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縄文人の精神世界と深くかかわった「縄文の渦巻き・同心円紋」文化



[ レジメ ]











川や海近くや森や林に囲まれた山の高台に位置なまれた縄文の集落
中央の先祖たちが眠る広場を取り囲んで住居が立ち並び そして 近くにはストーンサークル
永遠の継続再生を願うのか 円・渦巻き文様に彩られた生活豊かな縄文文化が花開いた



日時計型配石が立ち並ぶ墓の道
村の道には

小型のストーンサークル



約1万年前に始まる縄文時代 素晴らしい縄文文化が花開く
少なくとも約8000年の長きにわたって
戦さもなく存続した平和で豊かな暮らしの時代があり、
豊かな森や海に恵まれた世界に類のない長い平和な時代が続いた
この縄文文化を支えた縄文人たちの心に触れてみたいと。







心優しき縄文人 縄文帰りの勧め



約1万年前に始まる縄文時代 素晴らしい縄文文化が花開く
少なくとも約8000年の長きにわたって
戦さもなく存続した平和で豊かな暮らしの時代があり、
豊かな森や海に恵まれた世界に類のない長い平和な時代が続いた
この縄文文化を支えた縄文人たちの心に触れてみたいと。

心優しき縄文人 縄文帰りの勧め







縄文の環状集落
縄文の森と水場がある見晴らしの良い尾根筋の丘

縄文人は広場を中心に輪になって住んでいた
広場には一緒に暮らす祖先たちの墓

縄文人の暮らしの中 いたるところに円環・渦巻き文様がある
その代表格 縄文土器・ストーン サークル・環状集落等々



縄文の環状列石・ストーンサークル

集落と離れた場所に環状に並べられた石の環 その中央には日時計型石組が建っている
これは祭りの場所? 墓?   数々の思いが頭をめぐる

北海道の雑木林の中の周堤墓 環状貝塚 雪深い北陸に出現した環状木柱列

縄文集落 御所野遺跡 環状集落・配石遺構・馬蹄形盛土 縄文集落 三内丸山遺跡 墓の道・配石遺構・盛土・六本柱



縄文人の精神世界と深くかかわった「縄文の渦巻き・同心円紋」文化









今 日本に縄文時代のような巨樹 栗林があるのだろうか…???



北海道 森町 今では貴重な巨樹の栗林 天然記念物 茅部の栗林





縄文人が生活の糧・加工に使った巨木の栗林
北海道森に今もそんな栗の巨樹が残っていました





縄文の環状集落
縄文の森と水場がある見晴らしの良い尾根筋の丘

縄文人は広場を中心に輪になって住んでいた
広場には一緒に暮らす祖先たちの墓

















はじめに ストーンストーンサークルの始まり



ストーンサークルの変遷 集落内から大規模な集落外のストーンサークルへ

1.



2.



3. ストーン サークルの意味を初期の集落内ストーンサークルから考える

http://www.interq.or.jp/www1/chungush/kiso/iseki.files/iseki_1.htm より

http://www.interq.or.jp/www1/chungush/kiso/iseki.files/iseki_1.htm より

http://www.interq.or.jp/www1/chungush/kiso/iseki.files/iseki_1.htm
http://www.interq.or.jp/www1/chungush/kiso/iseki.files/iseki_1.htm


縄文の心を映す円環遺構
ストーンサークルのほかにも日本各地に数多くの縄文の円環遺構が残っている



縄文の環状列石・ストーンサークル

集落と離れた場所に環状に並べられた石の環 その中央には日時計型石組が建っている
これは祭りの場所? 墓?   数々の思いが頭をめぐる

北海道の雑木林の中の周堤墓 環状貝塚 雪深い北陸に出現した環状木柱列

縄文集落 御所野遺跡 環状集落・配石遺構・馬蹄形盛土 縄文集落 三内丸山遺跡 墓の道・配石遺構・盛土・六本柱





縄文の環状列石・ストーン サークル

集落と離れた場所に環状に並べられた石の環 その中央には日時計型石組が建っている
これは祭りの場所? 墓?   数々の思いが頭をめぐる



北海道の雑木林の中の周堤墓



大型環状貝塚
千葉市加曾利貝塚



雪深い北陸に出現した環状木柱列



日時計型配石が立ち並ぶ墓の道
村の道には

小型のストーンサークル







日本各地に点在する縄文の心を映す円環遺構を訪ねる



縄文の円環 主要訪問リスト
縄文の心を映すストーンサークル 縄文の円環を訪ねる



縄文の心を映す円環遺構を訪ねる <1> 環状集落





広場を中心に環状に取り囲んで住居が立ち並ぶ縄文後期の集落跡 国宝合掌土偶出土の風張遺跡



八戸新井田川沿いの丘の上にある風張遺跡
対岸の岸には縄文漆遺物の大量出土で有名な中土居遺跡がある八戸是川の里

縄文文化を代表する是川遺跡・風張遺跡のある八戸是川の里





縄文の心を映す円環遺構を訪ねる <2> 環状貝塚・馬蹄形盛土













岩手県御所野集落遺跡の盛土遺構



垣の島遺跡は 以前耕作地の今は植林をしている比較的平らな海岸段丘に広がり、盛り土の全体像はほぼ完全な馬蹄形で、
西北西に開口部を向けて、長軸が約１２０メートル、短軸が約９５メートル、盛り土自体の高さは１～２メートル、幅は約１５メートルほど。
発掘された土器の形式から、縄文時代後期初頭（約４０００年前）の盛土と推定。
盛り土内外の試掘から、竪穴住居跡も密集していた様子が確認されている。
この盛り土遺構は、現在見つかっている盛り土としては、国内で最古の時代に遡ると思われ、その規模の大きさとともに注目。

北海道函館市南茅部 垣の島集落遺跡の盛土遺構



大量の縄文土器ほか大量の遺物が出土した三内丸山遺跡の盛土遺構 [1]



南の盛土

北の盛土

大量の縄文土器ほか大量の遺物が出土した 三内丸山遺跡の盛土遺構 [2]

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOvRlNWDwcgCFcgdlAod9DMLAw&url=http%3A%2F%2Fbunarinn.lolipop.jp%2Fbunarinn.lolipop%2Ftok2-index%2F4GkitanokodaisiB%2FsisouAAA%2Fkaidukatosisou%2Fharukananihon%2Fkakudai5%2Fkakudai-5.html&bvm=bv.104819420,d.dGo&psig=AFQjCNGepFuct2RnOUfZCfI6f7oidbZjTg&ust=1444879576771493
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOvRlNWDwcgCFcgdlAod9DMLAw&url=http%3A%2F%2Fbunarinn.lolipop.jp%2Fbunarinn.lolipop%2Ftok2-index%2F4GkitanokodaisiB%2FsisouAAA%2Fkaidukatosisou%2Fharukananihon%2Fkakudai5%2Fkakudai-5.html&bvm=bv.104819420,d.dGo&psig=AFQjCNGepFuct2RnOUfZCfI6f7oidbZjTg&ust=1444879576771493
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPeTvu-DwcgCFQoklAodAFoKPw&url=http%3A%2F%2Fplayfulwanderer.net%2Ftravel%2F2011%2F08%2F%25E9%259D%2592%25E6%25A3%25AE%25EF%25BC%259A%25E7%2589%25B9%25E5%2588%25A5%25E5%258F%25B2%25E8%25B7%25A1%25E3%2580%258C%25E4%25B8%2589%25E5%2586%2585%25E4%25B8%25B8%25E5%25B1%25B1%25E9%2581%25BA%25E8%25B7%25A1%25E3%2580%258D%2F&psig=AFQjCNHdx5uvKAW1YpubNT6wt3iGTvprpg&ust=1444880067411791
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPeTvu-DwcgCFQoklAodAFoKPw&url=http%3A%2F%2Fplayfulwanderer.net%2Ftravel%2F2011%2F08%2F%25E9%259D%2592%25E6%25A3%25AE%25EF%25BC%259A%25E7%2589%25B9%25E5%2588%25A5%25E5%258F%25B2%25E8%25B7%25A1%25E3%2580%258C%25E4%25B8%2589%25E5%2586%2585%25E4%25B8%25B8%25E5%25B1%25B1%25E9%2581%25BA%25E8%25B7%25A1%25E3%2580%258D%2F&psig=AFQjCNHdx5uvKAW1YpubNT6wt3iGTvprpg&ust=1444880067411791
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNa015SEwcgCFUg0lAodL_0IHw&url=http%3A%2F%2Fkuroponn.tobiiro.jp%2F130812.html&psig=AFQjCNH76ldNlRDiViCQDwsVJoZfvrw-mw&ust=1444880141805514
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNa015SEwcgCFUg0lAodL_0IHw&url=http%3A%2F%2Fkuroponn.tobiiro.jp%2F130812.html&psig=AFQjCNH76ldNlRDiViCQDwsVJoZfvrw-mw&ust=1444880141805514


縄文の心を映す円環遺構を訪ねる <3> 環状列石・ストーンサークル



三内丸山遺跡墓の道 日時計状配石・小型ストーンサークル [1]



三内丸山遺跡墓の道 日時計状配石・小型ストーンサークル [2]



三内丸山遺跡墓の道 日時計状配石・小型ストーンサークル [3]



縄文中期出現期のストーンサークル 大野遺跡の集落内ストーンサークル



青森県小牧野遺跡 大規模な石組で環状が作られた美しいストーンサークル



大規模な石組で環状が作られた美しいストーンサークル 青森県小牧野遺跡 [1]



大規模な石組で環状が作られた美しいストーンサークル 青森県小牧野遺跡 [2]



大規模な石組で環状が作られた美しいストーンサークル 青森県小牧野遺跡 [3]



大規模な石組で環状が作られた美しいストーンサークル 青森県小牧野遺跡 [4]



大規模な石組で環状が作られた美しいストーンサークル 青森県小牧野遺跡 [5]



秋田県 伊勢堂岱遺跡 後期前半のストーンサークル



秋田県 伊勢堂岱遺跡 後期前半のストーンサークル[1]

秋田大館空港のすぐ北の丘 伊勢堂岱遺跡



伊勢堂岱遺跡の北すぐ下を流れる雄物川

伊勢堂岱遺跡の丘への入口

秋田県 伊勢堂岱遺跡 後期前半のストーンサークル[2]



秋田県 伊勢堂岱遺跡 後期前半のストーンサークル[3]

秋田県 伊勢堂岱遺跡 ストーンサークル C



秋田県 伊勢堂岱遺跡 後期前半のストーンサークル[4 ]



秋田県大湯のストーン サークル











北海道のストーン サークル



北海道 森町 鷲ノ木5遺跡 ストーンサークル









忍恋路環状列石群



忍恋路環状列石群



岬を見下ろす丘の上 ストーンサークルにカタクリの花が咲く様は北の大地 印象的でした



4. 周 堤 墓



千歳市 キウス周堤墓群





5. 北陸 縄文のウッドサークル





長さ約８ｍ、幅約８０～１００ｃｍの半割のクリ木柱１０本を、直径約７ｍの環状に配列。
海に面した南側には「門扉」として地上高３．５ｍの木柱４本も立てられました。

縄文時代晩期（約２８００年前）の環状木柱列 復元 2011.11月

能登 真脇遺跡のウッド サークル





6. 北陸 糸魚川市 木柱列と配石遺構の両方が一緒に見つかった寺地遺跡







縄文の大集落 三内丸山遺跡と御所野遺跡





日時計型配石が立ち並ぶ墓の道
村の道には

小型のストーンサークル



縄文の大集落 三内丸山縄文遺跡









縄文人の精神世界と深くかかわった「縄文の渦巻き・同心円紋」文化





○ 【和鉄の道・Iron Road】【鉄の雑記帳】 日本人の心のふるさと「心優しき縄文人」の知恵
「 「利他的精神」について 朝日新聞天声人語にこんな記事が・・・・ 2014.6.1.

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/14iron05.pdf

○ Iron Road 「縄文 walk 」リスト

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/ironjyomon.htm

7. 縄文文化の超自然観 - 死と再生のシンボリズム - 明治大学 蛭川研究室
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~hirukawa/anthropology/area/ne_asia/Jomon/

http://www.infokkkna.com/ironroad/dock/iron/14iron05.pdf


【参考】 縄文文化の超自然観 - 死と再生のシンボリズム - 明治大学 蛭川研究室
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~hirukawa/anthropology/area/ne_asia/Jomon/

◆ 階層を発達させつつあった社会
◆ 政治的指導者と宗教的職能者
◆ 土偶と女神信仰
◆ 「殺された女神」仮説
◆ 容器のデザイン
◆ 他界と交流する技法
◆ 再生への信仰？
◆ 配石の世界観

縄文文化は西暦紀元前1400年～紀元前1000年ごろに
日本列島に存在した、いわゆる縄文土器によって特徴
づけられる文化である。1万年以上におよぶ縄文時代は、
いくつかの時期に区分されるが、けっして変化に乏し
かったわけではない。

人口が急増し、精神文化の遺物を多数残した、中期以
降の東日本の文化に焦点を当てる。



日本各地に点在する縄文の心を映す円環遺構を訪ねる

皆さんには どう 映りましたでしょうか


