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旧石器時代 – 紀元前15000年頃 
新石器時代 前15000年頃 – 前12000年頃 
縄文時代 前12000年頃 – 前4世紀 
弥生時代 
　前4世紀（前10世紀） – 後3世紀中頃 
古墳時代 3世紀中頃 – 7世紀頃 
飛鳥時代 592年 – 710年 
奈良時代 710年 – 794年 
平安時代 794年 – 1185年 
　王朝国家 10世紀初頭 – 12世紀後期 
鎌倉時代 1185年 – 1333年 
建武の新政 1333年 – 1336年 

室町時代 1336年 – 1573年 
　南北朝時代 1336年 – 1392年 
戦国時代 1467年（1493年）– 1590年 
安土桃山時代 1573年 – 1603年 
江戸時代 1603年 – 1868年 
　鎖国 1639年 – 1854年 
幕末 1853年 – 1868年 
明治時代 1868年 – 1912年 
大正時代 1912年 – 1926年 
昭和時代 1926年 – 1989年 
　連合国軍占領下 1945年 – 1952年 
平成時代 1989年 – 2019年

歴史区分
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熊谷の原始・古代
旧石器時代　後期　

鹿嶋遺跡・万吉下原遺跡で、市内最古の石器となる3点のナイフ形石器をはじめ
とする21点の石器（約2万2千年前）が確認される。
縄文時代　

草創期　原谷遺跡で域内最古の土器（多縄文系土器：約1万年前）が発見される
早期　市内で初めて竪穴住居跡がつくられ、集落が営まれる

　　　　（約9000年前：萩山遺跡）
中期　千代西原遺跡（江南）で大規模集落が営まれる（約4500年前）
後期　姥ヶ沢・萩山遺跡（江南）等で小規模集落が営まれる（約3,500年前）
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弥生時代
　中期　北島遺跡・前中西遺跡（熊谷）で大規模な集落が営まれる。

　後期　姥ヶ沢・富士山遺跡（江南）で小規模集落が営まれる。

古墳時代

300～700年頃　前期：塩地区に前方後方墳・方墳の古墳群が築造。
　中期：500年頃稲荷山古墳（行田市）に辛亥銘鉄剣が副葬される。
　後期：野原古墳群に前方後円墳が築造され、踊る埴輪が設置される。

6世紀前半　県内2番目の規模となる円墳（直径９０ｍ）冑山古墳が築造。
633年（舒明5年） 　聖徳太子の舎人、物部兄麻呂が武蔵国造になる。
684年（天武13年） 　百済からの渡来人23人を武蔵国に配置する（『日本書紀』）
709年（和銅2年）　　秩父郡から自然銅が発見され、年号も「和銅」と改められる。

奈良時代
　8世紀初頭　別府地区～深谷市幡羅地区に幡羅郡衙が造営される。
　8世紀前半　西別府古代寺院が創建。8世紀半　寺内古代寺院（江南）創建。
　771年（宝亀2年）武蔵国の所属を東山道から東海道に変更（続日本紀） 4



平安時代 794～1185年 
9世紀初 円山遺跡で牛馬が飼育され、烙印「有」が使用される。 
818年　（弘仁9年）  7月　武蔵国6カ国、地震による農民の圧死者多数（推定M7.9） 
835年（承和2年）  武蔵国分寺の七重塔焼失。 
841年（承和8年） 3月23日　前男衾郡大領壬生福正、武蔵国分寺七重塔再建を申請
し、これを許可される（『類聚三代格』） 
845年（承和12年） 5月7日　男衾郡榎津郷の壬生吉志福正、二人の息子の調庸の前
納を許される（『続日本後紀』） 
878年（元慶2年） 9月29日　関東諸国に大地震（推定M＝7．4）があり武蔵国の被害
甚大（『日本三代実録』） 
10世紀半 この頃、寺内古代寺院焼失 
999年（長保元年） 3月7日　富士山噴火 
1036年（長元9年） この頃、大里郡の坪付が作成される。 
1083年（永保3年） 　3月28日　富士山噴火 
1108年（天仁元年） 7月21日　浅間山大噴火。 
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1155年（久寿2年） 
　源義平、大蔵館の源義賢を討つ。このとき、斎藤実盛、義賢の子
駒王（後の木曽義仲）を保護し、木曽へ送り届けたという。 
1156年（保元元年） 
　保元の乱が起こる。中条新五・新六、成田太郎、箱田次郎、川上
太郎、別府次郎、奈良三郎、玉井四郎、斎藤実盛・三郎、源義朝
に従う。 
1159年（平治元年） 
　平治の乱が起こる。斎藤実盛、熊谷直実、源義朝に従う。 
1164年（長寛2年） 本畠村に、畠山重忠生まれる。 
1180年（治承4年） 
　源頼朝、石橋山に挙兵する。熊谷直実は平家軍として戦う。佐竹
合戦において源氏方として参戦。以降、源氏軍として戦う。同8月
29日、熊谷直実らは平氏に従い、源頼朝と石橋山で戦い敗走させ
る。
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1182年（寿永元年） 
　源頼朝、久下直光と熊谷直実の争いを裁き、直実に熊谷郷
の所領を与える。熊谷直実、佐竹合戦の功により、熊谷郷の
地頭職となる。 
1183年（寿永2年） 
　斎藤実盛、篠原の戦いで木曽義仲方の手塚光盛に討ち取ら
れる。斎藤実盛の子の宗貞・宗光、平維盛に妻子を守護する
よう命じられる。 
1184年（寿永3年） 
　一の谷の戦い。久下重光、中条家長等は源範頼に従い、熊
谷直実、成田五郎、玉井四郎、別府忠澄、畠山重忠等は源義
経に従い出陣。熊谷直実は平敦盛を、玉井四郎は平通盛を討
取る。 7



日本の歴史における区分について

　日本の歴史における時代区分には様々なもの
があり、定説と呼べるものはない。（原始・）古代・
中世・近世・近代（・現代）とする時代区分法が歴
史研究では広く受け入れられている。この場合で
も、各時代の画期をいつに置くかは論者によって
大きく異なる。

中世の終末：戦国期のいつ頃になるのか。安土
桃山時代の位置づけなどに差。

8



旧石器時代
日本列島の旧石器時代は、人類が日本列島へ移住してきた時に始まり、
終わりは1万6000年前と考えられている。無土器時代、先土器時代ともいう。 
日本列島での人類の足跡も9〜8万年前（岩手県遠野市金取遺跡）に遡る。
この時代に属する遺跡は、列島全体で数千ヵ所と推定されている。 
地質学的には氷河時代と言われる第四紀の更新世の終末から完新世初
頭までである。ヨーロッパの考古学時代区分でいえば後期旧石器時代にお
おむね相当する。

日本は酸性の土壌が多いため、骨などが残りにくく前中期の遺跡は発見が
難しい。しかし、数は少ないものの、近年の考古学研究の発展により、岩手
県遠野市の金取遺跡（9〜8万年前）から中期旧石器が、島根県出雲市の
砂原遺跡（約12万年前）では前期旧石器などの遺物が発見されている。
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縄文時代

縄文時代は、年代でいうと今から約1万6,500年前（紀元前
145世紀）から約3,000年前（紀元前10世紀）、地質年代で
は更新世末期から完新世にかけて日本列島で発展した時
代であり、世界史では中石器時代ないし新石器時代に相
当する時代である。旧石器時代と縄文時代の違いは、土
器の出現や竪穴住居の普及、貝塚の形式などがあげられ
る。 草創期・早期・前期・中期・後期・晩期の6期に区分さ
れる。この頃の日本列島人は縄文土器を作り、早期以降
定住化が進んで主に竪穴式住居に住んだ。弓矢を用いた
狩猟、貝塚に見られる漁撈、植物の採集などで生活を営
み、打製石器、磨製石器、骨角器などを用いた。 10



弥生時代
紀元前9世紀頃から3世紀頃までは弥生時代と呼ばれる。時
代区分名称は、この時期に特徴的に見られた弥生土器に由
来する。 
稲作を中心とする農耕社会が成立し、北部九州から本州最
北端以北を除く日本列島各地へ急速に広まった。農耕社会
の成立によって地域集団が形成された。農耕社会の発展とと
もに地域集団は大型化していき、その中心部には環濠集落
が営まれた。

当時多く築造された墳丘墓は大型地域集団の首長墓と見ら
れ、身分差が生じ始めていたことの現れだと考えられている。 
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古墳時代

3世紀中後半から7世紀頃までは古墳時代と呼ばれる。3世紀中頃に畿
内に出現した前方後円墳とそれに伴う墓制が急速に列島各地に広まっ
ており、このことは畿内（ヤマト）・北部九州（筑紫）・北関東（毛野）・山陽
（吉備）・山陰（出雲）に並立していた地域政治集団が糾合してヤマト王
権を形成したことを表していると考えられている。この王権が後に国家と
しての体制を整え、さらに大和朝廷と称される政権に発展するが、どの
時期以降をもって朝廷と呼ぶべきかに関しては、なお議論がある。 
4世紀後半からヤマト王権は、列島主要部の支配を固めるとともに武
器・農具の原料である鉄資源を求めて朝鮮半島への進出を開始し、半
島諸国の国際関係にも介入するようになったが、これを契機として朝鮮
や中国の技術と文物が倭国へ流入した。高句麗とも戦争を繰り返した。
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重要文化財「短甲武人埴輪 」
（中条古墳群出土）

重要文化財「馬型埴輪 」
（中条古墳群出土）

埼玉県指定史跡「塩古墳群」
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飛鳥時代・奈良時代
飛鳥時代：6世紀後半から8世紀初頭までは、ヤマト王権の本拠が飛鳥
に置かれたことから飛鳥時代と呼ばれる。6世紀後半にはヤマト王権の
国内支配が安定し、むしろ王権内部の王位継承抗争が目立った。この
時期には百済から仏教が伝来し、後の飛鳥文化・白鳳文化などの仏教
文化へと発展していった。 
奈良時代：8世紀初頭から末にかけては奈良時代と呼ばれ、奈良に都
城（平城京）が置かれた。そして遣唐使を盛んに派遣し、律令国家体制
の形成と深化が図られた。律令制は、天皇とその官僚による一元的な
支配を企図し、民衆に対しては編戸制・班田制・租庸調制・軍団兵士制
などの支配が行われた。8世紀前半は、律令制強化への動きが積極的
に展開しており、三世一身法・墾田永年私財法などの農地拡大政策も
付随した。8世紀後半に入ると百姓階層の分化が始まり、逃散増加で
税収が減るなどして律令支配の転換を迫る状況が生じていった。 
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平安時代
8世紀末頃から12世紀末頃までは平安時代と呼ばれ、桓武天皇
の築いた平安京が都とされた。

平安前期には古墳時代の地方首長層に出自する古来の国造
一族から任命された郡司階層の没落と百姓階層の分化が一層
進み、前代から引き続いた律令国家体制に限界が生じていた。

そこで朝廷は11世紀初頭頃から地方分権的な国家体制改革を
精力的に推進し、王朝国家体制と呼ばれる体制が成立した。王
朝国家では、朝廷から大幅に統治権限を委譲された受領とその
国衙機構による地方支配が展開した。

中央政治においては11世紀に藤原北家が天皇家の外戚として
政権中枢を担う摂関政治が成立した。 
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国指定史跡「宮塚古墳」

宮塚古墳は、市内広瀬地内に所在し、
全国的にも珍しい上円下方墳という墳
形をもち、昭和31年に国指定史跡として
指定された。上円下方墳とは、方形の
段の上に饅頭のような円形の土盛りが
のる特異な形で、県内の例では川越市
に山王塚古墳がある。また、全国に目を
向けてみると、天皇家や有力豪族たち
が採用した墳形で、奈良県の石のカラト
古墳、静岡県の清水柳北1号墳、東京
都の熊野神社古墳・天文台構内古墳、
福島県の野地久保古墳がある。

昭和５１年撮影の宮塚古墳

現在の宮塚古墳
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幡羅官衙遺跡群
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幡羅官衙遺跡群
（西別府祭祀遺跡ほか関連遺跡群）

幡羅官衙遺跡群は、深谷市幡羅官衙遺跡から続く幡羅郡家にかか
わる西別府遺跡・古代寺院の西別府廃寺・祭祀場跡の西別府祭祀
遺跡からなる熊谷市西部に位置する飛鳥時代～平安時代の遺跡群。

これら3つの遺跡が有機的に機能していたことが確認された郡家は、
全国でも岐阜県弥勒寺官衙遺跡群（美濃国武儀郡家）に次いで2例
目の確認となった。

遺跡群の範囲は、現在そのほとんどが農地として利用されており、
当時の景観を非常に良く残していることから、郡家の実態に迫ること
ができる情報量が豊富に残されている貴重な遺跡であると考えられ
ている。 

19



西別府遺跡

深谷市幡羅官衙遺跡から続く遺跡で、深
谷市域では、幡羅郡家に関わる正倉・実
務官衙域（館など）・道路跡等が確認され
ている。

 出土遺物は、土師器・須恵器・土師質土器、当時の高級食器で
ある緑釉陶器や灰釉陶器などの土器のほか、隣接する西別府
廃寺に使われた軒丸瓦・軒平瓦などが確認されている。
  西別府遺跡域には、幡羅郡家の政庁（郡庁）が存在する可能性
が高いと推測されている。

20



西別府祭祀遺跡

湯殿神社が所在する台地の縁辺部周辺に位
置し、７世紀後半から11世紀前半に至るまで
連綿と行われた水辺の祭祀（湧泉祭祀）の跡
で、湯殿神社裏の湧水地点を中心にして、７
世紀後半の石製模造品（右下）と７世紀末以
降の土師器・須恵器などが多数出土している。

　水の恵みを願う７世紀後半の石製模造品を
主に用いた祭祀が、７世紀末から８世紀初頭
にかけて郡家が整備されたことにより郡家に
所属する公の祭祀へと変遷し、９世紀後半に
は願文や吉祥文字を墨書した土器などを用い
た祭祀へと変化したことが推測されている。
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西別府廃寺
　8世紀初頭から9世紀後半まで存在し
た古代寺院で、郡家の郡寺の機能をも
つ寺院であったと考えられている。発掘
調査により、多量の瓦、瓦塔、土師器、
須恵器、鉄釘等が出土している。

　寺域は、東西150ｍ、南北200ｍ程の規模で、幅5ｍ程の区画溝で
区切られていたと推定されている。寺の伽藍配置については部分
的な発掘調査のため不明であるが、基壇を持つ建物跡が１棟と、
30ｍ程の距離を置いて並列していた建物の存在も推定されている。
　また、寺域内に小鍛冶工房の竪穴建物跡が3棟検出され、釘等
の寺の建築部材を供給する工人が住んでいたとも考えられる。 
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前中西遺跡

前中西遺跡は、熊谷市東
部の上之（かみの）、末広
三丁目、中西三・四丁目、
箱田に所在している。新期
荒川扇状地の扇端部に立
地しており、標高は約24ｍ。
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前中西遺跡

北島遺跡

池上･小敷田遺跡

荒川

ＪＲ熊谷駅

利根川

ＪＲ行田駅

ＪＲ新幹線

国道17号

熊谷市周辺遠景

前中西遺跡
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前中西遺跡
前中西遺跡では、土地区画整理事業や各種開発工事に先立
ち、発掘調査を実施している。これまでの調査の結果、弥生時
代から江戸時代まで続く複合遺跡であることが分かっている。
このうち遺構が最も多く見つかった弥生時代は、中期中葉（約
2,100年前）から後期前半（約1,900年前）まで長期にわたり、総
面積約30haを測る関東屈指の大規模かつ拠点的集落である
ことが明らかになってきている。

また時期が下るにつれて長野県北部を中心に広がる栗林式
土器文化圏の影響を強く受けるようになり、在地と外来系の要
素が組み合わさった独自の地域社会が形成されていたことも
明らかになった。 25
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報告要旨　　

１．関東における弥生時代中期後半の地域性は、４つに大別（第１図）。
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報告要旨

２．関東への栗林式土器文化圏の波及は、群馬県西部・埼玉県北西部まで。報告主体の埼玉県熊谷市周辺は、　　
　関東における栗林式土器文化圏の最前線（第２図）。
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埼玉県熊谷市前中西遺跡平成27年度調査出土石戈
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籠原裏古墳群・多角形墳

一本木前遺跡

熊谷の原始、古代の時代　

　旧石器、縄文、弥生、古墳、飛鳥、奈良、平
安各時代それぞれの遺構や遺物が確認されて
いる。地中に保存されているものが多くあると
推定され、新たな歴史的事実が発見される可
能性がある。

現状における発掘調査とは
　何らかの建築物やインフラなどを整備する際
に地中の遺跡が保存できない可能性がある場
合は遺跡発掘調査を行い、その情報を精査し、
報告書として保存する。そのほか、学術目的の
調査もある。
（遺跡の上にも建物を建てることは可能である）
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