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耳飾を着け石棒を祀る 

－国史跡下布田遺跡の社会と世界観－ 

 

中 村 耕 作    

（國學院大學栃木短期大学） 

 

１．「縄文時代晩期」の重要性 

・一般的な説明 

 縄文時代：狩猟採集社会＝現状維持型 

 弥生時代：農耕社会・階層社会＝拡大生産型 

・従来の縄文後晩期観：停滞論・呪術社会論・限界論（坪井 1962・勅使河原 2016） 

・近年の弥生時代研究 

・「真正の弥生」の範囲は狭い？（藤尾2015） 

・弥生の代名詞：弥生土器・銅鐸・分銅形土製品は縄文系譜？（設楽2014、寺前2017） 

＝縄文文化、特に儀礼・象徴の重要性（谷口 2017、小林2017） 

 

過渡期としての縄文時代晩期をどう理解するか？ 

 

２．下布田遺跡の世界 

（１）下布田遺跡の特徴 

・方形配石遺構＝石刀を副葬した特定個人墓？（今村1999・高橋2010・設楽2014） 

・石棒集積遺構＝石棒復古運動？ 

・大形滑車形耳飾（千網型耳飾）＝北関東とのつながり （土肥1997・品川2015） 

・合口土器棺墓＝東海系の墓制？ 

・他地域の土器・土偶など＝各地との交流 

・下布田型石鏃＝下布田中心の地域アイデンティティの発現？（大工原2017） 

 

（２）千網型耳飾とその意義 

《装身具の意義》 

・装身具の出現：後期旧石器時代のアフリカ（貝製ビーズ）。湯の里４遺跡（玉） 

・装身具の意義と力の根源：イノシシ・クマ・サメの牙、硬い石、遠隔素材、交換 

・中期土製耳飾：小形・文様少ない（人骨共伴例：中期５例中４例女、１例不明：吉田 2003） 

 

《後期後葉～晩期前葉の土製耳飾》 

  ※土偶、耳飾、貝輪の盛行・分化（女性の差異化？：阿部 2019） 

・土製耳飾の装飾部分の拡大による形態変化（百瀬 2018） ＝表示機能の拡大 

  ※千網谷戸４号住居型（安行3d 式期）の方が１号住居型（3c 式期）より大きい？ 

・晩期中葉における千網型の創出と他地域での耳飾の廃用 

  ※北関東地域のアイデンティティの発揮か 

・下布田例は最大級 

 ※遠隔地に大きい装身具が出土する例として中期のヒスイ大珠がある 



（３）石棒集積とその系譜 

《縄文人の世界観（不変的な特徴）》 

・性象徴（春成 2007） 

・死と再生モチーフ（渡辺2013、小杉2003） 

・非対称・二項対立（小林1996、中村2013） 

 

《中期～後期初頭の石棒：屋内の儀礼的出土状況が目立つ》 

・焼失家屋からの出土（町田市忠生遺跡Ａ地区）・破砕された例（目黒区大橋遺跡） 

・青と白、大小、土器と石棒などの対置された例（調布市上布田遺跡、国立市緑川東遺跡、

横浜市松風台遺跡、八王子市北野遺跡、忠生遺跡Ｄ地区） 

 

《後期の石棒：屋外の出土が目立つ》 

後期前葉？ 

・水辺の石棒（東村山市下宅部遺跡、群馬県南蛇井増光寺遺跡、栃木県下久保の石棒） 

 

後期中葉：出自意識に関わる石棒祭祀のはじまり 

・廃屋上配石の石棒（伊勢原市下北原遺跡、伊豆市修善寺大塚遺跡） 

・墓坑群上配石の石棒（伊勢原市下北原遺跡（中期のもの）、秦野市太岳院遺跡） 

・墓坑群脇配石の石棒（伊勢原市池端金山遺跡：５点） 

 ↓ 

後期後葉～晩期中葉：墓坑群上配石の石棒 

・町田市なすな原遺跡413 号土坑上配石：石棒５点、小形石棒類6 点、独鈷石2 点、石皿 1

点、凹石1 点、石鏃3 点など 

・町田市田端遺跡環状積石遺構：石棒8 点、小形石棒4 点、前浦式中空土偶 

・小鹿野町下平遺跡土坑・配石群：33 号土坑内｛埋設土器・中形石棒、大洞C1 壺｝、13 号配

石｛顔面付土器｝、石棒頭部、独鈷石3 点、小形石棒類8 点、耳飾破片18 点、土製勾玉3 点 

・群馬県天神原遺跡Ｓ６号墓上配石：石棒と丸石 

・山梨県金生遺跡１号配石：石棒８点、小形石棒類 14 点、土偶41 点、耳飾91 点、石鏃322

点、硬玉製勾玉１点、土器類、石器類（～晩期後葉） 

・新潟県寺地遺跡：焼人骨11 個体、大形石棒頭部破片５点（中期）、土器・石器多数 

 ↓ 

晩期前葉～中葉：祭祀遺物集積遺構への変容 

・鴻巣市赤城遺跡：祭祀遺物集中地点｛石棒４点、顔面付土器２点、土偶 48 点、中後期突

起、土器類・耳飾 11 点（千網型１点）、土版・岩版・垂飾など｝、完形土器集中地点｛耳

飾8 点（千網型2 点）、顔面付土版１点｝ 

・さいたま市馬場小室山遺跡：石棒無し。顔面付土器１点、土器多数、耳飾など 

 ↓ 

晩期中葉：石棒集積遺構への収斂 

・下布田遺跡石棒集積遺構：石棒14 点・中後期突起・土器類 （やや離れて千網型耳飾） 

・天神原遺跡石棒祭祀遺構：石棒４点、石皿４点、小形石棒・石剣類14 点、石鏃・石鏃三製

品48 点、剥片類、台付鉢、耳飾１点（千網型耳飾：出土位置不明） 

・山梨県金生遺跡２号配石：石棒５点、中空土偶、土器類（～晩期後葉） 

 



（４）安行３ｃ～３ｄ式期の意義 

・後期中葉以来の変化の延長線上 

 

・安行式土器の変化：土器からの縄文の喪失《西の流行の取入れ？／衰退？》 

※西日本からの無文化の波（設楽2011）、縄文を使う東関東・東北との差異化？ 

※安行3d 式をもって早期以来の関東地方を中心とした土器様式の終焉 

・土偶の変化《併存・融合》（金子 2019） 

  晩期前葉：みみずく土偶 

晩期中葉：変容みみずく土偶（遮光器土偶＋みみずく土偶）、遮光器、遮光器系 

・顔面装飾付土器（林2000、鈴木2012） 

  晩期初頭：顔面付注口土器（東北との関係）《融合》 

  晩期中葉：顔面付粗製深鉢（価値観の転倒）《創出》 

・石鏃の極地型式の出現・模造品化（大工原 2017）《創出》 

 

・関東地方における大規模遺跡の終焉 

・九州では稲作のはじまり、西日本～中部では雑穀農耕のはじまり（小林 1985、設楽2014） 

 

３．縄文時代中期～晩期の変化と下布田遺跡の社会 

 

（１）社会変化の諸モデル 

・環境変動モデル（鈴木2020） 

・地域間ライバル意識（小林） 

・人口密度モデル（谷口2005） 

・人口移動モデル（今村編1999、矢野2016） 

・生業－社会組織変化モデル（阿部2019） 

 

（２）各時期の変化 

《中期中葉～後葉の変化》 

・密集する環状集落＝人口密度高い＝厳格な社会（谷口2015） 

・環状集落中央墓域の重要性 

・各地で独自の波状口縁深鉢の創出 

・耳飾は小形、土偶・石棒、各種の異形土器（顔面把手・顔面付有孔鍔付土器など） 

＝温暖化・人口増加・地域間ライバル意識モデル⇒社会統制のための儀礼強化（谷口 2015） 

 

《中期末葉～後期初頭》 

・西日本からの人口流入／環状集落の解消 

・住居廃絶における石棒祭祀 

・耳飾・土偶は無し、再葬の活発化、環状列石・瓢箪形注口土器の成立 

＝寒冷化・人口移動・異系統文化受容モデル⇔活発化（阿部 2008）、模索（長田 2016） 

 

《後期中葉～晩期前葉》 

・環状集落の復活・核家屋／大型建物の出現 

・長期継続集落（環状盛土遺構を含む）の本格稼働 



・配石墓の盛行（モニュメント性の強調） 

・地域間のライバル意識（加曽利 B1 式期の葬墓制の地域間の差異化：中村 2013） 

・印旛沼周辺では遺跡の役割の分化？（阿部 2019）⇔ 他地域では適用できす 

・各種の特殊土器、小形石棒類（緑泥片岩製）、大型建物（男性祭祀？？） 

※遠方の儀礼具：東北系注口土器・成興野型石棒など 

・晩期初頭の東北と関東の土器の融合（西日本との接触も）と再分離 

＝環境変動モデル・人口増減モデルは使えず。 

 生業－社会組織変化モデル？ 

 

（３）下布田遺跡の社会 

《後期中葉以来の社会》 

 自集団内：多様な分節（性別・年齢・出自・職掌？） 

 地域集団間：恒常的な交流 

  ＋ 

《晩期中葉独自の要素》 

 定量的データは不明確 

 異系統文化の並立・受容・折衷、新文化の創出＝アイデンティティ（出自）意識の高揚 

 小形石棒類を副葬される個人の存在 

（下布田・小山市乙女不動原北裏、 ※後期後葉：北海道の周堤墓群） 

 

耳飾・土偶と小形石棒類・独鈷石の関係は？ それらと大形石棒との関係は？ 

 ＝大型耳飾を持つ女性と、小形石棒類を持つ男性の存在？ 

 ※「階層化社会」論 vs 「国家に抗する社会」論 

 

（４）その後の下布田遺跡―晩期後葉の変化― 

・関東における遺構の激減（土器は少量存在） 

・変容した安行 3d 式土器の出土／大洞A 式連子文土器の出土（第６・９地点） 

・雑穀農耕の伝来 

・環境変動（2.8k イベント）⇒生業の変化・分散居住説 

  ⇔貝塚には寒冷化を示す指標無し（樋泉 2019） 

但し、東京湾岸では貝塚の減少・獣骨の増加。中部・西関東では雑穀圧痕。 
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●：千網型耳飾出土遺跡
×：晩期の石棒集積等

鈴木保彦 2020 より

今村啓爾 1999 より

設楽博己による 下布田遺跡石棒集積遺構


