多くを、
年間 150 万人以上におよぶ世界中から訪れ
る人々に紹介している。世界遺産センター
の展示施設ヴィジターセンターでは、大規
模なマルチメディア・シアターがあり、夏
至と冬至の日に列石の中央に立てばどう見
えるのか、ありのままに経験できるように
なっている。ディバイザスのウィルトシャー
博物館からのものも含め、周辺の博物館か
ら貸し出しを受けた出土品の展示は見事な

6 ストーンヘンジ・カーサスは、ストーンヘンジ本体の北約 1 キロの場所に東西に走る全長 3 キロ余り、幅 100 - 150 メー
トルに及ぶ巨大な溝状の遺構であり、ストーンヘンジ本体の建設開始（周囲を巡る溝の形成が紀元前 3000 年頃）に先立
つこと数百年前、およそ紀元前 3600-3300 年ごろに作られたと判明した。
7 デュリントン・ウォールズ遺跡は、ストーンヘンジ本体の北東 3 キロ余りの場所にある。カーサスの東端から約 1 キロ
の地点である。  

pic. 6　ストーンヘンジ世界遺産センターの建物　　Stonehenge Visitor Centre.
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Northern Tōhoku and Hokkaido UNESCO World 

Heritage nomination, which of course includes 

three sets of Jōmon stone circles, at Ōyu and 

Isedodai in Akita prefecture, and Komakino in 

Aomori. 

Stonehenge

T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t s  a t 

Stonehenge in recent years are the opening of 

the Stonehenge World Heritage Centre a short 

distance from the stone circle itself (pic. 6); the 

closure of a main road which ran immediately 

adjacent to the stone circles, cutting it off from 

its surrounding landscape, full of over 1000 

prehistoric monuments; and the Stonehenge 

Riverside Project,  which from 2004-2009 

undertook extensive excavations at Stonehenge 

i t s e l f  a n d  m a ny  o f  t h e  m o st  i m p o r ta nt 

monuments  in  the area ( f ig .  2) ,  notably 

the enigmatic cursus and the settlement of 

Durrington Walls, most likely where the people 

who built Stonehenge lived (pic. 7). Further 

detailed research at Stonehenge included a laser 

scan of all the stones, revealing many previously 

unknown details, including carvings of axes. 

As a result of all this, we now know more than 

ever about this most important of prehistoric 

site, how it relates to its surrounding landscape, 

and we have a world-class interpretation centre 

which presents much of what is known about 

the site to the over 1.5 million visitors a year 

who now come to the site from all around 

the world. The Visitor Centre includes a large-

scale multimedia theatre so that all visitors can 

experience something of the magic of how it 

is to stand in the middle of the stones at the 

midsummer and midwinter solstices, excellent 

displays of artefacts from the site on loan from 

the surrounding museums, including the Devizes 

Museum, reconstructed Neolithic houses 

modelled on those excavated at Durrington 

Walls and populated by enthusiastic volunteers 

wanting to show off  their  knowledge of 

prehistoric technology to the visitors, who also 

have the opportunity to try the test of strength 

involved in moving the massive sarsen stones 

from which the largest stone arrangements are 

made. We were very lucky in February and were 

able to secure special early morning access to 

the centre of the stone circle, usually off limits 

to most visitors, and saw the sun rise and moon 

set through the stones.

The new Visitor Centre also contains a modest 

special exhibition gallery, which highlights a 

particular aspect of Stonehenge each year. I 

have seen several of the special exhibitions held 

there, and particularly enjoyed a fascinating 

selection of Stonehenge ephemera, objects 

and images from the personal collection of 

archaeologist and broadcaster Julian Richards, 

pic. 7　ストーンヘンジ・カーサス
The Stonehenge Cursus. 
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ものである。デュリントン・ウォールズ遺
跡で発掘された住居址をもとに、新石器時
代の住居が復元展示されてもいる。また、
熱心なボランティアが、訪れる人々に先史時
代の技術についての知識を披露している。
訪問客はまた、ストーンヘンジのなかで最
も大きな列石の石材である巨大なサーセン
石 8 などが、どのように動かされたのか、自
分で試すこともできる。この二月、私たち
ウィンター・プログラム一行は、通常ほと
んどの訪問客が近づけない列石中央に早朝
に立ち入りを許されたが、まことに幸運な
ことであった。

新しいヴィジターセンターには、小規模
の特別展用スペースがあり、毎年、ストー
ンヘンジに関する特定の話題を取り上げて
いる。私はそうした特別展をいくつか見て
きたが、なかでも、考古学者にしてテレビ・
ラジオの司会者でもあるジュリアン・リ
チャーズ (Julian Richards) 氏の、ストーン
ヘンジにまつわる品々や写真の個人的コレ
クションは見ものであった。リチャーズ氏
は、1980 年代にストーンヘンジとその周辺
の景観を調査した「ストーンヘンジ周辺域プ
ロジェクト (Stonehenge Environs Project)」
を指揮し、今手に入る本の中では最も包括
的なガイドである『ストーンヘンジ：今ま
でに明らかになった物語 (Stonehenge: The 
Story so Far)』と、魅力的な飛び出す絵本、
『飛び出すストーンヘンジ (The Amazing 
Pop-Up Stonehenge)』の著者でもある。こ
れに引き続いて行われたのが、「ストーンヘ
ンジと食べ物 (Feeding Stonehenge)」と呼
ばれるまだ続行中のプロジェクトに関する
特別展だったが、ここでは、近年の科学的
調査によって明らかになった先史時代の食
べ物がテーマとなった。その中には、遺跡
の近くにいた人々を支えていた食料に含ま
れていた牛の骨の分析によって、その牛が
遠くスコットランドから運ばれてきたこと

が紹介されていた。私のお気に入りは、ス
トーンヘンジの最後の私的所有者セシル・
チャブ (Cecil Chubb) 氏が遺跡を国に寄贈し
た1918年から百周年を記念した特別展だ。
それは本当の意味での「草の根」展で、一
般の人々に、可能であれば自分たち自身が
写り込んだストーンヘンジの写真を募った
のである。そして、過去 150 年にわたる写
真が送られてきたのだ。ちなみに、チャブ
氏は 1915 年のオークションでストーンヘ
ンジを購入したのだが、そもそもオークショ
ンに来たのは、世界で最も有名な考古遺跡
を買うためではなく、ダイニングチェアを
家に買って帰るためだったという。

ヘザー・セビレ氏との夕食では、先にご
紹介した話題をひとしきりしたあと、さら
に、目下議論の的である世界遺産地域の地
下を横断する自動車トンネルについて話を
した。このトンネルは、ストーンヘンジ本
体の南を横切るのだが、そうすることで、
イングランド南西部とロンドンを結ぶ自動
車道路のルートをストーンヘンジの景観か
ら隠すと同時に、訪問者がずっと耳にする騒
音をなくし、遺跡周辺の先史時代景観を安
全に楽しめるようにできる（fig. 2、pic. 8）。
ここまできて、私たちは、日本のストーン
サークルでも共通の問題があることに気付
いて心を打たれた。例えば、大湯環状列石
の二つの主要なストーンサークル、万座サー
クルと野中堂サークルの間を横切る道路の
問題（これについては何年か前、私は考古
学関連の学術誌アンティキティ (Antiquity)
に書いたことがある）、伊勢堂岱遺跡が大館
能代空港へのアクセス道路建設の際に発見
され、道路のために作られた橋脚を今でも
間近に見ることができること、また北海道
森町の鷲ノ木遺跡で、ストーンサークルの
直下に非開削工法という特殊な方法で高速
道路トンネルを通して保存が図られたこと
などである（本巻の榎本剛治氏の論文を参照）。

8 サーセン石 (sarsen) は、南イングランド一帯に多く産出する大きなブロック状の砂岩質の岩で、ストーンヘンジ中央の巨
大列石の主な素材になっている。「サーセン」という語は、もともとムスリムを意味する方言だが、キリスト教に由来しな
いもの全般を呼称するためにも用いられた。



17JOMON  Vol. 8

who directed the Stonehenge Environs project of 

the 1980’s, wrote the most comprehensive guide 

currently available for the site, Stonehenge: 

The Story so Far, as well as the wonderful The 

Amazing Pop-Up Stonehenge book. This was 

followed by a remarkable exhibition about the 

major ongoing research project called Feeding 

Stonehenge, presenting many of the recent 

scientific insights into prehistoric diet, including 

the analyses of cattle bones which indicate that 

animals were brought from as far as Scotland to 

supply the feasts that sustained the prehistoric 

peoples who spent time near the site. Perhaps 

my favourite to date, however, has been a true 

‘grass roots’ project, for which people were 

invited to send in their own photographs of 

Stonehenge, ideally including themselves, taken 

over the last 150 years, making the centenary 

of Cecil Chubb’s 1918 gift of Stonehenge to 

the nation. He had bought the site at auction 

in 1915 – he had intended to buy some dining 

room chairs and returned home instead with the 

deeds for the most famous archaeological site in 

the world.

トンネル化
予定区間

トンネル化予定区間

A344（2013 年廃止）

A303
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60
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1 km
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fi g. 2　ストーンヘンジ付近の地図 
Map of the area of Stonehenge with representative archaeological sites .

pic. 8　ストーンヘンジ近くの自動車道 A303
A303 running near Stonehenge. 
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ストーンヘンジの新しい道路トンネルに
ついて、難点の一つは、トンネルによって、
ブリック・ミード (Blick Mead) 遺跡という、
8千年前の中石器時代のキャンプサイトの環
境への影響があるかもしれない点である（fig. 
2）。ブリック・ミード遺跡は、たいへん珍
しい、冬も凍らず一定の水温に保たれた湧
水泉のそばに位置するのだが、この水には、
地元産の灰色のフリント石を深い赤色に変
色させる効果がある 9。（青森県三内丸山遺
跡の巨大掘立柱建物を思い出させる）大き
な柱穴がセットとなって出土していること
もあり、ブリック・ミードは実に興味深い
遺跡である。ブリック・ミードは、ストー
ンヘンジを建設した人々の何世紀も前にす
でに狩猟採集民がソールズベリー平原で生
活を営んでいた証拠であり、ストーンサー
クルのはるか以前からウィルトシャー地方
のなかでもこの地域が重要だったことを示
しているのだ。

セビレ氏との長い会話の中で、私たちは
ストーンヘンジで起こっていること、北海
道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録の
状況について互いに情報を交換した。話題
はさらに、東京オリンピック・パラリンピッ
クと私が関わっているプロジェクトに及ん
だ。そして、美味しい食事と酒に誘われて、
ストーンヘンジ世界遺産ヴィジターセン
ターによる東京オリンピック記念企画とし
て、何か縄文のテイストをストーンヘンジ
に持ち込んではどうだろうというアイデア
に行き着いたのだった。何しろ、2012 年の
ロンドン・オリンピックの聖火リレーはス
トーンヘンジを通過したのだし、東京オリ
ンピックの聖火台にはストーンヘンジとほ
ぼ同時代に位置付けられる縄文の火焔土器
をモティーフにデザインするという素晴ら
しいアイデアもあったぐらいなのだから、
縄文関連のイベントはオリンピック記念と
してまことにふさわしいではないか。

かれこれ十年以上、私は、京都橘大学の
一瀬和夫氏とともに、大英博物館所蔵のガ
ウランド・コレクションという、日本国外
にあるものとしては最大の古墳時代の遺物
コレクションの再評価作業に関わってきて
いる。この件は、2012 年のロンドン・オリ
ンピックに合わせて放映されたガウランド
についての NHK スペシャルにも幾分か関係
している。ウィリアム・ガウランド (William 
Gowland) は、19 世紀の後半に明治政府に
招かれた御雇外国人であり、16 年間を大阪
造幣寮で過ごしたが、その機会に、古墳調
査に熱心に取り組んだ（pic. 9）。1900 年、
ストーンヘンジの立石のうち、先端に横石
を渡したものの一つが倒壊したが、その復
元に先立ち、考古協会によって、ガウラン
ドはストーンヘンジの考古学調査を請け負
うことになった。ガウランドは、その報告
書の中に、日本の江戸城の建物の木版画を
載せ、機械を使わずにどのように巨石を動
かすのかを説明している。また同時に、二
見浦の（夫婦岩の）図を示して、日本とス
トーンヘンジの間に太陽崇拝という共通点
があることも示唆した。ガウランドは、ス
トーンヘンジが金属器を用いずに建設可能
であり、したがって新石器時代後期にまで
建設がさかのぼる可能性を論じた最初の人
でもある。ガウランドの調査は、ストーン
ヘンジについて 20 世紀に行われたものの中
で最も影響力が大きく、それゆえに、私た
ちは企画展でガウランドが良き水先案内役
になってくれると感じたのだった。

エイヴベリー (Avebury)
ストーンヘンジの北約 40 キロのエイヴ

ベリーの大ストーンサークルもまた、考古
学的にきわめて重要な場所に位置している
（pic. 10、fig. 3）。私たちは、ウィンター・
プログラムの学生諸君とともにこの地を訪
れたが、イギリス全体でも近年稀に見る大

9 泉には、タンスイベニマダラ（Hildenbrandia rivularis）という紅藻が生息していて、水に浸けた石にこれが付着すると、
表面が紅色に変色する。この不思議な現象が、中石器時代の人々にとってブリック・ミードを特別な場所にしていた理由
の一つかもしれない。
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Conversation over dinner with Heather Sebire 

touched on all these topics and more – including 

the plan for a (controversial) new road tunnel 

to pass underneath the World Heritage Site to 

the south of Stonehenge itself, which would 

remove the major road linking London with 

the southwest of England from the Stonehenge 

landscape, both eliminating the ever-present 

traffic noise that visitors to the site endure 

today, and opening up the prehistoric landscape 

around the site for them to enjoy safely (fig. 2 

and pic. 8). We were struck by the comparisons 

with the road that separates the Manza and 

Nonakadō stone circles at Ōyu (and indeed I 

had written about this for the journal Antiquity 

several years ago), the discovery of Isedōtai, 

where concrete piers remind visitors of how the 

site was nearly destroyed by the construction 

of a new road to Ōdate-Noshiro Airport, and of 

course Washinoki in Mori-machi in Hokkaido, 

where the site was preserved through hand-

digging a road tunnel beneath the stone circle 

(see the article by Enemoto, this volume).

One of the principal objections to the new 

road tunnel is that it may impact on a site called 

Blick Mead (fig. 2), an 8000 year-old Mesolithic 

camp next to a very rare warm spring, whose 

waters have the ability to turn the local grey flint 

a deep red. Along with a set of huge postholes 

that are thought to have contained massive 

posts (maybe reminiscent of the giant post-

built structure at Sannai Maruyama in Aomori), 

Blick Mead provides tantalising evidence for 

the occupation of Salisbury Plain by hunter-

gatherers many centuries before the arrival of 

the people who built Stonehenge, but whose 

activities may already have marked out this part 

of Wiltshire as important long before the stone 

circles were built.

In the course of our long conversation, as we 

swapped stories about what was happening at 

Stonehenge and the World Heritage nomination 

for the Jōmon Sites of Northern Tōhoku and 

Hokkaido, we also turned to the Tokyo Olympics 

and Paralympics and some other projects in 

which I am involved. And gradually, aided by 

the delicious food and sake we were enjoying, 

an idea started to form for an exhibition at the 

Stonehenge World Heritage Visitor Centre to 

mark the Tokyo Olympiad: something to bring 

a taste of Jōmon to Stonehenge. After all, the 

Olympic flame had visited Stonehenge during 

the 2012 Olympic Flame Relay, and there was a 

wonderful scheme to have the Tokyo Olympic 

Cauldron designed after a Jōmon Flame pot, 

which are dated to around the same time as 

Stonehenge.

For more than a decade I have been involved 

in a reassessment of the greatest collection of 

Japanese Kofun period archaeological material 

outside Japan - the Gowland Collection at the 

British Museum - along with a team of Japanese 

specialists lead by Ichinose Kazuo of Kyoto 

Tachibana University. This lead in part to an 

NHK special about Gowland aired as part of 

the London Olympic season in 2012. William 

Gowland was one of the foreign experts (oyatoi 

gaikokujin) employed by the Meiji government 

in the later 19th century and spent 16 years 

working at the Osaka Mint, where he developed 

a passion for investigating kofun (pic. 9). In 1900 

one of the trilithons at Stonehenge collapsed, 

and the Society of Antiquaries engaged Gowland 

to undertake some archaeological investigations 

at Stonehenge prior to resetting the collapsed 

megalith. Gowland illustrated his report with 

woodblock prints of the building of Edo Castle 

from Japan showing how large stones could 

be moved without the use of mechanised 

pic. 9　ウィリアム・ガウランド (1842-1922)
William Gowland (1842-1922). 
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暴風雨の日に当たってしまった。悪天候の
中、風も雨もものともせず、私たちは、エ
イヴベリーとその周辺の考古学の最先端の
研究者であるサウザンプトン大学のジョ
シュア・ポラード (Joshua Pollard) 教授の
案内で、ストーンサークルと、近くにある
新石器前期のコーズウェイド・エンクロー
ジャー (causewayed enclosure)10 であるウィ
ンドミル・ヒル (Windmill Hill) を訪れた（pic. 
11）。
エイヴベリーは、天気がどうあれ、訪れ

た者に忘れがたい体験を与える。ストーン
サークルは荒削りのサーセン石で作られて
おり、外側を大きな溝で囲まれ、そのさらに
外側を巨大な土手がめぐっている。今日で
は近隣の町スウィンドン (Swindon)からディ
バイザスに向かう幹線道路が遺跡を横切っ
ている。ちなみに、スウィンドンは、イング
ランド歴史的建造物・記念物委員会（Historic 
Buildings and Monuments Commission for 
England, 通称ヒストリック・イングランド）

のアーカイブが置かれている町である。アー
カイブは、19 世紀の鉄道パイオニア、イザ
ムバード・キングダム・ブルネル (Isambard 
Kingdom Brunel) の手による鉄道車両整備
所の建物を使っている。また、最近では、
日本の企業ホンダのヨーロッパ工場と日立
製作所の拠点が置かれている。ともあれ、
最も近い幹線鉄道駅のあるスウィンドンか
らディバイザスまでは、バスが唯一の足で
ある。バスはストーンサークルの中を縫う
ように進む（pic. 12）。エイヴベリーは、イ
ギリス伝統の「ダブルデッカー」バスの二
階から最高の眺めを楽しめる世界唯一のス
トーンサークルなのだ。エイヴベリー村の
集落は、実際、列石の中にそっくり納まっ
ている。集落の中心にはパブ「レッド・ラ
イオン (Red Lion)」（pic. 13）があるのだが、
二月の悪天候の日、私たちはここに避難し
て暖を取り、お茶とコーヒーで一息つけた。
昔は、パブの小さな部屋―各部屋はイギリ
スの有名な考古学者の名前が付けられてい

10 字義通りには「陸橋のある環状囲い遺構」。環状の溝を外側に巡らせた環状遺構であるが、溝が一部切れて内部につながっ
ており、そこが環の内部への「陸橋（causeway）」に見える。

pic. 10　エイヴベリーヘンジの写真　Aerial view of the Avebury Henge. 
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equipment,  and also included a pr int  of 

Futamigaura, making the connection between 

sun worship in Japan and at Stonehenge. 

Gowland was also the first person to propose 

that Stonehenge could have been built without 

the use of metal tools, and hence dated it to the 

Late Neolithic. Gowland’s research is considered 

to have been the most influential of all the 20th 

century investigations at the Stonehenge, and 

we felt that he would provide a good ‘way in’ 

to the various connections between Japan and 

Stonehenge our exhibition will explore.

Avebury

The great stone circle of Avebury, about 40 

kilometres to the north of Stonehenge is also 

situated within a landscape of extraordinary 

archaeological significance (pic. 10 and fig. 3). 

We visited with our Winter Programme students 

on an exceptionally wet day in February, when 

one of the strongest storms to hit the British 

Isles in many years was raging. Despite the 

inclement weather, we braved the wind and 

rain for a tour of the stone circles and the 

nearby Early Neolithic causewayed enclosure at 

Windmill Hill, guided by Professor Joshua Pollard 

of the University of Southampton and the 

leading specialist on the archaeology of Avebury 

and its surrounding region (pic. 11). 

Ave b u r y  o f fe rs  a  t r u l y  u n fo rge tta b l e 

experience for the visitor – even on days when 

the weather is less atrocious. The great stone 

circle, made up of rough sarsen stones enclosed 

by a massive ditch beyond which is a huge 

circular bank, is today traversed by the main 

road from the nearby city of Swindon (home 

to the Historic England Archive, located in the 

engine sheds built by the 19th century railway 

pioneer Isambard Kingdom Brunel, and more 

recently to the European headquarters of Honda 

and Hitachi) to Devizes, home to the Wiltshire 

Museum we encountered earlier. The only way 

to get from Swindon, the nearest mainline 

railway station, to Devizes, is by bus. Avebury is 

the only stone circle in the world where you get 

the best view from the upper floor of a classic 

British ‘double-decker bus’ as it winds its way 

pic. 11　ウィンドミル・ヒル　Windmill Hill.
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る－で宿泊もできたのだが、悲しいことに、
今はできなくなった。私は、1995 年にオー
ガナイズした学会「縄文からスター・カー（遺
跡）へ (From the Jomon to Star Carr)」の際
に、日本の考古学者と滞在したことがある。
この学会は、縄文文化を専門にする研究者
が多く参加し、ヨーロッパの中石器時代の
研究者と交流する初めての機会となった。

私たちを案内して遺跡を回ったとき、ポ
ラード教授は巨大な立石のいくつかで立ち
止まり、それが新石器時代にどれほど重要
だったかについて説明してくれた。そして、
長く気づかなかったけれども、現代も、訪
れる人が立石の角や裂け目にたくさん小さ
な品々やロウソクを残していくんだよ、と
教えてくれた（pic. 14）。私たちは列石を囲
む巨大な土手の上を歩こうとしたのだが、
最後には風と雨に阻まれて断念した。本当
に、何人かの学生がほとんど吹き飛ばされ
てしまうような状態だったのである（pic. 
15）。教授は、エイヴベリーは、そもそも三
つのストーンサークルから構成されている
と教えてくれた。大きなストーンサークル
の内部に、より小さな二つのサークルが入っ
ているのである。ポラード教授と同僚の研
究者による最近の調査では、記念物の歴史
が新石器時代前期の長方形の家屋のような
構造物の建設に始まることが判明している。
ひどい天候のために、その日エイヴベリー
のストーンサークルとその周辺からの出土
品を展示しているアレクサンダー・ケイラー
博物館 (Alexander Keiller Museum) に入館
できなかったのは悲しかった（pic. 16）。ア
レクサンダー・ケイラーは、1930 年代にエ
イヴベリーにおける最も重要な発掘調査を
行った人物である（pic. 17）。今回見ること
はかなわなかったが、博物館にはエイヴベ
リーと世界の主要な新石器時代の遺跡を比
較する年表（三内丸山遺跡も記されている）
が架かっている。ちなみに、ここには、ケ
イラーが所有していた最高のヴィンテージ
カーも保管されている 11。ケイラーの発掘
で出土した遺物や貴重な写真は全て博物館
の展示で見ることができる。なかでも、エ

アレキサンダー・
ケイラー博物館 エイヴベリー
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fi g. 3　エイヴベリー付近の地図
Map of the Avebury Henge area with representative archaeological sites.

pic. 13　エイヴベリー村のパブ、レッド・ライオン
Pub “Red Lion”, located in the centre of the Avebury Henge.

pic. 12　エイヴベリー村の中心部で、列石を縫うように走るバス
Bus running through the Avebury Henge.
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through the stone circle (pic. 12). The village of 

Avebury is actually located within the monument 

itself. At its heart is the Red Lion pub, which 

on the inhospitable day we visited in February 

was an oasis of dry warmth, teas and coffees 

(pic. 13).  In the past one could stay overnight in 

the small rooms at the pub, each named after 

famous British archaeologists, but those days 

are sadly gone. I stayed in 1995 with Japanese 

archaeologists who joined us for a conference I 

organised, From the Jomon to Star Carr, the first 

time a significant number of Jōmon specialists 

were brought together with their European 

Mesolithic counterparts .

Professor Pollard guided us around the site, 

stopping in front of some of the huge standing 

stones to explain their potential significance in 

the Neolithic, and also telling us how he never 

knew what he might find – as modern visitors 

would leave many trinkets and candles in the 

nooks and crannies in the stones themselves (pic. 

14). We attempted to walk around the top of the 

great circular bank, but were eventually defeated 

by the wind and rain – some of the students 

nearly being completely blown away (pic. 15). 

He pointed out the Avebury in fact comprises 

three stone circles, two smaller ones inside the 

largest. Recent investigations by Joshua Pollard 

and his colleagues indicate that the history of 

the monument began with the construction of 

a rectangular house-like structure in the Early 

Neolithic.

Sadly, due to the terrible weather, the World 

Heritage Visitor Centre at Avebury was closed 

that day, along with the small Avebury Museum, 

which contains artefacts from excavations at 

and around the stone circles (pic. 16). That was 

a shame as the Visitor Centre, as well as having 

a useful chronological chart that compares 

Avebury to the other great Neolithic sites 

around the world (including Sannai Maruyama) 

is now home to a splendid vintage car, owned 

by Alexander Keiller who undertook the most 

signif icant excavations at Avebury in the 

1930s (pic. 17). His finds, and some amazing 

photographs, including one of the best shots 

from British archaeology, of his immense section 

through the massive ditch at Avebury, are all 

pic. 16　アレクサンダー・ケイラー博物館の外観
The Barn Gallery of the Alexander Keiller Museum.

pic. 14　暴風雨の中、ウィンター・プログラムの学生に
レクチャーするポラード教授
Professor Pol lard giving a lecture to the Winter 
Programme students during stormy weather .

pic. 15　巨大な土手上を歩くウィンター・プログラムの一行
The group of the Winter Programme walking on the 
gigantic  bank of the Avebury Henge.
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イヴベリーの大ストーンサークルを囲む巨
大な溝の発掘時に撮影された大規模な調査
セクションの写真は、イギリス考古学中で
もベスト・ショットの一つに数えられる（pic. 
18）。ケイラーはプロの考古学者ではなかっ
たが、一族が経営するマーマレード会社の
財産を受け継いで、発掘と高速自動車、旅
行に情熱を注いだ。パブのコーヒーで暖を
取った後、私たちは隣にある品の良い家の
前を通り過ぎたのだが、この建物は、後に
エイヴベリー男爵に叙されたジョン・ラボッ
ク (John Lubbock) の所有になったことがあ
る。ラボック卿は、イギリス考古学を初め
て科学的な見地から総合的に論じた『前史
時代 (Pre-historic Times)』（1865 年）の著
者である。それから私たちはザ・ヘンジ・
ショップ (the Henge Shop) という店に入り
込んだ。この店にはエイヴベリーに関する
ニューエイジ系の珍しい品々であふれてい
る。多くの考古学の本と並んで、美しい月
齢カレンダー、神秘的で霊験あらたかな石
や水晶があり、また母なる女神から古代の
レイ・ライン、ミステリーサークル、月崇
拝に至るまで、エイヴベリーにまつわるあ
りとあらゆる神話的理論を論じた本がある
（pic. 19）。

エイヴベリーと周辺の先史時代の景観に
広がる記念物を回るには少なくとも丸一日
必要だし、何度も繰り返し訪れる価値があ
る。次に、エイヴベリーとストーンヘンジ
の先史時代について明らかになっているこ
とについて、いくつか主なものをご紹介し
よう。

ストーンヘンジとエイヴベリーの先史記念
物と景観について
農耕が土器とともに大陸からイギリス諸
島に伝わったのは、約 6 千年前である。
5500 年前ごろには、ロング・バロー（long 
barrow, 長墳 )と呼ばれる集団墳丘墓が、ソー

11 ケイラーは、1910 から 20 年代にかけて活動した英仏協同の高級自動車メーカー、シザール・バーウィック（Sizaire-
Berwick）社の創設者の一人だった。

pic. 18　ケイラー隊によるエイヴベリーの巨大溝の発掘
Keiller’s team excavating the large ditch of the Avebury Henge.

pic. 17　アレクサンダー・ケイラーが指揮したエイヴベ
リーの発掘隊
The excavation team of the Avebury Henge, led by 
Alexander Keiller.

pic. 19　ザ・ヘンジ・ショップの外観
The Henge Shop.
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displayed in the Alexander Keiller Museum (pic. 

18). Keiller was not a professional archaeologist, 

but the heir to a fortune built from the profits of 

his family’s marmalade business, which he spent 

on his passion of digging, fast cars and travel. 

After warming coffees in the pub, we walked 

past an elegant house next door, once owned by 

John Lubbock, later Lord Avebury, author of the 

first scientific synthesis of British archaeology, 

Prehistoric Times, published in 1865. We then 

huddled in the Henge Shop, full of curiosities 

ref lect ing the great  New Age interest  in 

Avebury, selling, along with plentiful books on 

archaeology, beautiful lunar calendars, magical 

and efficacious stones and crystals, and books 

about the extensive mythology that surrounds 

Avebury expounding all manner of theories, 

from mother goddesses to ley lines, crop circles 

to moon worship (pic. 19).

The  ex tens ive  monuments  across  the 

prehistoric landscape at and around Avebury 

require at least a day to explore, and repay 

multiple visits. In the next section, I will briefly 

introduce some of the main developments in the 

prehistoric story of Avebury and Stonehenge.

The development of the prehistoric 
m o n u m e n t s  a n d  l a n d s c a p e s  a t 
Stonehenge and Avebury

Farming, along with pottery appeared in the 

British Isles, introduced from the continent, 

about 6000 years ago. Around 5500 years ago, 

long barrows (community mounded tombs) 

were built on Salisbury Plain and elsewhere in 

the British Isles. West Kennet Long Barrow near 

Avebury, 100m long, is one of the most famous 

(pics 20 and 21). Long linear monuments called 

‘cursus’ whose function we do not understand, 

but perhaps used for ceremonial processions of 

some kind, were also built at this time. There 

are two close to Stonehenge (pic. 7). The earliest 

sites include causewayed enclosures, which 

survive today as circular ditched sites, gaps in 

the ditches possible entrances. Windmill Hill 

near Avebury is one of the oldest (pic. 11).

Around 5000 years ago a circular ditch 

and bank (a ‘henge’ in English) was dug at 

Stonehenge, enclosing an area about 100m in 

diameter. The remains of about 150 people were 

buried here, in the largest Neolithic cemetery in 

Britain (fig. 4). At about the same time a great 

henge at Avebury was created, enclosing an area 

of 12 hectares.. Over 100 massive local sarsen 

stones were set up to create the largest known 

prehistoric stone circle, containing a further 

two, smaller, circles. Recent investigations of 

the southern small circle by Joshua Pollard 

and his colleagues has revealed traces of a 

rectangular Early Neolithic house (dating to 

pic. 20　ウェスト・ケネット・ロング・バローの石室模型
The real scale model of the stone chamber of the West 
Kennet Long Barrow .

pic. 21　ウェスト・ケネット・ロング・バローから出土し
た副葬品
Burial goods from the West Kennet Long Barrow.
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ルズベリー平原をはじめイギリス諸島の至
る所に築かれた。エイヴベリーの近くにあ
るウェスト・ケネット・ロング・バロー (West 
Kennet Long Barrow) は、100 メートルもの
長さをほこっており、非常に有名な例であ
る（pic. 20、pic. 21）。巨大な直線状の記念
物カーサス (cursus) は、どういった役割が
あったのかはまだわからないが、おそらく
は何かの儀礼時に行われた行進の際に使わ
れたものである。ストーンヘンジの近くに
は、二つのカーサスがある（pic. 7）。新石器
時代の最も古い時期に相当する遺跡には、
他にもコーズウェイド・エンクロージャー
がある。今日は環状の溝として残っており、
おそらく溝が切れて陸橋 (causeway) に見え
る部分が内部への入り口だったのだろう。
エイヴベリー近くのウィンドミル・ヒル（pic. 
11）は、最古のコーズウェイド・エンクロー
ジャーの一つである。

およそ 5千年前、環状の溝と土手からな
る遺構 (「ヘンジ」、 henge) がストーンヘン
ジの場所に作られた。これは直径約100メー
トルである。およそ 150 人が埋葬されてお

り、イギリスにおける新石器時代埋葬遺構
として最大のものである（fig. 4）。しばらく
経って、エイヴベリーの大ヘンジが作られ
た（紀元前 2600 年ごろ）が、こちらは内
側の面積が 12 ヘクタールもある。100 個を
超える地元のサーセン石が用いられ、現在
知られている中では最大の先史時代ストー
ンサークルが出現した。大ストーンサーク
ルの内部には、さらに二つのより小規模な
ストーンサークルが含まれている。南側の
小規模サークルを対象としたジョシュア・
ポラードのチームによる近年の調査では、
（ストーンサークルの建設よりも前の年代
に属する）新石器時代前期の長方形の建物
遺構が検出された。おそらく、これは、原
型となる「基幹」建物であって、後にこの
建物をいわば記念し、後世に伝えるために
石が設置されたのではなかろうか。これが、
エイヴベリーの起源について現在のところ
最も興味深い説である。

引き続いて紀元前 2500 年頃、「ビーカー
(Beaker)」型土器（pic. 22）という新型式
の土器を携えた新しい人々の到来 12 をもっ
て新石器時代の幕が下りる直前の時期に、
ストーンヘンジに大きなストーンサークル
が作られた。サークルに使われたのは最大
30 トンにもなる多数の巨大なサーセン石
である。石一つを動かすのに、最大で 200
人を要した。石は約 40 キロメートル北に
離れた、エイヴベリーの近くから運ばれた
が、巨石を綱と木のローラーを用いて引き
ずり、ストーンヘンジの場所までおよそ二
週間を要しただろう。石斧を用いてサーセ
ン石の形を整え、真っ直ぐに立て、さらに
石同士をほぞ穴継ぎやさねはぎ継ぎ 13 で接
合するという、驚くべき方法が用いられて
いる。サーセン石以外の石材では「ブルー
ストーン (bluestones)」と呼ばれる外来の
石が使われているが、これは 290 キロメー

12 ビーカー型土器は、広口の深鉢が特徴で、全体として鐘を逆さにした形をしている。ヨーロッパ大陸、とくにライン川
上流から現れ、西ヨーロッパ全体に広がった。銅や金といった金属の精錬技術を初めて持ち、青銅器時代の最初期ともさ
れる銅器時代に位置づけられる土器文化である。
13 さねはぎ継ぎとは、一方に細長い隆起（「さね」）を彫りつけ、もう一方には溝を作って接合する（「継

つ

ぎ接
は

ぎ合わす」）
方法である。

pic. 22　金属器の時代の幕開けを告げたビーカー型土器
Beaker pottery, symbolising the dawning of the Age of metal artefacts.
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before the construction of the stone circle), 

maybe an ancestral, or ‘foundational’ house, 

which was subsequently ‘memorialised’ and 

‘monumentalised’ in stone. This is the most 

interesting idea yet about the origins of Avebury.

500 years later (2500 BC), with the arrival 

of new people making a new type of ‘Beaker’ 

pottery (pic. 22), a large stone circle was 

constructed at Stonehenge, using many huge 

local sarsen stones (the heaviest was 30 tonnes). 

It took up to 200 people to move each stone, 

which were brought from about 40 kilometers 

north, close to Avebury, a journey that must 

have taken about two weeks, dragging the 

huge stones with ropes and wooden rollers. 

The sarsen stones were shaped with stone 

hammers, hauled upstanding, and joined 

together using mortise and tenon, and tongue 

and groove joints, an amazing achievement. 

Other stones, ‘bluestones’ were brought from 

the Preselli Mountains in Wales, 290 kilometres 

west of Stonehenge, to create a further stone 

circle within the ring of sarsens.  Meanwhile at 

Avebury, around the same time a new monument 

was being constructed, about 3 kilometres south 

of the Avebury stone circles, on a high ridge 

overlooking the valley of the River Kennet, called 

the Sanctuary, which was eventually connected 

to Avebury by an avenue of paired sarsen 

stones, which can still be followed today (fig. 3 

and pic. 23). By car, if you follow the route of the 

old A4 (originally a Roman road dating to 2000 

years ago), and continue west past the where it 

crosses the avenue and on beyond the footpath 

that leads up to the West Kennet Long Barrow, 

another of the most impressive monuments 

of British prehistory comes into view: Silbury 

Hill, at 40m high and with a diameter of 160m, 

the largest manmade mound in Europe (pic. 24 

and fig. 3). Constructed out of layers of chalk 
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I 期 Phase I, First Stonehenge phase

5,000-4,920 BP（年前）
土手と溝が作られる。
内陣円周に土坑列
Construction of the bank 
and ditch with earthen pits
in the outer edge of the inner sanctum

II 期 Phase II, Timber phase

4,900-4,600 BP（年前）
内部に木柱構造物
Wooden structures in the 
inner sanctum

III 期前葉 Early-Phase III, Stone phase

4,550 BP（年前）
ブルーストーン
が搬入される。
Bluestones were brought
into the Stonehenge

III 期中葉 Mid-Phase III, Stone phase

4,300 BP（年前）
サーセン石の配置。
南北に塚が作られる。
Arrangement of sarsen 
stones. Construction of 
barrows in north and south

　III 期後葉
Late-Phase III, Stone phase

4,280-3,930 BP（年前）
アヴェニュー建設。ブルーストーン再配置、
現在に至る。
Construction of the Avenue. Re-arrangement 
of bluestones as seen today

fig. 4  ストーンヘンジの平面図。発展を年代順に示している。原図はイングリッシュ・ヘリテージ上級文化財研究員スーザン・グリーニー (Susan 
Greaney, Senior Properties Historian) 氏提供
Plan of the Stonehenge, showing the chronological sequence of wooden pole / stone alignments and related features (Original drawing: by courtesy of 
Dr Susan Greaney, Senior Properties Historian). 
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トル西に離れたウェールズのプレセリ山地
(Preseli Mountains) から持ち込まれたもの
である 14。ブルーストーンを使って、サーセ
ン石の環のさらに内側にもう一つのストー
ンサークルが作られた。一方エイヴベリー
では、おそらく同じ頃、エイヴベリーのス
トーンサークルから南に約 3キロメートル
の、ケネット川 (River Kennet) の谷を見下ろ
す高台に新たな記念物（石と木材で作られ

たサークル構造物）が作られた。これはザ・
サンクチュアリ (The Sanctuary, 「聖域」) と
呼ばれ、サーセン石が対になって両側に並
べられた通路（West Kennet Avenue, ウェス
ト・ケネット・アヴェニュー）でエイヴベリー
と結ばれていた（fig. 3）。アヴェニューは現
在でも見ることができる（pic. 23）。

もう一つはシルベリー・ヒルの丘 (Silbury 
Hill) である（pic. 24）。自動車なら、ザ・サ
ンクチュアリから古道 A4ルート（このルー
トは 2千年前のローマ時代の道路に起源が
ある）を辿り、アヴェニューと交差する地
点を西に過ぎ、ウェスト・ケネット・ロン
グ・バローに繋がる小道を越えるあたりで、
このイギリスの先史時代で最も強い印象を
与える記念物が視界に入ってくる（fig. 3）。
シルベリー・ヒルは、ヨーロッパ最大の人
造の丘であり、高さ 40 メートル、直径は
160 メートルに及ぶ。シルベリー・ヒルは、
ザ・サンクチュアリとストーンヘンジの最
初のストーンサークルの建設からほどなく
して、白亜と土の層を積み重ねて作られた
のだが、いまだに神秘的な存在である。シ
ルベリー・ヒルは巨大な古墳だと信じられ
ていたのだが、調査によるとそれは否定さ
れている。おそらく、より古い時代に作ら
れたコーズウェイド・エンクロージャーと
同じく、シルベリー・ヒルにおいては、そ
の建設自体が最も重要だったのだろう。記
念物を建設することで、社会集団を一つに
まとめる意味があったのではなかろうか。

これらの約 200 年後、ストーンヘンジと
近くを流れるエイヴォン川 (River Avon) を
結ぶ直線上の通路が作られた。そして銅器
時代、引き続いて青銅器時代に入り、金属
器が使われるようになると、紀元前 2300
年から 1700 年にかけて、400 個に及ぶ円
形の墳丘墓 (barrow) がストーンヘンジの周
辺に作られた。代表的なものがブッシュ・

14 ストーンヘンジで「ブルーストーン」とは、遠方から持ち込まれた石材を広く指す言葉であり、実際には複数種の岩石
を含んでいる。しかし、なかでもウェールズ南西部のプレセリ山地からの石材が多数を占める。これは白い点紋の入った
粗粒玄武岩という火成岩の一種であり、美しい緑色を帯びることが多いため、輝緑岩ともいう。

pic. 24　シルベリー・ヒル。丘陵地に刻まれた谷の底にあるため、雨が降ると周囲が水
で囲まれる
Silbury Hill. Located in the bottom of the valley grooved in the hilly terrain, Silbury Hill 
is waterlocked when it rains.

pic. 23　ウェスト・ケネット・アヴェニューをザ・サンクチュアリの方向（南東）に見る
West Kennet Avenue, as seen looking in the direction of The Sanctuary (southeast).
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and soil, shortly after the Sanctuary was built 

and the first stone circles were being erected 

at Stonehenge, Silbury Hill  stil l  mystifies. 

Investigations have proven that it was not a huge 

burial mound, as originally believed: perhaps 

like the earlier causewayed enclosures, the act 

of building it was more important than any other 

function - bringing communities together to 

create a monument.

About 200 years later a linear avenue was 

created, linking Stonehenge to the nearby River 

Avon. With the start of the use of metal, in the 

Copper and Bronze Ages, between 2300-1700 

BC over 400 round burial mounds (barrows) 

were built in the landscape around Stonehenge, 

including the Bush Barrow, where a chieftain 

was buried with wonderful gold grave goods (pic. 

25).  At the end of the barrow building phase, 

images of daggers and axes were carved on to 

some of the sarsen stones (pic. 26).

Researching managing and visiting the 
Stonehenge, Avebury and Associated 
Sites World Heritage Site

The prehistoric stone circles of Stonehenge and 

Avebury along with sites in their surrounding 

landscapes were inscribed as UNESCO World 

Heritage in 1986, and were among a group of 

7 sites that were the first in the UK to be so 

designated. There are now 32 World Heritage 

Sites in the United Kingdom. Other Neolithic 

sites are the Heart of Neolithic Orkney in 

Scotland https://whc.unesco.org/en/list/514/ 

, which includes a series of stone circles and 

other monuments (pics 27 and 28), and in the 

Republic of Ireland the sites of the Boyne valley 

include megalithic Neolithic burial mounds of 

Newgrange, Knowth and Dowth https://whc.

unesco.org/en/list/659/.

A l o n g  w i t h  a l l  Wo r l d  H e r i ta g e  S i t e s , 

Stonehenge and Avebury have management 

p lans  and  research  st rateg ies .  Ongoing 

investigations at and around the sites are 

always changing our understanding of their 

developmental histories. Some of the results 

of the Stonehenge Riverside Project were 

summarised by the project director Professor 

Mike Parker Pearson in his 2012 book on 

Stonehenge, and a series of major research 

reports will start to be published this summer. 

This huge collaborative project, involving 

many of the leading Neolithic specialists in 

the UK and many hundreds of volunteers and 

pic. 26　銅器時代前期にサーセン石に刻まれた短刀や斧を描いた
図像の写真（上）と、当時の青銅製斧（下）
Carving images on the upright sarsen stones at Stonehenge, found 
by the late Professor Richard Atkinson (above). They represent axes 
and daggers that were in use in the Early Bronze Age.

pic. 25　ブッシュ・バローの黄金の副葬品
Golden burial goods at Bush Barrow.
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バロー (Bush Barrow) で、そこには族長が目
を見張るような黄金の副葬品とともに埋葬
されていた（pic. 25）。そして墳丘墓の建設
が終わる頃、短剣と斧によって、ストーン
ヘンジのサーセン石に図像が刻まれた（pic. 
26）。

世界遺産「ストーンヘンジ、エーヴベリー
と関連する遺跡群」の保全と活用を探る
ストーンヘンジとエイヴベリーの先史時

代のストーンサークルと周辺の遺跡群がユ
ネスコ世界遺産に登録されたのは 1986 年
であり、これはイギリス初の 7つの世界遺
産のうちの一つである。現在、イギリスで
は 32 の世界遺産が登録されている。世界
遺産に登録された新石器時代の遺跡には、
他にスコットランドの「オークニー諸島の
新石器時代遺跡中心地 (Heart of Neolithic 
Orkney)」があり、これにはストーンサーク
ルやその他の記念物が含まれている(https://
whc.unesco.org/en/list/514/)（pic. 27、pic. 
28）。また、お隣のアイルランド共和国には、
巨石墳墓ニューグレンジ (Newgrange)、ノ
ウス (Knowth)、ドウス (Dowth) をはじめと
するボイン渓谷 (Boyne valley) の新石器時代
墳墓群が世界遺産に登録されている(https://
whc.unesco.org/en/list/659/)。

全ての世界遺産について言えることだ
が、ストーンヘンジとエイヴベリーにも保全
計画があり、また調査計画が練られている。
遺跡や周辺の調査が進むにつれて、それら
が形成されてきた過程についての私たちの
理解も常に変わっていく。ストーンヘンジ
川辺プロジェクトについては、その成果が
プロジェクトリーダーのマイク・パーカー・
ピアソン氏の 2013 年のストーンヘンジに
関する書籍にまとめられたほか、主な調査
報告書がこの夏から順次公開される予定で
ある。この大型共同プロジェクトには、多
くの最先端の新石器時代専門家に加えて何
百人ものボランティアや学生たちも加わっ
て、ストーンヘンジに関する斬新な解釈を
提唱した。ストーンヘンジは、エイヴォン
川のほとりのデュリントン・ウォールズ遺
跡に代表される生者の世界と結びついた、
死者のための場所だというのである。そし
て、ポラード教授のエイヴベリー地域の調
査もまた、この驚くべき遺跡に関する新た
な事実を次々に明らかにしつつある。また、
古代の DNA に関する最近の研究によって、
私たちは、ここまで述べてきた素晴らしい
先史記念物の建設に実際関わったのが人々
の実像をより詳しく知るようになった。今
日では、こうした情報の多くがオンライン
で手に入るようになり、世界中から閲覧で
きるようになった。素晴らしい事例や貴重
な研究資源の多くが、先史時代の研究者だ
けでなく、考古学に興味を持つ全ての人々
にアクセス可能となっているのである。

いつの日か、みなさんがここにご紹介し
た遺跡を訪れる機会を持たれることを願っ
ている。ストーンヘンジとエイヴベリーは
現在のウィルトシャー州、ロンドンの西に
自動車で約2時間の場所にある。出土品は、
ディバイザスのウィルトシャー博物館と、
南にあるソールズベリー博物館で見ること
ができる（pic. 29）。

（和訳：内山純蔵）

pic. 27　オークニー諸島メインランド島西南部にあるストーンヘンジ、リング・オブ・
ブロッガー
Ring of Brodgar, a stone henge situated in the southwestern part of Mainland, the 
Orkney Islands.
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students, put forward a bold new interpretation 

of Stonehenge as a place for the dead, linked 

to the world of the living, represented by the 

settlement at Durrington Walls, by the River 

Avon. And Professor Pollard’s investigations in 

the Avebury landscape continue to reveal more 

about that amazing site as well. Recent work 

on ancient DNA is providing many more details 

about who actually built these extraordinary 

monuments. Much of this information is made 

available online and is freely available to view 

from around the world – providing an excellent 

example, as well as an invaluable research 

resource, for prehistorians and everyone with an 

interest in archaeology everywhere.

I hope that one day you can visit these sites: 

Stonehenge and Avebury are located in the 

modern county of Wiltshire, about two hours by 

car west of London. Artefacts from the sites can 

be seen at the Wiltshire Museum in Devizes and 

the Salisbury Museum to the south (pic. 29).

pic. 28　スカラ・ブレイ (Skara Brae) 遺跡の住居址。オークニー諸島メインランド島西岸
Neolithic dwellings at the Skara Brae site, on the western coast of Mainland, the Orkney Islands.

pic. 29　ソールズベリー博物館の前庭から見るソールズベリー大聖堂 (Salisbury Cathedral)
Salisbury Cathedral as seen from the front garden of the Salisbury Museum.
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写真解説

扉　
2018 年の夏至の日（6 月 21 日）、ストーンヘンジからの
日の出を祝う人々。ストーンヘンジでは、石列の中心と
ヒールストーン（Heel Stone, fig.4 を参照）という要石を
結ぶラインから日が昇る。9,500名の人々が集まった。ヨー
ロッパでは、夏至祭はキリスト教以前から存在し、今な
お広く見られる伝統である。撮影：内山純蔵。

Front: People celebrating the sunrise at summer solstice 
on 21 June 2018. The sun rises exactly from the direction 
that the straight line connecting the centre of the stone 
circle and Heel Stone (in the centre of the picture, the 
stone left oblique downward the sun, also see fig.4) 
points. Approximately 9,500 people gathered in 2018 
at Stonehenge. Midsummer observance predates 
Christianity and  can still widely be seen in various 
regions in Europe. (Photo: by Junzo Uchiyama).

pic. 1  
ストーンヘンジの風景。撮影：筆者。

Landscape of Stonehenge.  (Photo: by the author).

pic. 2  
エイヴベリーの風景。撮影：筆者。

Landscape of Avebury. (Photo by the author).

pic. 3  
1559 年創業のベアホテル (Bear Hotel) から見たディバイ
ザスの街並み。写真は内山翔太氏提供。

The town centre of Devizes as seen from the Bear Hotel, 
which was founded in 1559 (Photo by Shota Uchiyama).

pic. 4  
ディバイザスのウィルトシャー博物館。
撮影：内山純蔵。

The Wiltshire Museum, Devizes (Photo by JU).
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pic. 5  
ストーンヘンジ・キャビネット。ウィルトシャー博物館
で展示されている。写真は博物館のホームページより
(https://www.wiltshiremuseum.org.uk/?artwork=britton-
cabinet)。キャビネットは 1824 年に作られ、最初はウィ
ルトシャー出身の旅行作家にして古物収集家 ( アンティ
クエリアン ) だったジョン・ブリットン (John Britton, 
1771-1857) が所有していたので、ブリットン・キャビネッ
ト (Britton Cabinet) と呼ばれている。その後、ディバイ
ザス選出の庶民院（衆議院に相当）議員だったジョージ・
ワトソン = テイラー (George Watson-Taylor, 1771-1841)
が 200 ポンド（馬十数頭分相当の金額）で購入した。

The Stonehenge Cabinet (Photo: from the homepage of 
the Wiltshire Museum, https://www.wiltshiremuseum.
org.uk/?artwork=britton-cabinet). The Cabinet was made 
in 1824. It is generally called as the “Britton Cabinet” 
after its first owner John Britton (1771-1857), who was 
an antiquarian. Later the cabinet was purchased for 200 
pounds by George Watson-Taylor (1771-1841), who was 
a Member of the House of Commons of Devizes. The sum 
of 200 pounds was worth about a dozen horses at that 
time.

pic. 6  
ストーンヘンジ世界遺産センターの建物。Wikipediaより。
Stonehenge Visitor Centre (from Wikipedia).

pic. 7  
ストーンヘンジ・カーサス。長さは2.7キロメートルに及ぶ。
写真はイングリッシュ・ヘリテージのホームページより。

（https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/
stonehenge/history-and-stories/history/）

The Stonehenge Cursus. The longer side measures 
about 2.7 km Photo: from the homepage of the English 
Heritage, https://www.english-heritage.org.uk/visit/
places/stonehenge/history-and-stories/history/. 

pic. 8  
ストーンヘンジ近くの自動車道 A303。BBC の記事（2020
年 11 月 12 日、https://www.bbc.com/news/uk-england-
wiltshire-54919205）から。©PAmedia

A303 running near Stonehenge. 
Photo f rom the BBC art ic le  dated 12 November 
2020 ,  ht tps : / /www.bbc .com/news/uk-england-
wiltshire-54919205. ©PAmedia

pic. 9  
大阪府高槻市の塚原古墳群を調査中のウィリアム・ガ
ウランド (1842-1922)。1872 年から 1888 年まで日本に
滞在した。登山にも熱心で、「日本アルプス」の名称の
提案者でもある。写真は北イングランドに拠点を置く
The Heritage Trust の 2016 年 3 月 9 日 の 記 事 (https://
theheritagetrust.wordpress.com/2016/03/09/treasures-
from-the-ancient-japanese-mounded-tombs/) から抜粋。
©Trustees of the British Museum

William Gowland (1842-1922) under exploration of the 
Tsukahara Kofun (mounded tomb) group, Takatsuki City, 
Osaka. He was resident in Japan as an Oyatoi-Gaikokujin 
(an employed foreign specialist to teach new techniques 
in government service) from 1872 to 1888. He was also 
dedicated to mountain climbing, and known to have 
named the central mountains of Honshu Island as the 
“Japan Alps”. Photograph from the homepage of the 
Heritage Trust 
(Photo: 9 March 2016, https://theheritagetrust.wordpress.

com/2016/03/09/treasures-from-the-ancient-
japanese-mounded-tombs/). ©Trustees of the British 
Museum

pic. 10　
エイヴベリーヘンジの写真。Wikipediaより。ストー
ンサークルと外側の土手と溝（henge, ヘンジ）内
部に、村の中心部がそっくり収まっているのがわか
る（Wikipedia より転載）。

Aerial view of the Avebury Henge. The whole 
village centre is surrounded by the henge (from 
Wikipedia).

pic. 11　
英国を代表するコーズウェイド・エンクロージャー
のひとつ、ウィンドミル・ヒル。新石器時代に入っ
て間もない紀元前 3,800 年には人の活動の痕跡があ
り、紀元前 3,300 年ごろになると同心円状の溝の建
設が行われた。外径は 365 メートルに達する。溝内
から出土した土器から、この遺跡が新石器時代を通
じて使われていたことが判明している。エンクロー
ジャー内外に見える円形のものは青銅器時代の墳丘
墓である。写真は Glyn Coy 氏提供 (https://www.
hiddenwiltshire.com)。

Windmill Hill, one of the representative causewayed 
enclosures of the British Neolithic period. The 
earl iest  human activit ies are dated back to 
about BC 3,800,  and the concentric ditches 
were constructed around BC 3,300. The external 
diameter exceeds 365m. Ceramic vessels found 
from the ditches indicate that this site was used 
throughout the Neolithic period. Scattered small 
round shapes inside and outside the enclosure are  
Bronze Age grave mounds. Photo: by courtesy of 
Mr Glyn Coy (https://www.hiddenwiltshire.com).

pic. 12　
エイヴベリー村の中心部で、列石を縫うように走る
バス。撮影：内山純蔵。

Bus running through the Avebury Henge (Photo by 
JU).

pic. 13　
エイヴベリー村のパブ、レッド・ライオン。ストー
ンサークルの中心点に位置する。撮影：内山純蔵。

Pub “Red Lion”, located in the centre of the 
Avebury Henge (Photo by JU).

pic. 14　
暴風雨の中、ウィンター・プログラムの学生にレク
チャーするポラード教授。左は筆者。撮影：内山純蔵。

Professor Pollard giving a lecture to the Winter 
Programme students during stormy weather (Photo 
by JU).

pic. 15　
エイヴベリーのストーンサークルを囲む巨大な土手
上を歩くウィンター・プログラムの一行。
撮影：内山純蔵。

The group of the Winter Programme walking on 
the gigantic  bank of the Avebury Henge (Photo by 
JU).
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pic. 16  
アレクサンダー・ケイラー博物館（The Barn Gallery, 穀物
倉庫ギャラリー）の外観。17 世紀の家屋を考古学展示館
として利用している。撮影：内山純蔵。

The Barn Gallery of the Alexander Keiller Museum. The 
17th Century farmhouse is now utilised as an exhibition 
hall (Photo by JU).

pic. 17  
アレクサンダー・ケイラーが指揮したエイヴベリーの発
掘隊。前列中央の男性がケイラー本人。アレクサンダー・
ケイラー博物館の展示。

The excavation team of the Avebury Henge, led by 
Alexander Keiller. Alexander Keiller is the person in the 
centre of the front row (Photo by JU, from the exhibition 
of the Alexander Keiller Museum).

pic. 18  
ケイラー隊によるエイヴベリーの巨大溝の発掘。アレク
サンダー・ケイラー博物館の展示。

Keiller’s team excavating the large ditch of the Avebury 
Henge (Photo by JU, from the exhibition of the Alexander 
Keiller Museum).

pic. 19  
ザ・ヘンジ・ショップの外観。撮影：内山純蔵。

The Henge Shop (Photo by JU).

pic. 20  
ウェスト・ケネット・ロング・バローの石室模型。ウィ
ルトシャー博物館の展示。撮影：内山純蔵。

The real scale model of the stone chamber of the West 
Kennet Long Barrow (Photo by JU, from the exhibition of 
the Wiltshire Museum).

pic. 21  
ウェスト・ケネット・ロング・バローから出土した副葬品。
英国最初期の土器である。ウィルトシャー博物館の展示。
撮影：内山純蔵。

Burial goods from the West Kennet Long Barrow. The 
vessels are the earliest pottery in the U.K. (Photo by JU, 
from the exhibition of the Wiltshire Museum).

pic. 22  金属器の時代の幕開けを告げたビーカー型土器。
ソールズベリー博物館の展示から。撮影：内山純蔵。

Beaker pottery, symbolising the dawning of the Age of 
metal artefacts (Photo by JU, from the exhibition of the 
Salisbury Museum).

pic. 23  
ウェスト・ケネット・アヴェニューをザ・サンクチュア
リの方向（南東）に見る。背の高い人ほどのサーセン石
の列が、なだらかな丘を貫いてはるか彼方に続いている。
撮影：筆者。

West Kennet Avenue, as seen looking in the direction 
of The Sanctuary (southeast). The alignments of sarsen 
stones as tall as  a tall person stretch into the distance 
beyond gentle hills (Photo by the author).

pic. 24  
シルベリー・ヒル。丘陵地に刻まれた谷の底にあるため、
雨が降ると周囲が水で囲まれる。ウィンター・プログラ
ムの大暴風雨の直後の光景。撮影：内山純蔵。

Silbury Hill. Located in the bottom of the valley grooved 
in the hilly terrain, Silbury Hill is waterlocked when it 
rains. Landscape taken soon after the rainstorm at the 
time of the Winter Programme (Photo by JU).

pic. 25  
ウィルトシャー博物館で展示されているブッシュ・バロー
の黄金の副葬品。右の青銅製短刀の柄には、髪の毛より
も細い黄金製の飾り鋲が何千個もはめ込まれており、青
銅器時代初期の技術水準がきわめて高度だったことを示
している。撮影：内山純蔵。

Golden burial goods at Bush Barrow. The dagger pommel 
has hundreds of microscopic gold studs embedded, the 
diameter of which is smaller than a human hair, showing 
the high levels of technologies in the Early Bronze 
Age (Photo by JU, from the exhibition of the Wiltshire 
Museum).

pic. 26  
カーディフ大学の初代考古学教授だったリチャード・ア
トキンソン教授 (Professor Richard Atkinson) によって
発見された、青銅器時代前期にサーセン石に刻まれた短
刀や斧を描いた図像の写真（上）と、当時の青銅製斧

（下）。短刀は、pic. 25 の右を参照されたい。1953 年に発
見されて以来、同様の図が多数確認されている。イング
リッシュ・ヘリテージのブログ (https://heritagecalling.
com/2015/09/23/7-new-discoveries-about-stonehenge/)
より転載。

Carving images on the upright sarsen stones at 
Stonehenge, found by the late Professor Richard 
Atkinson (above). They represent axes and daggers that 
were in use in the Early Bronze Age. The picture below 
is an actual axe at that time. As for dagger, please see 
the right of Picture 25. Since the first discovery in 1953, 
many similar images have been identified (From the 
blog of the English Heritage, https://heritagecalling.
c om / 2 0 1 5 / 0 9 / 2 3 / 7 - n ew - d i s c o v e r i e s - a b o u t -
stonehenge/).

pic. 27  
オークニー諸島メインランド島西南部にあるストーンヘ
ンジ、リング・オブ・ブロッガー (Ring of Brodgar, 紀元
前 2,500 ～ 2,000 年、新石器時代後期～青銅器時代前期 )。
撮影：内山純蔵。

Ring of  Brodgar ,  a  s tone henge s i tuated in  the 
southwestern part of Mainland, the Orkney Islands 
(2,500-2,000 BC, From the Late Neolithic to the Early 
Bronze ages) (Photo by JU).

pic. 28  
スカラ・ブレイ (Skara Brae) 遺跡の住居址。オークニー諸
島メインランド島西岸。新石器時代中期から後期にかけ
て営まれた（紀元前 3,200 ～ 2,500 年前）。石造りの住居
の下半分と内部の調度品がきわめてよく保存されている。
撮影：内山純蔵。

Neolithic dwellings at the Skara Brae site, on the western 
coast of Mainland, the Orkney Islands. They were used 
from the Middle to  Late Neolithic periods. The lower half 
of dwellings and furnishing goods inside were made of 
stones and extremely well-preserved (Photo by JU).
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pic. 29  
ソールズベリー博物館の前庭から見るソールズベリー大
聖堂 (Salisbury Cathedral)。尖塔の高さは 123 メートルあ
り、英国一を誇る。建設は 13 世紀から 14 世紀にかけて、
約 100 年を要した。英国憲法の基礎となるマグナ・カル
タ（Magna Carta, 大憲章）の数少ない写本が保管されて
いることでも有名。撮影：内山純蔵。

Salisbury Cathedral as seen from the front garden of 
the Salisbury Museum. At 123 metres tall, it is the tallest 
cathedral spire in the U.K. It took about 100 years for 
construction from AD 13 to 14 C. The cathedral is also 
famous for reserving one of a rare manuscripts of the 
Magna Carta, which laid the foundations for modern 
British law (Photo by JU).

fig. 1  
本文関連地図。作成：内山純蔵。
Map with relevant places (Illustrated by JU).

fig. 2  
ストーンヘンジ付近の地図。代表的な遺跡を記した。
作成：内山純蔵。

Map of the area of Stonehenge with representative 
archaeological sites (Illustrated by JU).

fig. 3　
エイヴベリー付近の地図。代表的な遺跡を記した。
作成：内山純蔵。

Map of the Avebury Henge area with representative 
archaeological sites (Illustrated by JU).

fig. 4  
ストーンヘンジの平面図。発展を年代順に示している。
原図はイングリッシュ・ヘリテージ上級文化財研究員
スーザン・グリーニー (Susan Greaney, Senior Properties 
Historian) 氏提供。作成：内山純蔵。

Plan of the Stonehenge, showing the chronological 
sequence of wooden pole / stone alignments and related 
features (Original drawing: by courtesy of Dr Susan 
Greaney, Senior Properties Historian)(Illustrated by JU).

*
本稿は 2020 年春に執筆されたが、その後コロナ禍の広が
りによって、展示会も大きな変更を余儀なくされた。「縄
文のアート」展は無期限延期となり、縄文に触発された
現代美術についてはオンライン縄文祭で紹介していくこ
とになった。ストーンヘンジ世界遺産センターでの企画
展も延期となったが、こちらは 2022 年 9 月から一年間に
わたり開催の予定である。

Since this article was written (spring 2020), the Covid-19 
pandemic has continued to have a major impact on 
plans. The exhibition ‘Arts of Jomon’ has now been 
postponed indefinitely, though we will be introducing 
more contemporary Jomon artists through our Online 
Jomon Matsuri. The exhibition at the Stonehenge Visitor 
Centre has also been postponed, and is now planned to 
open in September 2022 and will continue for one year.

 
（以上）
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伊勢堂岱遺跡出土土器　所蔵：北秋田市教育委員会　写真撮影：榎本剛治

Deep bowl pottery.  Isedōtai site.  Kitaakita City Board of Education.  
Photographed by Enomoto Takeharu.
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特集テーマⅠ 
縄文時代のモニュメント

１．縄文文化の記念物
　縄文文化は本格的な農耕を行わず、狩
猟・採集・漁労を基盤とした定住社会で、
最終氷期の末期からBC300年頃まで約１万
年以上持続した文化である。縄文時代の遺
跡でもっとも古い遺跡は大平山元遺跡(pic. 
1)で、発掘調査で出土した土器に付着した
炭化物を放射性炭素年代で測定した結果、
今から16,500年以上前に遡ることが明らか
になった。以前は12,000～13,000年前と
考えられていた縄文時代開始時期が大幅に
遡ったのである。最終氷期末に縄文土器が
出現し、それとともに定住が始まり、竪穴
建物を中心とした集落や貝塚が日本列島に
広く分布するようになった。
縄文文化は定住社会が充実すると、次第

に祭祀・儀礼も発達し、記念物（モニュメ
ント）が出現した。縄文文化の遺構・遺物
は日本の土壌が酸性のため、人骨、残滓、
竪穴住居の上部構造といったものは、好条
件でなければほとんど残存せず、情報が限
られている。その点、記念物は地上に残さ
れた数少ない遺構であり、縄文人の精神世
界を解き明かす機会を我々に与えてくれる
のである。
縄文文化の代表的な記念物には環状列石

をはじめ、盛土遺構・環状周堤墓などがあ
る。ここではそれぞれの代表的なものを紹
介する。
盛土遺構は、多量の土器・石器・獣骨など

の遺物と共に炭・焼土などが混じった土を
ドーナツ状や方形の土手状に盛り上げられ
た遺構である。栃木県寺野東遺跡（直径約
130m）・秋田県狐岱遺跡（全長約 390m）、
埼玉県真福寺貝塚（直径約 160m）などが有
名である。北海道垣ノ島遺跡 (pic. 2) は縄文
時代早期から後期までおよそ 6,000 年間継
続した遺跡で、縄文時代中期後葉から後期
初頭までの時期に、祭祀儀礼の場として使
用された盛土遺構が構築された。長軸 190m
の「U」字状を呈しており、国内でも巨大な
遺構の一つである。

環状周堤墓は、土手をドーナツ状に盛土
したもので、大きさは 18 ～ 75m、盛土の
高さ１～ 5.4m を測る。周堤の内側には土坑
墓が掘られるが、盛土された土手は巨大な
ものにもかかわらず、内側で発見される土
坑墓は数少ない。縄文時代晩期の社会は階
層化していた根拠の一つとされている。北
海道キウス周堤墓 (pic. 3, fig.1) が有名であ
り、８基の周堤墓が検出されていて、近年
の発掘調査で新たに１基が確認されている
(fig. 2)。

 

Special Theme I: Monuments in the 
Jōmon Period

1. Monuments of Jōmon Culture

Jōmon culture, which de eloped within settled 

communities based on hunting, gathering, and 

fishing without full-scale agriculture, continued 

for more than appro imately ,  years, from 

the late part of the last glacial period to  

. . he oldest remains from the Jōmon period 

are those at the dai amamoto site (pic. ). 

adiocarbon dating for carboni ed remains 

attached to earthenware e ca ated during 

research in esgtigations re ealed that this site 

dated bac  more than ,  years before the 

present. his disco ery pushed the beginning 

of the Jōmon period bac  many centuries, as 

prior to this the Jōmon was considered to ha e 

begun around ,  to ,  years ago. 

ettlements appeared along with the emergence 

of pottery during the late part of the last glacial 

period. ubse uently communities comprising 

pit dwellings and shell mounds appeared widely 

across the Japanese Archipelago. 

 As settled society de eloped, rituals 

and ceremonies also gradually de eloped, 

leading to the eatsblishment  of monuments 

in the Jōmon culture. ecause of the acidity 
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pic. 1　大平山元遺跡発掘調査　写真提供：谷口康浩
Excavation at the Odai-Yamamoto site.   Photo provided by Taniguchi Yasuhiro.

pic. 2　垣ノ島遺跡 　写真提供：函館市教育委員会
The Kakinoshima site.   Photo provided by Hakodate City Board of Education.
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pic. 3　キウス周堤墓全体　写真提供：北海道立埋蔵文化財センター
Full view of Kiusu burial enclosures.  Photo provided by Hokkaido Archaeological Operations Center.

fig. 1　キウス周提断面　図提供：千歳市教育委員会（英語表記を加筆）
Cross-section of Kiusu burial enclosures.  Figure provided by Chitose City Board of Education.

Enclosure

Burial pit
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fi g. 2　キウス周堤墓遺構分布図　図提供：千歳市教育委員会（英訳を加筆）
Distribution map of Kiusu burial enclosures.  Figure provided by Chitose City Board of Education.

No. 6

No. 11

No. 4

No. 1

No. 3

No. 2

No. 5

No. 12

of the soil in Japan, remains and artifacts of 

the Jōmon culture, including human bones, 

organic residues, and the upper structure 

o f  d we l l i n g  p i t s  s e l d o m  s u r i e  e c e pt 

under fa orable conditions, which results in 

restricted information for this period. owe er, 

monuments are one of the few types of remains 

that do sur i e on the ground, and they gi e us 

the opportunity to impro e our understanding 

of the spiritual world of Jōmon people.

   ypical monuments of the Jōmon culture 

include stone circles, remains of mound, and 

circular ban -enclosed cemeteries. In what 

follows, I will introduce each of these types of 

monument. 

   he remains of mounds inlcude earthwor s 

with charcoal and burnt soil mi ed together 

with large uantit ies of artifacts such as 

earthenware, stone artifacts,  and animal 

bones, piled up to form doughnut or s uare 

shapes. amous e amples include the erano-

igashi site in ochigi refecture (appro .  

meters in diameter), the itsunetai site in A ita 

refecture (appro .  meters in diameter), 

and the hinpu u i hell idden in aitama 

refecture (appro .  meters in diameter). he 

a inoshima site in o aido (pic. ) dates to a 

culture that continued for appro imately ,  

years from the Early to ate Jōmon periods. he 

earthwor  mounds at the site were constructed 

for use in rituals and ceremonies during the 

Jōmon period between the latter half of the 

iddle and the early part of the ate period. 

hey are one of the largest such remains in 

Japan, the long a is of the -shape measuring 

 meters.

 ircular ban ed burial enclosures 

form a ind of doughnut-shape, ranging in 

diameter from  to  meters, with the 

surrounding ban  between  to .  meters high. 

urial pits were dug on the inner side of the 

burial circle. owe er, there are usually only 

a small number of burial pits e en though the 

dimensions of the ban ed enclosure were huge. 

hey are considered good e idence for social 

differentiation in the ate Jōmon period. he 

iusu burial enclosures in o aido (pic. , fig. 

), which are the most famous of such sites, 

consist of eight circles. ne further circle was 

disco ered during a recent e ca ation (fig. ).
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２．環状列石
環状列石は河原石を並べて直径 30m以上

の円形・楕円形に形づくり、列石の直下や
周囲には土坑墓が伴うものである。環状列
石は縄文時代前期に長野県上原遺跡や阿久
遺跡で初めて出現する。阿久遺跡は大小石
約 30 万個の石が 30m の幅で集石されて、
土坑墓群も検出されている。
その後、縄文時代中期に、関東地方北部

あたりの山間部にその姿を現す。群馬県久
森遺跡、群馬県田篠中原遺跡、群馬県野村
遺跡などである。円環は列状あるいは半円
形の石列で、土地の削平による造成もみら

れる。これらの環状列石は、縄文時代中期
末葉のわずかな期間で消滅してしまう。
縄文時代後期前葉になると、北海道南部

から北緯 40 度ラインまでの範囲において環
状列石が盛んに造営される。この範囲の地
域には、縄文時代を通して共通した文化の
存在が冨樫泰時によって 1974 年に指摘さ
れた。縄文時代前～中期を「円筒土器文化
圏」と呼び、近年では「津軽海峡文化圏」
として知られる。同じカタチの道具を使い、
同じような遺跡を造営する極めて親密な関
係が、縄文時代の１万年間を通して綿々と
続いた地域なのである (fi g. 3)。津軽海峡で
隔てているが、海を越えた交流が活発な地
域で、例えば、津軽海峡を超えた北海道し
か採取できない石材が海を越えて持ち込ま
れるなど数多く認められる。
縄文時代後期に造営された環状列石は、

直径 30m 以上の円環のもので、大湯環状
列石をはじめ、小牧野遺跡、伊勢堂岱遺跡
などがある。なぜ、このように縄文時代後
期に大規模な環状列石を造営したのであろ
う。過去の研究では、縄文時代後期ではそ
れ以前の中期と比較して、竪穴建物の検出
数が大幅に少なくなることから、大規模な
人口減少が起きたと考えられてきた。そし
て、中期末における遺跡数の減少が、約4,300
～ 4,200 年前（約 3,800BP）の気候の寒冷
化に起因すると考えられた。このような論
文から、いつしか後期集落は小さな集落を
営む分散居住の形態をとり、人々はそれぞ
れの集落から離れた場に大規模な記念物を
つくり、マツリになると環状列石に集まっ
てきたという考え方が定着したのである。
近年は、発掘調査例の増加から東北地方北
部では人口減少なく、むしろ増加している
という論考や、後期前葉の環状列石造営最
盛期年代を約 3,700BP とする論考もみられ
ることから、寒冷化のピークと環状列石の
造営時期には年代差を考慮しなければなら
ない。いずれにせよ、環状列石造営の社会
背景についてはまだまだ議論を深める余地
があろう。

fi g. 3　文化圏図　
小林達雄 編　2010『世界遺産　縄文遺跡』  同成社 より転載（英訳を加筆）

Cultural area map.  
Reprinted from Kobayashi, T., ed. (2010).  
World Heritage: Jōmon Arcgaeologicl Sites. Tokyo, Japan: Doseisha.
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2.　Stone circles

tone circles are made with accumulations 

of  ri er stones that are circularly or elliptically 

aligned with a diameter of  or more meters, 

usually with accompaning burial pits directly 

beneath or around the stones. he first stone 

circles appeared in the Early Jōmon period at the 

appara and A yū sites in Nagano refecture. 

he latter is  meters wide and comprises 

appro imately ,  large and small stones. A 

group of burial pits was also found.

 In the iddle Jōmon period, stone 

circles appeared in the mountains in the 

northern part of the antō egion at the umori, 

a ino-Na ahara and Nomura sites in unma 

refecture. hese circles consist of stones 

arranged in a row or semicircle. ome of them 

were constructed on ground that had been 

le elled flat by digging the earth. hese stone 

circles disappeared after a short time around the 

late part of the iddle Jōmon period.

 In the first half of the ate Jōmon 

period, stone circles were fre uently constructed 

in the area between  southern o aido to the 

th parallel north. asuto i ogashi pointed out 

in  that the region within this range had a 

common culture throughout the Jōmon period. 

his cultural region had a common pottery style, 

with typical cylindrical ceramic essels gi ing 

their name to the Entō pottery style one in the 

Early and the iddle Jōmon periods. In recent 

years it has come to be nown as the sugaru 

trait ultural Area in recent years. he Jōmon 

people in this area, who used tools of similar 

shapes and left similar remains behind them, 

maintained ery close relationships throughout 

,  years of the Jōmon period (fig. ). 

hough this cultural area was separated by the 

sugaru trait, Jōmon people acti ely interacted 

with each other across the sea. or instance, 

there are many cases of specific types of stone, 

which could only be uarried in o aido, being 

brought to northern ōho u across the sugaru 

strait. 

 tone circles constructed during the 

latter half of the Jōmon period, such as at the the 

Ōyu, oma ino and Isedōtai sites, are o er  

meters in diameter. hy were such large-scale 

stone circles constructed in the latter half of the 

Jōmon period  According to many studies of 

the Jōmon period, a massi e population decline 

too  place in the latter half of the Jōmon period, 

seen in a siginifcant decrease in the number 

of pit dwellings compared to the number from 

the iddle Jōmon period. oreo er, some 

researchers consider that a decrease in the 

number of remains at the end of the iddle 

Jōmon period was caused by global climate 

cooling, which occurred appro imately ,  

to ,  years ago. hese researchers suggest 

that settlements in the ate Jōmon period were 

small, scattered and decentrali ed, and that 

people constructed large-scale monuments in 

locations far from each of their settlements, 

and gathered at these stone circles for rituals. 

hese interpretations were accepted o er time. 

ore recent studies, howe er, suggest that the 

population in the northern ōho u region in fact 

increased rather than decreased, ta ing into 

account new data from increased numbers of 

e ca ations. In addition, it is now suggested that 

the pea  of construction of stone circles in the 

first half of the ate Jōmon period should be set 

to around  years  (rather than , - ,  

years ago as pre iously thought). herefore, we 

must consider the gap between the the pea  of 

global cooling and the period of construction of 

stone circles. In any case, the social bac ground 

to the construction of stone circles is still sub ect 

to further discussion.
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３．大湯環状列石
環状列石で最も有名な遺跡は国史跡大湯

環状列石 (pic. 4) である。大湯環状列石は米
代川上流域で、鹿角市北東部に形成された
中通台地のほぼ中央部に位置する。昭和６
年に発見されて以来、文化財保護委員会（現
在の文化庁）により国営調査が行われ、そ
の後に鹿角市教育委員会の長期間にわたる
発掘調査によって、遺跡の全容が把握され
た。
大湯環状列石の特徴は、万座環状列石と

野中堂環状列石の２つの環状列石を主体と
する遺跡である。２つの環状列石は立地す
る地名からそれぞれ万座環状列石・野中堂
環状列石と命名され、国内最大級の環状列
石である。縄文時代の遺跡・遺構を代表す
るものとして、1956 年には国の特別史跡に

指定された。
万座環状列石は直径 48m、野中堂環状列

石は直径 42mを測り、それぞれ２重の円環
で、中心付近にある小さい円環（内帯）と、
外周の円環（外帯）との間に日時計状石組
１基を配置している。
２つの環状列石を発掘調査した 1952 年

から行われた国営調査 (pic. 5) では、環状列
石を構成する 11 基の組石下から土坑を確認
した。これらの土坑内土壌のリン分析を行っ
たところ、値は高い濃度を示したことから、
土坑内に遺体が埋葬され屈葬を想定した。
このような調査成果を根拠とした複数の配
石遺構を墓とし、環状列石は墓の集合体で
あるという「墳墓説」が提唱された。一方、
石信仰による「祭祀場説」も以前と根強く、
この２つの論争はその後も続いたのである。

pic. 4　大湯環状列石航空写真　写真提供：鹿角市教育員会
The Ōyu stone circles.   Photo provided by Kazuno City Board of Education.
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pic. 5　大湯国営調査　写真提供：鹿角市教育委員会
Government-managed research at the Ōyu site.   Photo provided by Kazuno City Board of Education.

pic. 6　一本木後口配石遺構群　写真提供：鹿角市教育委員会
Ippongiushiro stone arrangements.   Photo provided by Kazuno City Board of Education.
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発掘調査から２つの環状列石の周囲で
様々から遺構を検出している。万座環状列
石から北に 100m 離れた地点には大型環状
配石遺構が位置する。直径 25m以上の円環
で、外周に掘立柱建物跡をもつものであり、
極めて環状列石に近い要素を備え持つ。環
状列石がどのようにつくられたのか、過程
を示す重要な遺構であろう。
野中堂環状列石より北東に 300m 離れた

地点には、一本木後ロ配石遺構群 (pic. 6) が
みつかっている。これは、小形の配石遺構
の集合体が、弧状帯状に広がっているもの
である。配石遺構の下には土坑があり、12
点のまとまった石鏃や、土器棺と考えられ
る深鉢や壺が埋納された土坑があることか
ら、配石を伴う土坑墓であると考えられて
いる。配石の石組みには万座・野中堂環状
列石の共通点も認められ、環状列石造営よ
り前段階のものと考えられている。
万座環状列石よりすぐ北側に直径５～８

m程度の小形の配石遺構 (pic. 7) が複数検出
されているが、こちらは配石内側に炉跡や
柱穴をもつ建物跡であることが確認されて
いる。環状列石造営が限りなく終わりに近
づいた段階または造営が終了した頃に建て
られた遺構であり、大湯環状列石は他の環
状列石の遺跡と異なり遺跡の継続期間は長
く、縄文時代後期中葉までに継続して営ま
れるのである。

3.  Ōyu Stone Circles

he remains of the Ōyu tone ircles (pic. ), 

the most famous stone circles in Japan and now 

designated a National istoric ite, are located 

almost in the center of the Na adori lateau, in 

the northeast of modern-day a uno ity, A ita 

refecture, in the upper part of the oneshiro 

i er basin. he ommission for the rotection 

of ultural roperties (currently the Agency for 

ultural Affairs) has conducted go ernment-

managed research since these stone circles were 

found in . E ca ations conducted by the 

unicipal oard of Education of a uno ity 

o er a long period of time re ealed the whole 

picture of the Ōyu tone ircles.  　
 he main features at Ōyu consist 

of two ma or stone circles called an a and 

Nona ado. hey were the largest stone circles in 

Japan and were named after the locales where 

they were situated  the an a tone ircles and 

the Nona ado tone ircles, respecti ely. hey 

were designated National istoric ites in  

as e ceptional e amples of remains from the 

Jōmon period. 

 he  an a  c i rc les  measured   

meters in diameter while the Nona ado circles 

measured  meters. Each has a set of arranged 

stones li e sundial between the smaller, inner 

ring located near the center and the larger, 

peripheral, outer ring). 

 he go ernment-managed research 

that started in  (pic. ) and e ca ated the 

two stone circles found pits under  of the 

sets of arranged stones that made up the stone 

circles. Analysis of phosphorus in the soil within 

the pits was conducted as it was assumed that 

these pits were used for fle ed burials, and the 

results indeed showed that they contained high 

density phosphorus, supporting this assumption. 

ased on these results,  the theory that these 

pits were used for burial was put forward, and 

that the multiple remains of arranged stones 

were gra es and that stone circles comprised 

a cemetery. A separate, earlier,  theory, that 

these sites were used largely for festi als based 

on stone worship was howe er still strongly 

ad ocated. he dispute between these two 

theories continues to be unresol ed.

 arious remains were found around 

these two stone circles through e ca ations. he 

large-scale remains of circular arrangements 

of stones were found about  meters north 

of the an a tone ircle. his is a ring o er 

 meters in diameter including the remains 

of post-built buildings on the outer edge of the 

site. hese structures were closely related to the 

stone circles and are considered significant in 

understanding the process of how stone circles 

were constructed.
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 he Ippongiushiro stone arrangements 

(pic. ) were found some  meters northeast 

of the Nona ado tone ircle. hey consist 

of a collection of small  remains of stone 

arrangements, e tending in a band-li e arch. 

here are pits under the remains of stone 

arrangements, and the si e of the structure is as 

big as that of the stone circles. A total of twel e 

flint arrowheads were found in clusters in some 

of the pits, and deep bowls and earthenware 

pots, considered to be earthen coffins, were 

buried in other pits, suggesting that these were 

burial pits with associated stone arrangements. 

hese p i ts  are  considered to  ha e been 

completed before the construction of the stone 

circles, a feature also found at the an a and 

Nona ado tone ircles. 

 e e ra l  s m a l l  re m a i n s  o f  s to n e 

arrangements (pic. ),  to  meters in diameter, 

were found ust north of the an a tone 

ircle. hese were confirmed to be the ruins 

of buildings with hearths and postholes inside 

the arranged stones. hese are the remains of 

structures that were constructed nearly or at the 

end of the construction of the stone circles. he 

Ōyu tone ircles, different from other stone 

circle sites, continued to be constructed for a 

longer period until the middle part of the ate 

Jōmon period.

pic. 7　環状配石遺構　写真提供：鹿角市教育委員会
Remains of circularly arranged stones.   Photo provided by Kazuno City Board of Education.
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pic. 8　伊勢堂岱遺跡空撮　写真提供：北秋田市教育委員会
The Isedōtai site.   Photo provided by Kitaakita City Board of Education.
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４．伊勢堂岱遺跡
大湯環状列石から米代川下流に西へ

100km ほど離れた場所に伊勢堂岱遺跡 (pic. 
8) は位置する。この遺跡は米代川より南側
の標高 45 ｍの舌状台地上に位置し、縄文時
代後期に造営された大規模な環状列石を中
心とした遺跡である。環状列石が４基も集
中する遺跡は日本国内でも他に例がない。
４つの環状列石のほかに、配石遺構・掘立
柱建物跡・土坑墓・フラスコ状土坑・溝状
遺構等が発見されている。
４つの環状列石は発見された順番に、環

状列石 A・B・C・D と名付けられ、その形
態はそれぞれ個性と他の遺跡の環状列石と
の共通性が認められる。環状列石 Aは直径
約 32mの円環で、北側に石列が「ハ」の字
に伸びている。東側にも石列が認められる
ことから、造営中は２重の円環を意識して
造営していたと考えられる。環状列石 Bは
全長 15mの弧状である。円環ではないが、
列石外周の掘立柱建物跡は列石のない部分
にも配置されることから、明確に円環を意
識してつくられたことは間違えない。環状
列石 C は直径約 45m の三重の円環でこの
４つの環状列石の中で最も大きいものであ
る。環状列石Dは直径約36mの二重円環で、
内帯と外帯の間に小形の配石遺構が配置さ
れ、大湯環状列石の配列に近いタイプと言っ
てもいいだろう。
遺跡面積は 20 万㎡に広がり、４つの環状

列石は、台地北西部の極めて狭い範囲に群
集する。台地末端の傾斜面に盛土し平坦面
を確保し、列石それぞれ一定の間隔で離れ
て造営できるように用地を確保しており、
この土地に並々ならぬこだわりを感じるの
である。この土地より少し南側に行けば、
広い平坦面が広がっているにもかかわら
ず、縄文人はそこには見向きもしない。後
述するがいくつかの遺跡において環状列石
と周囲の景観と関係が指摘されている。
環状列石から離れた地点で溝状遺構 (pic. 

9) が見つかっている。溝状遺構は長さ
100m 超、幅１m、深さ１mと極めて大き
い。何かを区画するために造られたであろ
うが、周辺から他の遺構はまだ確認されて

いなのため、何を目的した遺構であるかは、
明らかになっていない。しかし、鉄器のな
い時代に、石器や木器を利用してこれだけ
の巨大な遺構を、しかも、環状列石造営最
盛期につくったのである。掘削に多大な労
力がかかったと容易に想像できる。

4. Isedōtai site

he Isedōtai site (pic. ) is located appro imately 

 m west of the Ōyu tone ircles along 

the lower oneshiro i er. his site, situated 

on a tongue-shaped plateau at an altitude of 

 meters, is south of the oneshiro i er, and 

mainly consists of a series of large-scale stone 

circles constructed during the ate Jōmon 

period. here are no other sites in Japan uite 

li e this, as it has no less than four stone circles 

concentrated in one place. In addition, other 

remains of stone arrangements, post-built 

buildings, burial pits, flas -shaped pits, and 

remnants of ditches ha e been found.

 our stone circles were named tone 

ircle A, , , and  in order of the date each 

was found. he shape of each circle has both 

indi idual and shared traits. tone ircle A is 

a ring  meters in diameter, and the rows of 

stones e tend to the north in an in erted  

shape. A further row of stones is seen to the 

east. herefore, it is thought that it was always 

the intention to construct the monument as a 

double circle. tone ircle  is arc-shaped with 

a total length of  meters. It is not a circular 

ring. owe er, there is no doubt that it was 

constructed with the intention to ma e it a circle 

because the remains of post-built buildings are 

placed e en in places without stones. tone 

ircle  is a triple circle appro imately  meters 

in diameter, which ma es it the largest of the 

four stone circles at the site. tone ircle  

is a double circle appro imately  meters in 

diameter. his structure can be regarded as a 

similar type to the Ōyu tone ircles because 

a small-si ed stone arrangement is placed 

between the inner and the outer rings of tone 
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ircle . 

 hough the site co ers an o erall area 

of ,  s uare meters, these four stone 

circles are concentrated within a ery small 

area of the northwest part of the plateau. e el 

ground was specially prepared by building up 

the emban ment on the inclined plane at the 

end of the plateau and the site was secured to 

allow stone circles to be constructed at regular 

inter als. or me this demonstrates Jōmon 

people s e traordinary commitment to this 

land. If they had shifted their acti ity a little to 

the south, they would ha e been able to ma e 

use of an e tensi e flat area. ut they ignored 

that site. onse uently, I suspect that the locale 

setting of the stone circles was carried out 

in consideration of the relationship with the 

surrounding landscape.

 At the Isedōtai site are found not only 

stone circles but also other types of remains, 

such as small stone arrangements, post-built 

buildings, burial pits, storage pits, and remnants 

of ditches (pic. ). he structure of the ditches 

is e tremely large at o er  meters long,  

meter wide, and  meter deep. It is assumed 

that they were constructed to create distinct 

ones of some sort. owe er, the purpose of 

these ditches has not been clarified yet as other 

similar remains were not found around the site. 

It is remar able that Jōmon people completed 

such large-scale structures using ust stone and 

wooden tools, with no iron tools, and during the 

pea  period of the construction of stone circles. 

e can easily imagine that an immense amount 

of labor was needed for digging.

pic. 9　溝状遺構　写真提供：北秋田市教育委員会
Ditch-like remains.   Photo provided by Kitaakita City Board of Education.
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５．どのように環状列石はつくられたのか
様々な遺跡の発掘調査で、縄文時代の環

状列石がどのような工程で造営されたのか
近年少しずつ明らかになってきた。
縄文人たちは、まず河川に近い台地を選

ぶ。河川との比高は 20mを超える地点を好
む。台地は元々樹木や植物が生い茂る土地
かもしれない。そのような場をまず切り開
く必要があるだろう。伊勢堂岱遺跡の発掘
調査では、環状列石直下の土壌を採取し分
析したところ、多量の微粒炭を含んでいる
ことが分かった。焼畑のような火入れが行
われた可能性を指摘する研究者もいる。
次に、礫の獲得である。環状列石の礫は

どこから持ち込まれたのであろう。大湯環
状列石の礫は、遺跡付近を流れる大湯川の
上流である阿久谷川で確認できるような大
きさの石英閃緑ひん岩を中心に遺跡へ運ん
できた。距離は４～７km で、礫の重さは
30kg 程度であるが、中には 100kg を超え

るものもある。
一方、伊勢堂岱遺跡では、遺跡周辺の米

代川や小猿部川など遠いところで４～５㌔
先の河川から持ち込まれたことが調査で明
らかになった (pic. 10)。礫は大湯のそれと
は小ぶりであるが、目立つ特徴は色である。
白、青、被熱した赤色など様々である。緑
色の石にこだわる大湯環状列石とは極めて
対照的だ。縄文人の石へのこだわりが地域
により違いがあることは興味深い。
では、どうやって石を運んだのか。環状

列石Ａの北側にある縄文時代の土層では、
台地の縁へ向かって延びる土壌の硬化面が
数条確認できた。道路状遺構であり、岩手
県湯舟沢遺跡など他の遺跡でも検出されて
いる。ソリのようなものを使って石を運ん
だのであろうか。
環状列石は一見すると石を置いただけの

ように見えるが、並べられた石組からは様々
なことが分かる。例えば、伊勢堂岱遺跡発

pic. 10　小猿部川の礫　写真提供：北秋田市教育委員会
Cobbles from the Osarube River.   Photo provided by Kitaakita City Board of Education.
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pic. 11-1　小牧野遺跡の小牧野式石組　写真撮影：榎本剛治
Komakino-style stone arrangements at the Komakino site.   Photographed by Enomoto Takeharu.

pic. 11-2　伊勢堂岱遺跡の小牧野式石組　写真提供：北秋田市教育委員会
Komakino-style stone arrangements at the Isedōtai site.   Photo provided by Kitaakita City Board of Education.
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見当時に話題となった環状列石の一部に採
用されているはしご状に組まれた石組は、
青森県小牧野遺跡と同様の組み方であり、
縄文人が広域的に交流していた可能性を示
唆している (pic. 11-1、 11-2)。
小牧野遺跡 (pic. 12) は最大の部分で直径

55mの巨大な環状列石を中心とする遺跡で
ある。発掘調査から、斜面を削平・盛土し
てから、環状列石の礫を配置していること
が明らかになった。その労力は多大であり、
時には土木工事という言葉に例えられる。
同様な事例は、伊勢堂岱遺跡の環状列石Ｃ
でも確認されている。列石の内側の土を掘
削し、そこで得た土を外側に盛土した後に
礫を配置している。盛土することで環状列
石の石が立体的にみえる視覚的な効果を得
られるのである。
複数の環状列石を検出している伊勢堂岱

遺跡は、４つの環状列石は同時期に造られ
たわけではない。最も早い時期から時間を

かけて造られたのが環状列石Ｃで、その他
は多少遅れて造り始めていることが確認さ
れている。それぞれの環状列石の違いは何
を意味するのか。環状列石ごとに造営した
集団の違いを表すのだろうか。興味は尽き
ないのである。
大湯環状列石では列石を構成する配石の
下部に土坑墓がある。小牧野遺跡や伊勢堂
岱遺跡でも、下部土坑墓は検出されている
が、それだけでなく、列石の石の間から土
器棺墓が発見される。小牧野遺跡では、高
さ30cmを超える大形の壺を埋葬している。
一方、伊勢堂岱遺跡では、高さ約 30cm の
深鉢を利用し、被熱した赤礫を蓋石として
用いる共通性がみられる。人骨は残ってい
ないが薬師前遺跡の事例がヒントになるだ
ろう (pic. 13)。
環状列石を中心に、その外周に様々な遺
構が同心円状に配置する。大湯環状列石や
伊勢堂岱遺跡には掘立柱建物跡が林立する

pic. 12　 小牧野遺跡全景写真　写真提供：青森市教育委員会
The Komakino site.   Photo provided by Aomori City Board of Education.
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(pic. 14)。掘立柱建物跡は同じ場所で繰り返
し建設されたものである。機能としてはマ
ツリの施設や住居説、倉庫説などを想定さ
れている。
縄文時代に社会階層が存在したか、古くか
ら多くの研究者によって言及されている。
近年、谷口康浩は環状集落の分節構造に表
れた親族身分による集団・個人の差別化が
社会階層につながったと考え、「後期には墓
地と一体となった記念物造営がさら盛行す
る祖先祭祀が組織的におこなわれるように
なり、儀礼祭祀に関係した工芸品や儀器の
生産が促進され、希少品を入手するための
長距離交易も発達した。儀礼祭祀の盛行と
ともに社会の複雑化が加速した」と記念物
と社会階層の関係を論述している。

5. How were stone circles constructed? 

E ca ations of arious remains in recent years 

ha e gradually re ealed through what processes 

stone c i rc les  in  the  Jōmon per iod  were 

constructed.

 irst of all, the Jōmon people selected 

a terrace close to a ri er. heir preference 

was for sites more than  meters abo e the 

ri er. uch terraces were most li ely co ered 

with trees and plants. In such cases, the site 

first needed to be cleared. he analysis of soil 

samples collected immediately under the stone 

circle during e ca ations at the Isedōtai site 

re ealed that they contained a good deal of 

microscopic coal. ome researchers suggest the 

possibility of burning off the fields as in swidden 

farming. 

 Ne t, cobbles had to be obtained. 

here were the cobbles at the stone circles 

brought from  In the case of the Ōyu tone 

pic. 13　薬師前遺跡土器棺墓　所蔵：五戸町教育委員会　写真提供：八戸市博物館
Earthenware coffin grave at the Yakushimae site.  Gonohe Town Board of Education.   Photo provided by Hachinohe City Museum.
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i rc les,  they were mainly  uart  ior ite 

porphyrite, whose si es were similar to those 

we can find in the A uya i er, a tributary to 

the upper Ōyu i er uite close to the the site. 

he a erage weight of the pebbles was around 

 ilograms, while some weighed o er  

ilograms.  he carrying distance ranged from  

to  ilometers.

 n the other hand, at the Isedōtai site, 

research re ealed that the pebbles were brought 

from ri ers as far as  to  ilometers away, such 

as the oneshiro i er  (pic. ), as well as the 

sarube i er closer to the site. obbles at the 

Isedōtai site were smaller than those at the Ōyu 

tone ircles, but were distinguished by color. 

he cobbles at Isedōtai were arious colors, 

such as white, blue, and some heat-reddened. 

hat is in total contrast to Ōyu, where the great 

ma ority of stone were green. It is interesting 

that the Jōmon people e pressed different 

preferences for the stones they selected, 

depending on the area.

 ow did they carry the stones  

In soil layers dating from the Jōmon period 

on the northern side of tone ircle A, 

traces of a hardened surface on the soil that 

e tended towards the end of the plateau 

were obser ed. hey are the remains of a 

path. uch remains ha e also been found at 

other sites, such as the ubune awa site in 

Iwate refecture,. Jōmon people possibly 

transported stones using a de ice li e a sled. 

 It seems that the stone circle was 

constructed by simply placing the stones, 

but we can learn a lot from the ways the 

stones were arranged. or instance, ladder-

li e stone arrangements were adopted for 

part of the stone circles at the Isedōtai site. 

pic. 14　大湯環状列石で復元された掘立柱建物跡群 　写真撮影：榎本剛治
Reconstructed post-built buildings at the site of the Ōyu Stone Circles.   Photographed by Enomoto Takeharu.
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his was a hot topic when the site was found, 

and the arranegments were similar to those at 

the oma ino site in Aomori refecture. his 

suggests the possibility that the Jōmon people 

interacted and e changed ideas with people in 

other areas (pic. - , - ).

 At oma ino the remains centered 

on a huge stone circle  meters in diameter 

at ma imum (pic. ). E ca ations re ealed 

that cobbles were arranged and placed in a 

circle after the sloping ground had been le eled 

and emban ed. he labor re uired was so 

tremendous that we can appropriately refer to 

it as e tensi e engineering wor s. A similar case 

is found at tone ircle  at the Isedōtai site. 

he soil of the inner side of the circle was dug 

out and used to emban  the outer side. hen, 

cobbles were arranged on the emban ed circle, 

resulting in a three-dimensional isual effect 

when iewing the cobbles. 

   Although four stone circles were found at 

the Isedōtai site, they were not constructed at 

the same time. he construction of tone ircle 

 was earliest and too  some time to complete. 

he construction of the other three is confirmed 

to ha e started slightly later. hat does the 

difference between each stone circle mean  

oes each of the stone circles represent a 

different group of people, each who constructing 

one  hese features continue to pro o e our 

interest.

   here are burial pits under the stone 

arrangements which comprise the stone circles 

at Ōyu. hough burial pits underneath were also 

found at oma ino and Isedōtai, earthenware 

coffin gra es were found between the rows 

of stones at the Ōyu tone ircles. arge 

ars o er  centimeters high were used for 

burial at oma ino. n the other hand, deep 

bowls, appro .  centimeters high, were used 

commonly with heat-reddened pebbles as the 

co er stone at Isedōtai (pic. ). 

 At a ushimae arious remains were 

arranged concentrically around the perimeter 

of the site centered on the stone circle. A large 

number of post-built buildings were constructed 

at the Ōyu tone ircles and at Isedōtai (pic. ). 

hose buildings were repeatedly reconstructed 

in the same location. here are se eral assumed 

theories for these buildings, such as places for 

worship, dwellings, or storehouses. 

 any researchers ha e long as ed 

whether social hierarchies e isted in the Jōmon 

period. In recent years, asuhiro aniguchi, 

assuming that groups and indi iduals were 

differentiated by ran  based on inship, which 

was reflected in the segmented structure of 

circular settlements, leading to the de elopment 

of social hierarchy, stated, As ancestral rituals, 

for which monuments combined with gra es 

were popularly constructed, came to be held 

in an organi ed manner in the ate Jōmon 

period, the production of crafts and instruments 

associated with rituals and ceremonies was 

promoted. At the same time, long-distance 

trading was de eloped to ac uire rare items. 

hus, the comple ity of society accelerated 

as rituals and ceremonies were performed 

enthusiastically.
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特集テーマⅡ 

１．祭祀・儀礼の痕跡
環状列石では多大な労力をかけて造営さ

れ、墓や祭祀の痕跡が確認されている。近
年の研究では環状列石の円の内側は死者を
祀る場で、祖先崇拝や口頭伝承の歌や踊り
が繰り広げられていた可能性が指摘されて
いる。実際、環状列石の周りから、土偶や
鐸型土製品など祀りの道具が数多く出土し
ているのである。
環状列石が盛行した縄文時代後期前葉の

東北地方北部においては、粘土で造形した
土器・土製品、石を打ち欠いたり、磨いて
製作した石器、石製品が出土している。土
製品は土偶、動物形土製品、キノコ形土製
品、鐸形土製品、渦巻状土製品など、石器
は石鏃、石槍、石匙、スクレイパー、三脚
石器、石皿、凹石など、石製品は石棒など
を挙げることができる。縄文文化の道具に
は小林達雄によって「第一の道具」、「第二
の道具」と大きく２分類されており、第一
の道具は石鏃・石匙・石斧など、汎世界的
に分布し現在の我々がみても機能を想定し
やすいものである。一方、第二の道具は、
機能を想定しにくいもので、非実用的な道
具であると定義している。環状列石の遺跡
から後者の道具が非常に目立つのである。

Special Theme II 

1. Traces of Rituals and Ceremonies 

races of gra es and rituals are found at stone 

circles that were constructed with an immense 

amount of labor. esearch has recently pointed 

out that there is a possibility that the inner side 

of the stone circle was the place to worship the 

dead and was used for ancestor worship, as well 

as singing and dancing of oral traditions. And 

in fact a number of ob ects for worship, such 

as dogū and bell-li e clay ob ects, were found 

around the stone circles.

 In the northern part of the ōho u 

region, stone circles were enthusiastically 

constructed in the first half of the ate Jōmon 

period, from which pottery and other clay 

ob ects, as well as chipped and polished stone 

tools and other stone artifacts ha e been 

unearthed. he other clay ob ects include dogū 

(clay figurine), animal-shaped clay ob ects, 

mushroom-shaped clay ob ects, bell-li e clay 

ob ects, and orte -li e clay ob ects  while stone 

artifacts include arrowheads, stone spears, 

stone spoons, stone scrapers, tripod stone tools, 

grinding stones, conca e stones and stone bars. 

ools in the Jōmon period are roughly classified 

into two groups by atsuo obayashi  primary 

tools and secondary tools. he primary tools, 

including stone arrowheads, stone spoons, and 

stone a es, are defined as tooltypes that are 

found around the world, and whose function it 

is easy to imagine e en for us in modern times. 

n the other hand, secondary tools are defined 

as tools whose function is difficult to imagine 

for us and which seem impractical. he tools 

categori ed in the second group are ery often 

found at the sites of the stone circles.
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土器
煮炊きに不可欠な調理用具である土器
は、深鉢のほかに、浅鉢・壺・台付鉢など
が認められる (pic. 15, 16)。縄文土器のカタ
チは把手部分が大きく波打ち、器の表面に
は複雑な文様を施すことが多く、文様は S
字状の文様を連続させるなど、左右非対称
のものが多く認められる。有名な縄文時代
中期の火焔土器は、その美しさに多くの人
を惹きつけるのである。
縄文土器は現代のファッションや自動車
と同様に、文様デザインが少しずつ変化す
るため、縄文時代の時期・地域にそれぞれ
土器様式が設定されている。日本の考古学
者は竪穴住居や土坑墓から発掘した小さな
土器片のデザインから、縄文時代のどの時
期のものかわかるように訓練されている。

Earthenware pottery

ottery was essential to coo  food. e eral forns are nown 

from Jōmon sites, such as shallow pots, ars, and footed bowls 

in addition to deep bowls (pic. , ). Jōmon pottery often 

had undulating, wa eli e rims and complicated patterns on 

the surface. or e ample, many Jōmon pots ha e repeated 

and assymetric -shaped patterns. he renowned flame-style 

pottery from the iddle Jōmon period continues to be popular 

today due to its beauty.

 Jōmon pottery patterns changed o er time, li e our 

fashions and automobiles today. Each Jōmon period and region 

had its own style of pottery. Archeologists in Japan are well 

trained to identify in which period of the Jōmon the pottery 

was made based on the design, e en for ust small fragments 

of earthenware e ca ated from pit dwellings or burial pits.

pic. 15　台付鉢　大湯環状列石出土　所蔵：鹿角市教育委員会
写真撮影：榎本剛治

Footed bowl .  Ōyu Stone Circles.  
Kazuno City Board of Education.   Photographed by Enomoto Takeharu.

pic. 16　波状口縁深鉢形土器　大湯環状列石出土　
所蔵：鹿角市教育委員会　写真撮影：榎本剛治

Deep bowl pottery with wavelike rim. Ōyu Stone Circles.  
Kazuno City Board of Education.   Photographed by Enomoto Takeharu.
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土偶
土偶は原田昌幸によると縄文時代草創期

後半に姿を現す。土偶は長い時間の中で土
器と同じように土偶様式も変化する。環状
列石造営が盛行した頃の土偶は、板状土偶
と呼び、頭部と体部で構成された板状の形
状をなす。
伊勢堂岱遺跡出土土偶 (pic. 17) は、頭部

上側に２つの貫通孔がみられ、よく眼と間
違えられる。他の土偶をみると髪を結った
表現があることから、この土偶の製作者は
孔を開けることで結髪を表現したのであろ
う。
伊勢堂岱遺跡ではそのほとんどが環状列

石の周囲や土坑内から発見され、200 点近
く出土しているが、完全な形で復元された
ものは、１点にしか過ぎない。土偶は意図
的に破壊されたと考える研究もいる。

Dogū

ogū appeared in the latter half of the Initial Jōmon period, according 

to asayu i arada. i e pottery, dogū styles also changed o er time. 

ogū from around the period when the construction of stone circles was 

booming were mainly flat clay figurines, board-li e, with ust a head and 

body.

 ogū e ca ated at the Isedōtai site (pic. ) had two holes 

pierced through the upper part of the head. hese are often mista en as 

eyes, but I assume that the person who made this figurine might ha e 

used them for attaching hairpieces, since other dogū ha e elaborate 

hairdos. 

 ost of the dogū at the Isedōtai site were found around 

the stone circles or in the burial pits. Among the almost  figurines 

e ca ated, only one could be completely restored. ne theory ad ocates 

that dogū figurines were intentionally destroyed by Jōmon people.

pic. 17　 板状土偶　伊勢堂岱遺跡出土　
所蔵：北秋田市教育委員会

Flat clay figurine.  Isedōtai site.   
Kitaakita City Board of Education.
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三脚石器
三脚石器 (pic. 18) はなぜか伊勢堂岱遺跡
で大量に出土する。他の環状列石からはほ
とんど出土していないため、非常に狭い地
域に分布する遺物であると考えられる。円
礫を打ち欠いて、３つの脚を作出する。頂
部あたりにアスファルトが付着しているも
のもあり、この石器と何かをアスファルト
で接合していたことがわかる。アスファル
トは日本海沿岸で容易に採掘できるため、
たびたび石鏃の着柄などに利用される。石
器の側面を刃として使用した痕跡はみられ
ないこともあり、筆者は祭祀遺物の一種と
考えている。

Tripod stone tools

or some reason large numbers of tripod stone tools (pic. ) were found 

at the Isedōtai site. hose tools ha e been rarely found at other stone 

circles and so are considered to be artifacts that are distributed only in a 

ery small area. hey were made by chipping fla es off circular pebbles 

to ma e three pods or legs. ome ha e asphalt adhering to the top part, 

which shows that these stone tools were bonded to something with 

asphalt. As asphalt can be mined easily on the coast of the ea of Japan, 

it was fre uently used to bond stone arrowheads to wooden shafts. I 

suspect that these tripods as ritual or ceremonial paraphernalia, since 

there is no trace of wear mar s on their edges that arise as a result of 

use as a cutting blade.

pic. 18　三脚石器　伊勢堂岱遺跡出土　所蔵：北秋田市教育委員会
Tripod stone tools.  Isedōtai site.   Kitaakita City Board of Education.
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マツリの道具
様々な道具がある。なかでも、動物形土製品

とキノコ形土製品 (pic. 19) が目立つのである。
それは、狩猟採集漁労社会の縄文文化において
は、動物や魚、山菜など多様なものを食料とし
ていた。それにもかかわらず、土製品にした造
形されたものは不思議と極めて限られているの
である。
キノコ形土製品 (pic. 20) は傘部が開いている

ものや平坦なものがあり、複数の種類を認める
ことができる。植物学との連携は今後の課題で
あるが、幻覚作用のあるものあるいは毒性のあ
るものを実体化した可能性も想定できるだろう。
動物形土製品はイヌ・イノシシ・ツキノワグ

マなどの小形に立体化したものが確認されてい
る。ツキノワグマの土製品には体部に模様がつ
いているものもあり、文様が解体方法を意味す
るという指摘もある。
大湯環状列石からは、高さ６cm、幅４cm、厚

さ1.5cmの小形の土版(pic. 21)が出土している。
表面に刺突列があり、この文様は同時期の土偶
や土器に使われる表現である。よくみると刺突
の数が数字を表しており、表面と背面に１から
６までの数字が確認できるのである。つまり、
縄文人には数の概念が備わっていたのである。

Tools for worship

Jōmon people made a ariety of tools for worship. Animal-shaped 

and mushroom-shaped clay ob ects (pic. ) are among the most 

distincti e.  Jōmon culture, which was based on a society of hunting, 

gathering, and fishing, people ate a wide range of animals, fish, and 

wild egetables. Ne ertheless, the type of ob ects made with clay 

was strangely ery limited. 

 At Isedōtai se eral types of mushroom-shaped clay ob ects 

(pic. ) were found, including some with an open cap and others 

with a flat cap. ollaboration with botany is an important future 

tas  for us, but we can already assume that Jōmon people made use 

of hallucinogenic or poisonous mushrooms. 

 eanwhile, small animal-shaped clay ob ects were found 

in the form of dogs, boars, and Asian blac  bears. ome clay ob ects 

of Asian blac  bears had patterns on the surface of the body. ome 

researchers suggest that the patterns tell you how to disassemble 

the Asian blac  bear.

 A small-si ed earthen tablet (pic. )  cm high,  cm long, 

and .  cm thic  was unearthed at the site of the Ōyu ircle tones. 

here are a number of piercings on the surface, similar to patterns 

used on dogū and earthenware around the same time period. If 

you loo  closely, you can see that the piercings appear to represent 

numbers, from one to si , as shown on the front and bac  sides 

of this ob ect. In other words, the Jōmon people had a numerical 

concept.

pic. 19　マツリの道具　伊勢堂岱遺跡出土　所蔵：北秋田市教育委員会
Tools for worship.  Isedōtai site.   Kitaakita City Board of Education.
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pic. 20　キノコ形土製品　伊勢堂岱遺跡出土　所蔵：北秋田市教育委員会
Mushroom-shaped clay objects.  Isedōtai site.   Kitaakita City Board of Education.

pic. 21　土版 　大湯環状列石出土　所蔵：鹿角市教育委員会　写真撮影：榎本剛治
Earthen tablet.  Ōyu stone circles.   Kazuno City Board of Education.   Photographed by Enomoto Takeharu
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２．記念物の二至二分
このようなマツリの遺物がいつ、どのよ

うに使われたのか？　記念物にはその手が
かりがある。大湯環状列石では２つの環状
列石とそれぞれの日時計状立石遺構の４点
を結んだ延長線上に、夏至の日の入りが位
置するのである。大湯環状列石では多くの
遺構がみつかっているが、この夏至のライ
ン上には遺構の分布は極めて希薄であり、
いかにこの見通しが重視されていたかを物
語っている (pic. 22) (fig. 4)。
同様の事例は大森勝山遺跡でも確認され

ている。環状列石に立つと、その南側にそ
びえ立つ岩木山（標高 1,625m）の頂上に冬
至の日に日が沈む。積雪の多いこの時期に
おいては、日の入りの瞬間は眩しく、とて
も神秘的だ (pic. 23)。
これらの現象は「縄文ランドスケープ」

と呼ばれ、90 年代から研究が進み、様々
な遺跡において同様な現象が確認されてい
る。世界各地の宗教的行事が、二至二分と
深く結びついているように、記念物をつくっ
た縄文人は、このタイミングに祭祀・儀礼
を行なっていたのかもしれない。

2. Solstices and Equinoxes of Monuments

hen and how were artifacts li e these used  

here is a clue in the monuments. At the Ōyu 

tone ircles, the sunset at the summer solstice 

is located on an e tended line, or a is, that 

connects four spots in two stone circles and the 

corresponding sundial-li e collections of stones. 

Although many remains were found at the site 

of the Ōyu tone ircles, they are rarely found 

along this alignment with the summer solstice, 

which tells us how important this iew was since 

it was unobstructed (pic. ) (fig. ).  

 A  s imi lar  case  to  the  Ōyu stone 

circles is obser ed at the ōmori- atsuyama 

site. tanding in the stone circle at the winter 

solstice, you can see the sun set o er the top 

of ount Iwa i (ele ation  ,  meters) that 

looms o er the southern hori on of the site. At 

this midwinter season of hea y snowfall, the 

moment of the sunset is bright and ery mystical 

(pic. ). 

 hese phenomena form an important 

part of the Jōmon landscape.  As research 

has made progress since the s, similar 

phenomena are obser ed at arious sites. Just 

as religious e ents across the world are closely 

associated with solstices and e uino es, perhaps 

the Jōmon people who built these monuments 

also held rituals and ceremonies at those special 

times of the year.

pic. 22　大湯環状列石における夏至の日の入り 
写真撮影：榎本剛治

Sunset at summer solstice at the Ōyu stone circles.
Photographed by Enomoto Takeharu.
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fig. 4　２つの環状列石と太陽の運行の関係　
小林達雄編　1995　季刊考古学・別冊6 　雄山閣より転載（英訳を加筆）
Relationship between the two stone circles and the movement of the sun.
Reprinted from Kobayashi, T., ed. (1995). Quarterly Journal Archaeology, Additional vol. 6. Tokyo, Japan: Yuzankaku, Inc.

pic. 23　大森勝山遺跡からみた岩木山に沈む冬至の日の入り　写真提供：弘前市教育委員会
Sun setting over Mount Iwaki at winter solstice, seen from the Ōmori-Katsuyama site.
Photo provided by Hirosaki City Board of Education.
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特集テーマⅢ 
遺跡の整備と活用

１．遺跡保存
我が国では道路や建物建設に先立ち、発

掘調査を行う。工事に伴う発掘調査の件数
は、全国で１年間に 8,000 ヶ所を超えるの
である。その遺跡のほとんどは、発掘調査
により記録保存を行い、道路や建物が建設
される。しかし、発掘調査中に遺跡の価値
が評価され、現地保存されることがごく稀
にある。国特別史跡三内丸山遺跡や、前述
した伊勢堂岱遺跡もそれらの一つである。
伊勢堂岱遺跡は大館能代空港建設に係る

空港道路建設に伴い、遺跡の存在が確認
された。発掘調査が進むにつれ、環状列石
Ａと環状列石Ｂの２つの環状列石を確認し
た。翌年の調査で調査区外の山林の中に３
つ目の環状列石の存在する可能性が高くな
り、ハンド・ボーリング調査で環状列石Ｃ
が確認された。当初の計画では発掘調査終
了後に環状列石Ａは周辺の公園に移築する
予定だった。ところが、３つめの環状列石
の発見から遺跡の重要性を地域住民や県民
が理解し遺跡保存に対する要望が高まり、
秋田県知事が道路計画を中止し遺跡を現地
保存することを決定したのである。現在で
も遺跡の東西側には未完成の道路橋脚が残
されており、当時の英断を現在にも伝える
「記念物」として保存されている (pic. 24)。
現在、遺跡保存のために迂回した道路は、

遺跡より北側に建設されている。ここでは
道路が半地下式となり、遺跡からの眺望を
阻害しないような構造と採用している。こ
のように遺跡の景観を配慮するために特殊
な道路構造で建設した例は日本国内でもほ
とんどない。
北海道鷲ノ木遺跡は伊勢堂岱遺跡と同じ

縄文時代後期前葉の環状列石を主体とする
遺跡である (pic. 25)。長径 36mの環状列石
を中心に、周囲に竪穴墓域という土坑墓が
集まった特殊な遺構も検出されている。
この鷲ノ木遺跡は高速道路建設に先立つ

発掘調査で環状列石が発見され、高速道路
用地約2,700㎡の工事計画を変更することに

なった (pic. 26)。遺跡を保護するために環
状列石の下に高速道路のトンネルを通した
のである。トンネル掘削の際、環状列石直
下の部分は工事による振動を考慮し、人力
で掘削するなど、現代の高度な土木技術を
駆使して遺跡保存を実現した先駆的で唯一
の例である。
環状列石等の記念物はその規模の大きさ

や遺跡の特殊性から、現地保存される。現
地保存された遺跡は、保存されるだけでな
く、整備・活用される。そして、かつて縄
文人が記念物に集まり、祭祀・儀礼・祖先
崇拝を行ったように、現代人も整備された
遺跡やガイダンス施設に集まり、フェスティ
バルを行うのである。記念物は時代を超え
て地域住民に親しまれている。

Special Theme III: Maintenance and 
Utilization of sites

1. Preservation of the sites

In Japan, e ca ations are conducted prior to 

the construction of roads and buildings. he 

number of sites where e ca ations ta e place 

associated with construction pro ects e ceeds 

,  per year nationwide. At most of the sites, 

careful records are made during the e ca ation, 

and are stored afterwards, and then the roads 

and buildings etc are constructed. owe er, 

there are rare cases when the e ceptional alue 

of a site is recognised during the e ca ations to 

such an e tent that it is decided to preser ed 

the remains in situ, or where they are. E amples 

of such cases include the pecial istorical ite 

of annai- aruyama in Aomori and the abo e-

mentioned Isedōtai site.

 Isedōtai was disco ered in association 

with the construction of an e pressway leading 

to Ōdate-Noshiro Airport. As the e ca ations 

progressed, two stone circles were unearthed  

tone ircle A and tone ircle . At the same 
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time, remains of possible si -post-built buildings 

were found to the south of tone ircle A. 

esearch the following year re ealed that these 

buildings spread in the opposite direction from 

the stone circle, which increased the possibility 

that there was a third stone circle in the 

mountainous forest outside the initial sur ey 

area. herefore, a hand-boring sur ey was 

conducted to loo  for tone ircle . he original 

plan was to relocate the remains of tone 

ircle A to a nearby par  after the e ca ations. 

owe er, the disco ery of the third stone circle 

made residents in the community and A ita 

refecture understand the significance of the 

remains. heir demands for on-site preser ation 

for the remains grew, and finally the go ernor 

pic. 24　迂回された空港道路（伊勢堂岱遺跡）写真提供：北秋田市教育委員会
Bypassed expressway leading to the airport (at the Isedōtai site).   Photo provided by Kitaakita City Board of Education.

pic. 25　 鷲ノ木遺跡の環状列石 　写真提供：森町教育委員会
Stone circles of the Washinoki site.   Photo provided by Mori-machi Board of Education.
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of A ita refecture decided to  cancel the road 

plan and to preser ation the site in situ. E en 

today, unfinished highway bridge piers remain 

to the east and the west of the site. hese are 

preser ed as a monument , passing on the 

memory of that bra e decision to the present 

and future(pic. ).

 A bypass to preser e the archeological 

site has now been constructed to the north 

of the Isedōtai site. he bypass runs half-

underground to a oid spoiling the iew of the 

landscape from the site. here are only a few 

cases li e this in which a special road structure 

was adopted in consideration of the landscape 

of a site, e en in Japan.

 he ashino i site in o aido is a 

set of remains mainly composed of stone circles 

from the first half of the ate Jōmon period, the 

same date as Isedōtai (pic. ). ni ue remains 

included a stone circle of  meters in diameter 

in the center of the site and a collection of burial 

pits that together ma e up a circular cemetery 

of pit-gra es.

 At this site, stone circles were found 

by e ca ations prior to the construction of an 

e pressway, which resulted in changing the 

original construction plan for the e pressway 

o er an area of appro imately ,  s uare 

meters (pic. ). A tunnel for the e pressway 

was dug under the stone circles. oncerns 

o er the impact of possible ibrations resulting 

from tunnel boring led to the section of tunnel 

immediately under the stone circles being dug 

by humans. As such, this is an unparalleled, 

pioneering, and aluable case that achie ed 

site preser ation, ma ing full use of today s 

ad anced ci il engineering technology. 

 ost  monuments,  such as stone 

circles, are preser ed on-site due to the si e and 

the specific nature of such sites. hese in situ 

preser ed remains are not only preser ed but 

maintained and utili ed. Just as Jōmon people 

used to gather around monuments for rituals, 

ceremonies, and to worship their ancestors, we 

modern people also gather at the maintained 

historic sites and associated guidance facilities 

for festi als. hese fascinating monuments are 

thus once again popular among local residents.

pic. 26　 鷲ノ木遺跡と高速道路　写真提供：森町教育委員会
Washinoki site and expressway.   Photo provided by Mori Town Board of Education.
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２．遺跡の活用
保存された遺跡は発掘調査成果による価
値に基づいて整備され公園化される。隣接
地にはガイダンス施設が建設され教育や観
光の場として活用される。そして地域住民
によって遺跡ボランティアが組織されるこ
とも多い。伊勢堂岱遺跡では「伊勢堂岱遺
跡ワーキンググループ」が結成され、遺跡
のガイドや情報発信の活動を行っており、
サケの稚魚放流事業「カムバック・縄文サー
モン」や、20 年近く継続している「北秋田
市縄文まつり」等のイベントを実施してい
る (pic. 27)。このように、地域住民グルー
プが積極的に情報を発信することで、利害
関係者も増え、地域住民などの一般市民が
遺跡の価値を改めて理解するという事例が
増えている。

最後に
大湯環状列石や伊勢堂岱遺跡を含む「北
海道・北東北の縄文遺跡群」がユネスコ世
界文化遺産の候補として日本国から推薦さ
れた。縄文文化が世界に発信できる素晴ら
しい機会であり、私は考古学研究者が増え、
縄文文化研究がより活発になることを大い
に期待している。

2. Utilization of archaeological sites

reser ed archaeological sites are maintained and turned 

into par s based on the alue of e ca ation results. uidance 

facilities are built ad acent to such sites for educational 

purposes or tourism. oreo er, there are many cases where 

a olunteer group is organi ed by local residents. he Isedōtai 

Ise i or ing roup, established for the Isedōtai site, is 

engaged in guide ser ices and information sharing on the site, 

including ome ac  Jōmon almon , where salmon are re-

introduced to the ri er, and the Jōmon esti al in ita A ita 

ity, which has an almost- -year history (pic. ). hus, there 

are more and more e amples of the acti e transmission of 

information by groups of local residents which helps increase 

the number of sta eholders as well as that understanding of 

the alue of these important archaeological remains, including 

monuments, by the general public and local residents.

Conclusion

he Jōmon Archaeological sites in o aido and Northern 

ōho u, including the Ōyu tone ircles and the Isedōtai site, 

ha e been recommended by Japan as candidates for NE s 

orld ultural eritage. his is a wonderful opportunity to 

allow us to disseminate nowledge and understanding about 

Jōmon culture to the world. I ha e high e pectations that the 

number of archaeologists will increase and the study of the 

Jōmon culture will be more acti e. 

pic. 27　 カムバック縄文サーモン　写真提供：北秋田市教育委員会
Come back Jōmon salmon.   Photo provided by Kitaakita City Board of Education.
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本書に登場する遺跡一覧

１．北海道　垣ノ島遺跡 

２．北海道　キウス周堤墓 

３．北海道　鷲ノ木遺跡 

４．青森県　大平山元遺跡　

５．青森県　小牧野遺跡 

６．青森県　薬師前遺跡 

７．青森県　大森勝山遺跡 

８．岩手県　湯舟沢遺跡

９．秋田県　狐岱遺跡 

10．秋田県　大湯環状列石 

11．秋田県　伊勢堂岱遺跡 

12．群馬県　久森遺跡　

13.   群馬県　田篠中原遺跡 

14．群馬県　野村遺跡 

15．栃木県　寺野東遺跡 

16．埼玉県　真福寺貝塚 

17．長野県　上原遺跡 

18．長野県　阿久遺跡 

Map showing the location of the sites in this book

1.    Kakinoshima site, Hokkaido 

2.    Kiusu burial enclosures, Hokkaido

3.    Washinoki site, Hokkaido

4.    Odai-Yamamoto site, Aomori Prefecture  

5.    Komakino site, Aomori Prefecture

6.    Yakushimae site, Aomori Prefecture

7.    Ōmori-Katsuyama site, Aomori Prefecture

8.　Yubunezawa site, Iwate Prefecture

9.    Kitsunetai site, Akita Prefecture  

10.  Ōyu stone circles, Akita Prefecture

11.  Isedōtai site, Akita Prefecture

12.  Kumori site, Gunma Prefecture

13.  Tajino-Nakahara site, Gunma Prefecture

14.  Nomura site, Gunma Prefecture

15.  Terano-Higashi site, Tochigi Prefecture  

16.  Shinpukuji Shell Midden, Saitama Prefecture  

17.  Wappara site, Nagano Prefecture  

18.  Akyū site,  Nagano Prefecture 1
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７．青森県　大森勝山遺跡 

８．岩手県　湯舟沢遺跡

10．秋田県　大湯環状列石 

11．秋田県　伊勢堂岱遺跡 

12．群馬県　久森遺跡　

13.   群馬県　田篠中原遺跡 

14．群馬県　野村遺跡 

15．栃木県　寺野東遺跡 

16．埼玉県　真福寺貝塚 

17．長野県　上原遺跡 

18．長野県　阿久遺跡 

5.    Komakino site, Aomori Prefecture

6.    Yakushimae site, Aomori Prefecture

7.    Ōmori-Katsuyama site, Aomori Prefecture

8.　Yubunezawa site, Iwate Prefecture

9.    Kitsunetai site, Akita Prefecture  

10.  Ōyu stone circles, Akita Prefecture

11.  Isedōtai site, Akita Prefecture

12.  Kumori site, Gunma Prefecture

13.  Tajino-Nakahara site, Gunma Prefecture

14.  Nomura site, Gunma Prefecture

15.  Terano-Higashi site, Tochigi Prefecture  

16.  Shinpukuji Shell Midden, Saitama Prefecture  
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年表   C h r o n o l o g y

縄文時代 /  J ōmon  p e r i o d :  1 0 5 0 0 - 4 0 0  B C

草創期 /  I n c i p i e n t  J ōmon ,  1 0 5 0 0 - 8 0 0 0  B C

早    期  /  I n i t i a l  J ōmon ,  8 0 0 0 - 5 0 0 0  B C

前    期  /  E a r l y  J ōmon ,  5 0 0 0 - 2 5 0 0  B C

中    期  /  M i d d l e  J ōmon ,  2 5 0 0 - 1 5 0 0  B C

後    期  /  L a t e  J ōmon ,  1 5 0 0 - 1 0 0 0  B C

晩    期  /  F i n a l  J ōmon ,  1 0 0 0 - 4 0 0  B C

Th e  p u b l i s h e d  c h r o n o l o g y  i s  r e p r o d u c e d  f r om  A g e n c y  f o r  C u l t u r a l  
A f f a i r s  Go v e r nmen t  o f  J a p an  i s s u e  ‘ ANC I ENT  J A PAN ’ .  

World Map
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Japan and surrounding regions / Currents map of Japan
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Location of Japan

Japan is an island nation in East Asia which lies between 

20°to 46°north latitude and from 122°to 154°east 

longitude.  With a median longitude of 135°, It is 9 hours 

ahead of London (UTC+09:00). 
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