よみがえる
縄文のむら

展示図録
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現在の柏たなか駅

「歴史講座」のおしらせ
平成２４年８月１２日（日）
１４時〜１６時
「貝塚のあるムラ・ないムラ」
入場無料
講師 上守秀明氏
（千葉県教育庁文化財課）
先着８０名 中研修室２

「勾玉づくり」のおしらせ
平成２４年８月５日（日）
１０時〜１５時
費用 ３００円
講師 千葉県教育庁文化財課
先着８０名 ２階さわやかコーナー

柏たなか駅周辺の縄文のむらの跡（約 4,500 年前）

いずれも直接会場におこしください。
詳細は０４３−４２４−４８４９まで

期 間 平成２４年８月１日（水）〜８月３１日（金）
時 間 午前９：００〜午後５：００まで 月曜休館
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柏市柏の葉４−３−１ TEL 04−7140−8600
主催

公益財団法人千葉県教育振興財団
四街道市鹿渡８０９−２ TEL ０４３−４２４−４８４９ http://www.echiba.org/
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さわやかちば県民プラザ

後援
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千葉県教育委員会
柏市教育委員会

１

柏のまわりは海だった！

縄文時代前期のむら（約 5,500 年前）

小さなむらから大きなむらへ

おおまつ

こまがた

貝をとる人々が集まってきました

はらはた

大松遺跡、駒形遺跡、原畑遺跡

縄文時代早期の終わり頃には「縄文海進」と呼ばれる海水面の上昇がはじまり、しだいに今の利根川
流域に海が入り込んでいきました。この時期の遺跡には、その証拠となる貝塚が現れるようになります。
その後、縄文時代前期になると、しだいに集落が大きくなっていく様子が発掘によって明らかになって
きました。前期にはこの付近の遺跡ですでに 100 軒以上の竪穴住居跡が発見されており、駒形遺跡や大
松遺跡の発掘成果を加えると 200 軒あまりの竪穴住居跡数となり、次々と住居が建てられていったよう
ひ

がた

です。これらの竪穴住居跡には眼下に見える干潟の海辺からとってきた貝などが捨てられており、マガ
キ、オキシジミ、ハイガイ、ハマグリ、アサリ、サルボオ、ウミニナなどの貝が食料となったことがわかっ
てきました。

大松遺跡、前期の住居跡の分布図（黒塗り部分）
縄文海進による海面

大松遺跡では前期の住居跡が 24 軒発見されました。住居跡の分布は図で見るとおり散らばった状態
で、北側にある駒形遺跡に向かって同じ状態で続いていると思われます。24 軒の住居跡のうち７軒に
おの

いしざら

すりいし

駒形遺跡出土

（駒形遺跡、原畑遺跡の場所）

は量は多くはありませんが、貝が捨てられていました。やじりや斧のほか、調理道具である石皿や磨石

前期縄文土器

しゅりょう

も出土しており、狩猟だけでなく植物の採集加工なども日常的に行われていたことを示しています。

縄文海進による海面

左から斧、磨石、石皿
原畑遺跡出土

たいしゅ

全国最古級のヒスイ製のペンダント「大珠」発見！
いと い がわ

前期縄文土器

ひめ かわ

ヒスイは新潟県糸魚川市を流れる姫川の上流を国内ただ一つの原産地と
する石で、縄文人の装飾品として貴重なものでした。大珠はペンダントと
思われ、縄文時代中期に多く発見されますが、大松遺跡では前期の住居跡

6,000 年位前から柏市のまわりは海になりました。

から出土しました。形を整える加工がほとんどなく、ほぼ原石のままひも

焼けた貝殻がほと

通しの穴をあけています。緑色や透明な部分が少なく、質はあまり良くあ

ん ど な い こ と か ら、

りませんが、前期の出土例は全国で他に２例しかありません。

土器の中で煮て身を

姫川からもたらされたこの大珠は、どんな旅をしてこの地に至ったので
しょうか。

食べスープを味わっ
たことがわかります。

大松遺跡出土ヒスイ製大珠（長さ 6.2 ㎝）
1

食料となった貝
（ハマグリやアサリが入っていました）

2

駒形遺跡

縄文前期住居跡（貝が捨ててあります）

２

各地との交流がさかんになりました

縄文時代中期のむら（約 4,500 年前）
かんじょうしゅうらく

むらの拡大 「環状集落」ができる！

右の土器はすべて１軒の住居跡からま
ど

こう

環状集落とは、最も外側に住居跡群が、その内側に土坑群が輪
のようにめぐり、残された内側の空白部分を広場として使用する
集落で、県内でも数多く発見されています。大松遺跡は発掘の結
果、その典型であることがわかりました。
大松遺跡は柏たなか駅とその駅前の台地上にありました。この
台地はもともと北西から駅に向かって舌のような形をしていて、
集落はこの台地にぴったりと納まるように発見されました。その
規模は長さ約 120ｍ、幅約 100ｍを測ります。一部は不明ですが

とまって出土しました。環状集落が作ら
に

たき

れはじめたころの土器です。煮炊用の底
はち

の深い土器のほか、大型の鉢や小型の土
器もあります。口の下に小さな穴が１列
たい

こ

にあけられた土器（矢印）は、太鼓や酒
造りに用いたとも言われています。
つめ がた

土器の文様のうち、幅の広い爪形文様
は埼玉・東京方面の影響によるものです。

集落を構成する住居跡は 85 軒、食糧貯蔵用とされる土坑は約
230 基が発見されました。
大松遺跡

小山台遺跡でも環状集落が見つかりま

右の土器は粘土ひもをはり付けたり、棒の先で線

した。中心には広場があり、そのまわり

を引いたりして土器の全面にびっしりと文様を描い

ちょ ぞう けつ

広場

小山台遺跡

に貯蔵穴（＝緑色）が集まっているようすや、

ています。全体の文様は複雑ですが、よく見ると規

さらにその周囲に竪穴住居跡（赤色）が分

則性を持っているのが分かります。各部の文様は千

布する、直径約 150ｍにもなる大きなも

葉県北西部の同時代にはまったく見られない文様

のです。中央の広場ではマツリなどの行

で、他地域の文様をたくみに組み合わせて作られて

事が行われていたのでしょう。発掘途中

います。
つの

のため詳しいことは言えませんが、大松

口の上に乗る突起は輪と角がセットになっていま

遺跡の集落跡とほぼ同じ時期であること

すが、この突起は、新潟県の同時期土器の突起その

から、呼びかければ返事が返ってきそう

ものです。胴に描かれた主文様は、ハート形をした

なほどに近い２つの集落は、食料の調達

顔とその下に続く胴体、横に延びる渦巻文様は腕の

など生活の多くの面で互いに協力しあっ

表現にも見えます。こうした文様は群馬県から長野

ていたのかもしれません。

県に分布する焼町土器と呼ばれる土器にあります。

とっ き

うずまき

やきまち

ど

き

また、ともえ状にかみあった渦巻文様や三角文様は

人面をあらわした土器の突起が発見されました！

埼玉・東京方面の特徴的な文様です。この土器の作

土器の口の部分に取り付けられていました。付け根には穴をあけようとしたくぼみがあり、突起が折

者は各地の特徴的な文様をよく理解し、自分なりに

れた後穴をあけて再び取り付けようとしましたが、あきらめたようです。眉から鼻にかけて立体的に表

消化した上でこの芸術品ともいえる土器を作ったの

現されています。この突起は千葉県ではとても少なく中部地方に多いため、その地方からの影響が及ん

でしょう。

まゆ

だことがわかります。

顔面に付けられた文様
は “いれずみ” でしょうか。

3

縄文時代中期には右図のような土器が各地で

左右対称でないことが注

分布していました。柏の人々は、かなり遠い地

意されます。

方と交流していたようです。

4

貝塚のあるむら、ないむら

３

千葉県の縄文のむら

発掘のようす
おもに中期（約 4,000 年〜 5,000 年前）

縄文時代中期になると各地
に拠点となる大きなむらが現
れます。現在の江戸川沿い（右
図の左岸）には山崎貝塚など
貝塚を使うむらが多い一方、
現在の利根川沿いには貝塚を

たて穴住居跡

使うむらは見られません。大
松遺跡、小山台遺跡はそうし

貝塚

たむらです。こちら側の海は
貝の生息に適さない海になっ
ていたのでしょう。

生活の向上

たくさんの石器と装身具などの発見

人骨
ろ

ど こう

炉（＝火をおこした所）や土坑（＝食べ物を入れる他）はたく

さまざまな目的に使用された石器が出土しています。

さん作られました。
けものの落とし穴

※上図は「絵で見る日本の歴史」福音館書店 4､5P を参考、転写しています。
あくまでイメージ図ですので写真との考古学的な関係はありません。

４

発掘調査の方法（古墳の場合）

１ 地面を「ジョレン」という道具で平らにけずっていきます。

古墳

➠

２

すると黒いシミのよう
なところがでてきまし

大松遺跡出土の石器類（斧、やじり）

た（白い点線部分）。
じゅじゅつてき

これは古墳のまわりに

板状土偶は一般的には女性をかたどったものが多く、出産を助けるなど呪術的性格が強いものです。

しゅうこう

掘 ら れ た 溝＝周 溝 の 跡
です。

３
黒いシミのところを取り
除いています。
だんだんと周溝の形がわ
かってきます。

➠
小山台遺跡出土の板状土偶（ばんじょうどぐう）

小山台遺跡出土の大珠
5

４

掘り上がりました（この写真は上の古墳ではありません）。
6

➠

大珠はひすい製で、きれいに磨かれています。

年

表

西暦 年

世紀

時代名

千葉県の年表

柏市北部のようす（主な遺跡）
人々が住みはじめる 大松遺跡（環状ブロック）

-30,000
旧石器時代 氷期が続く
採集や狩りをしながら移動生活をする

-29,000

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
-10,000
草創期 土器がつくられる
-9,000
-8,000

早期
採集や狩りの生活が続く
最古の貝塚ができる

-7,000
縄
文
時
代

-6,000
-5,000

縄文海進
前期 集落がつくられる

小さなむらができる 貝塚ができる 駒形遺跡
駒形遺跡 原畑遺跡 大松遺跡ほか
むらがおおきくなる

-4,000
-3,000

中期

-2,000

後期

-1,000

晩期

環状集落ができ、むらが大きく拡大する 大松遺跡ほか
貝塚が各地に形成される
小山台遺跡ほか

大きな貝塚、集落ができる

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
稲作、金属器の使用が始まる
-700
前7世紀
-600
前6世紀
-500

弥
生
時
代

前期 各地に農村ができ、定住がすすむ

前5世紀

柏市北部周辺の遺跡
１、駒形遺跡

２、富士見遺跡

７、宮前遺跡

８、八反目台遺跡

12、矢船（Ⅰ）遺跡
17、水砂（Ⅰ）遺跡

３、大松遺跡

「千葉県埋蔵文化財分布地図（１）」を基本に作成
４、原畑遺跡

９、花前（Ⅰ）遺跡

13、矢船（Ⅱ）遺跡
18、中山新田（Ⅲ）遺跡

５、小山台遺跡

10、花前（Ⅱ）遺跡

14、館林（Ⅱ）遺跡
22、元割遺跡

６、寺下前遺跡
11、花前（Ⅲ）遺跡

15、館林（Ⅰ）遺跡
27、大山遺跡

16、水砂（Ⅱ）遺跡
28、宮本遺跡

本書は当財団職員の西川博孝、蜂屋孝之、加藤修司が執筆し、加藤、栗田則久が編集した。

