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縄文巨大石棒の謎（第 11 回）
忠生Ｂ遺跡中央には欄干式集会所が存在した
―――令和記念 ： 縄文の大嘗祭 ・ 新嘗祭 補論２――

はじめにーー忠生遺跡Ｂ１地点の難問
第 10 回論考では、私は、忠生遺跡Ａ１地点中央環状広場には伊勢神宮正殿と同じつくりの祖
霊祠が存在したという補論を書きました。この推論はごく単純な論法でした。
❶中央環状広場中央に祖霊が祭られていたことは、発掘された大珠によって確定的である。
❷忠生遺跡Ａ１地点中央環状広場から掘り出された掘立柱建物第４号、第５号の柱穴は、伊勢
神宮正殿の柱跡（神明造）と同形である。
❸花采列島南北、台湾から北海道に連なって存在する高床式倉庫と比較検証すると、第４号、
第５号掘立柱建物は明らかに高床倉庫である。
❹倉庫は単なる物置ではない。五穀豊穣、家内安全、一族安泰！
❺倉庫は祈りの籠った穀物の魔法の揺籃＝呪術箱に他ならない。即ち、
穂倉（ほくら）は祠（ほ
こら）である。願いをかなえてくれるのは御先祖様を措いてない。穂倉が祖霊祠でなければなら
ない理由は、ここにある。
ところで、10 回論考では、論証が厄介で、棚上げにした難問がありました。分からないのは、
忠生遺跡Ａ１地点から徒歩で 15 分ほど離れた忠生遺跡Ｂ１地点の方から出た４棟の巨大掘立柱
建物址です。その箇所を 10 回論考（４）から再録します。
「Ｂ１地点から巨大な掘立柱建物が４棟、小さなものが１棟、出土しています。Ｂ１中央墓域
の西群集落寄りに４つ（掘立柱建物１、掘立柱建物２、掘立柱建物３、掘立柱建物４）
、二重囲
みの長方形がありますが、これが掘立柱建物、もう一つは東群集落寄り北側の位置ある正方形
に近い囲みも掘立柱建物（建５）です【後掲図２、表１参照のこと】
。このうち建１～４はとも
に巨大で、うち建１は外側 8.5 × 5.2 ｍ、面積 44㎡、畳の数にすれば 27 畳もあるシロモノで、
Ａ１地点の掘立柱建物とは明らかに性格を異にしています。建１～建４は高床建物であって、共
同集会所あるいは共同作業所といった機能をもった掘立柱建物ではなかったかと推察されます。
しかし、この巨大掘立柱建物自体の詮索と、Ａ１地点集落とＢ１集落の関係如何の問題は謎めい
ていて、いまここで謎解きをやっている余裕はありません。
」
（傍線引用者。この部分は今回訂正。
元は

建１～建４は高床建物ではなく、巨大な平屋建物であって

としていたのを今回訂正。
）

今回（第 11 回論考）も、予定を変更して、このＢ１地点巨大掘立柱建物の解明に当てること
をお許し下さい。
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１． 忠生遺跡Ａ地点とＢ１地点の関係
図１

忠生遺跡Ａ１地点とＢ１地点と周辺遺跡

（資料）
『忠生遺跡群発掘調査概要報告書』2006.3、p.2
注：上記地図中の番号のうち縄文時代遺跡を番号順に記す。中期遺跡は（中期）と注記。３＝山王平遺跡、５
＝木曽中学校用地内遺跡（中期）
、10 ＝木曽森野遺跡、11 ＝木曽森（中期）野南遺跡（中期）、13 ＝梁田寺南
遺跡。赤丸はＡを中心にして内円半径 500 ｍ、外円半径 1000 ｍ。（なお私の家はほぼ７地点に所在し、道路
工事の際に隣から遺物出土）
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（１）Ｂ１ムラとＡ１ムラは同祖の集落
忠生遺跡Ａ１地点から境川をわずか 1.2km ＝ 1200m さかのぼった地点にＢ１地点がありま
す。徒歩 15 分内の至近距離です（図１参照）
。
このＢ１地点からは、竪穴住居址が 40 軒、掘立柱建物址が５棟、土坑 92 基、集積 39 基、ピッ
ト 300 口以上などが発掘されました。縄文中期遺構は中央の墓坑を外径約 95 ～ 100 ｍ、内径
約 30 ｍで取り巻く環状集落址です。Ａ１地点より小規模ですが遺構群全体の面的な損傷が少な
く、東西の２群に大きく分かれた環状集落です。
図２はＢ１地点の縄文時代遺構です。
Ａ１ムラの生存圏とＢ１ムラの生存圏とは、どう見ても重複しています。また、図１において、
Ａ１地点遺跡の左隣に「５＝木曽中学校用地内遺跡（中期）
」が存在していますが、この木曽中
学遺跡と、Ａ１とＢ１遺跡の関係も他村・他人の関係ではあり得ない。
【注】
【注】
３つの遺跡の発掘経緯は以下の如くです。
木曽中学校遺跡は 1981-82 年に発掘された。縄文中期中葉勝坂期（狢沢期）の住居３軒、土壙、屋外埋設土
器、集石などがザックザック。さきに紹介したクルミ形異形土器や精密な人体文と蛇体文をほどこした深鉢な
ど瞠目する逸品が日の目を見た。Ａ１地点、Ｂ１地点を含む忠生遺跡の方は、その５年後 1986 年に始まった
発掘によって姿を現した。しかし、中央環状墓の四周に存在したと推測される北東集落、南西集落の方は、そ
れ以前に行われた紙コップ製造工場（尚山堂）建設で破壊されてしまって、建設時に土器がゴロゴロ出たとい
う口碑が残っている。
このあたりは境川の河岸段丘上の台地であって、南西から北東に境川―木曽中学―紙コップ工場―Ａ１地点
遺跡が一直線に連鎖していて、その直線距離約 300 ｍ、比高差約 16 ｍにすぎません。調査報告書によれば、
発掘できた環状集落址は全体の 50％に満たず、Ａ集落は「外側の直径が約 150 ｍ、内径は約 40 ｍの範囲を中
心に分布する環状集落址」としていますが、Ａ集落はもっともっと大きな広がりをもっていて、木曽中学校遺
跡を含む巨大遺跡に違いない。

Ａ遺跡で境川方向から見て左に直角に北西方向・境川との再接点にＢ遺跡が存在しています。
しかも忠生Ａ１ムラと忠生Ｂ１ムラはともに勝坂期遺跡で、両者は同時期のよく似た環状村落構
造をしています。忠生Ａ１ムラは、その周囲に数々の支点集落を持つ大拠点集落、Ｂ１ムラはＡ
１ムラの配下にあるに準拠点環状集落と推察できます。近くて、よく似た二つのムラの関係は敵
対的関係あるいは無関係ではあり得ず、
親密な共存関係にあったと見なすしかありません。一つ、
仮説を立ててみます。
Ｂ１ムラとＡ１ムラは、別々のムラではなく、楕円のように二つの中心をもつ同祖の集落であっ
て、Ａ１＝Ｂ１ムラではなかったか。Ａ１ムラは最も古い集落で最大拠点集落。この原点の集落
の人口が過剰になり手狭になった結果、新たにＢ１ムラを作って分村した。分村に際しては、同
祖である証にＡ１ムラの中央 185 ピットに眠る大祖先の遺骨を分骨して、Ｂ１ムラの中央 1 ピッ
トに埋納した。Ａ１ムラのＡ１ピットには大珠が、Ｂ１村の１号ピットには打製石匙が納められ
ていたが、この違いは恐らく分骨に際しての事情を反映しているであろう。親ムラのＡ１環状ム
ラは東西南北の４集落からなるが、子ムラのＢ１環状ムラは東西の２集落からなる。この合わせ
て６集落は共同互助して存続に努めていたのであって、ムラビトの食料資源取得のテリトリーを
分かち合い、ムラの存続に必須の諸施設を共有化し、互いに婚姻関係を築いて永代にわたる存続
を保障し合い、共同して防衛策を講じ外からの脅威に備えていた。
この仮説は、母系を中軸とするいとこ婚、平行いとこ婚の規制によって永代にわたる一族の財
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産相続を可能にしようとする社会集落論を下敷きにしていて、その通婚規制を象徴化した大型石
棒に刻印された◎◎◎◎にも波及する問題を孕んでいます。今、そうした複雑な集落論を展開す
る余裕はありませんから、ここでは両集落の親密な関係を示唆するに留め、両環状集落中央に存
在する掘立柱建物だけに絞って検討していきます。
とにもかくにも、Ｂ１ムラとＡ１ムラは、楕円のように二つの中心をもつ同祖のムラであって、
互いに協力し合っていた。とすると、Ａ１ムラの第４号、第５号掘立柱建物＝神明造の祖霊祠は、
Ｂ１ムラのものでもあった、ということになります。そして、またＢ１ムラに存在する１～４号
二重柱列大型掘立柱建物はＡ１ムラのものでもあった、ということができます。
要するに、Ａ１地点４号、５号掘立柱建物とＢ１地点１～４号二重柱列大型掘立柱建物とは、
Ａ１ムラとＢ１ムラとの共同使用建物であったという仮定の下に、以下の分析を行って行きたい
と思います。

（２）Ｂ１地点遺跡の謎の掘立柱建物
Ｂ１地点からは掘立柱建物が５軒出土しています。
Ｂ１中央墓域の西群集落寄りに４つ、二重囲みの長方形がありますが、これが掘立柱建物です。
もう一つ、東群集落寄り北側の位置ある正方形に近い囲みも掘立柱建物です。
これらの出土状況詳細を記したのが表１です。このうち№５の東群集落寄り北側位置にあるの
は、4 本柱でスケールが小さい、シンプルな高床倉庫です。中央環状帯内に存在しますから共同
図２

Ｂ１、Ｂ２地点の縄文時代遺構分布図

（資料）
『忠生遺跡

B 地区（Ⅱ）』P.41
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表１

忠生遺跡 B １地点の掘立柱建物出土状況

№
位置
1 号 Ｊ．Ｋ－６
2 号 Ｊ . Ｋ－７
3 号 Ｉ . ５．
６

外側 m
ピット ピット深さ cm 平均 内側 m ピット ピット深さ cm 平均
備考
8.5 × 5.2
12
40 ～ 65 51 5.6 × 3.0
6
46 ～ 71 61
9.8 × 3.9
15
36 ～ 76 54 7.4 × 2.5
8
30 ～ 37 42
（8.2）× 4.9 〔８〕
35 ～ 85 57 6.2 × 3.2
6
30 ～ 58 37 北側端部未
検出
4 号 Ｈ．Ｉ －６．７
8.8 × 3.8
12
40 ～ 60 43 3.8 × 2.3
6
46 ～ 67 56
5 号 Ｇ．Ｈ－９
3.1 × 2.7
4
54 ～ 81 73
―
―
―
―

（資料）
『忠生遺跡

B 地区（Ⅱ）
』P.17

高床倉庫と見て間違いなく、改めて検討するまでもない。
そこで、以下では№１～№４の、西群集落寄りの二重囲み長方形掘立柱建物址だけを点検しま
す。
次に B1 遺跡のうち中期中葉勝坂期だけに絞って表示したのが図３です。大部分が勝坂２式期
（5220 ～ 5080 年前）と３式期（5280 ～ 5000 年前）で 400 年ほどの間の集落建物址と見な
せます。
図３にある４つの二重線囲み長方形が各々掘立柱建物ですが、調査報告書はこれにそれぞれナ
ンバーをふっています。
下方左の掘立柱建物……１号＝Ｂ１―１号掘立柱建物
下方右の掘立柱建物……２号＝Ｂ１―２号掘立柱建物
上方左の掘立柱建物……３号＝Ｂ１―３号掘立柱建物
上方右の掘立柱建物……４号＝Ｂ１―４号掘立柱建物
そこで、この１号～４号の建物址の全景写真を以下に掲げます。惜しむらくは、Ｂ遺跡の調査
報告書は、Ａ遺跡の調査報告書と比べて手抜きが顕著であって、以下の写真に付帯すべき穴ぼこ
の断面図すら掲載していません。
図３

Ｂ１地点

縄文時代勝坂期の主要遺構分布図

（資料）
『忠生遺跡

B 地区（Ⅱ）』P.43
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図４

Ｂ -1 号、Ｂ１- ２号掘立柱建物址全景

（資料）『忠生遺跡
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B 地区（Ⅱ）』

図５

Ｂ１- ３号、Ｂ１- ４号

（資料）『忠生遺跡
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掘立柱建物址全景

B 地区（Ⅱ）』

さて、これでようやく準備が整いました。忠生遺跡 B 地区調査報告書に記載された掘立柱建物
についての説明に耳を傾けます。注目すべき箇所に傍線を引きます。
「この遺構の柱穴列は２重構造で石井寛氏のいうＤ類（石井 1995）にあたる。内側が長方形、
外側はこれを包み込み直線で柱穴を結ぶとすれば八角形以上の多角形となる。規模は内側の長方
形が１間（ま）×２間（ま）で３×６ｍ程度、外側の多角形は最大約９ｍ、幅 3.6 ｍ～ 5.4 ｍで
寸法に幅がある。確認面からの柱穴の深さは 40 ～ 70 ｃｍ程度である。平面的には２軒ずつが
同じような規格になっており、規格の異なるもの同士がより接近した配置となっている。これら
４棟がどのような組み合わせで同時存在していたかは興味深いところである。
」
（
『忠生遺跡

B

地区（Ⅱ）』ｐ .7、
）
なお、「石井寛氏のいうＤ類」とは、港北ニュータウン前高山（勝坂期）遺跡柱穴が二重に巡
るもののうち、小型のものをＣ類（群）
、大型のものをＤ類（群）と呼んで形式分類しているだ
けの話です（石井寛「縄文集落と掘立柱建物」1989）
）
。

（３）「二重柱列掘立柱建物」とは何者か？
具体的に１号掘立柱建物からイメージしていきます。
外側は 8.5 × 5.2 ｍで面積は 44㎡になり、畳の数にすれば 27 畳になります。巨大です。
私の育った遠州の百姓家の最大の部屋は 10 畳でしたが、隣の本家は壮大な茅葺家で、最大
の間が 30 畳ほどあって 50 戸ほどの部落各家の戸主を集めることができたものです。わが家の
蔵の方は 20 畳ほど、天竜川の氾濫原にあって、盛土の上に建て、その半分は洪水に備え床を
50cm ほど高く作ってありました。
仮に、のことですが、１号掘立柱建物の外側柱は内側の本体建物の外周を支える支柱にすぎず、
実際には内側柱区画だけが倉庫空間だとすると、5.6 × 3.0 ｍ＝ 16.8㎡で約 10 畳です。この空
間であれば、居住に使うとしても我が家の大広間と同格であって、一家族で使用しうる程度の空
間です。
Ｂ１地区の掘立柱建物は、Ａ１地区掘立柱建物と同様に、中央墓坑址と周辺住居址との境目に
位置していて共同性を帯びた建築物でしょうが、Ｂ１地区のものの方がはるかにでかい。Ａ１地
区の掘立柱建物は約 17㎡程度ですが、Ｂ１地区の外周はざっとその 2 倍半はあります。こんな
大きなものを何のために必要としていたのか？

しかも、このでかいのが四つも並んでいる（同

時期に並存したいたかどうかは不明）
。
しかしながら、１号掘立柱建物の外側柱が内側の本体建物の外周を支える支柱だとすると、話
は違ってきます。Ａ１地区の掘立柱建物＝約 10 畳、Ｂ１号掘立柱建物内側＝約 10 畳で、両者
は同面積の居住空間をもった建築物だということになります。この仮定は、ややこしい推定をも
たらしますから、ここでは柱跡から建物の大きさを推計すると二つの姿を想定し得ることを指摘
するに留め、先を急ぎます。
３号掘立柱建物は１号とほぼ同じ大きさです。外側は 8.2 × 4.9 ｍで面積は 40㎡＝ 25 畳ほど。
内側は 6.2 × 3.0 ｍ＝ 18.6㎡で 10 畳余。中心部から見て３号は４号の外側に位置し、１号は２
号の外側に位置していることも似通っています。
２号と４号の掘立柱建物はまた形がよく似ていて、２号や３号よりも長方形の短辺が短く長辺
が長く、ひょろ長い長方形を呈しています。２号外側は 9.8 × 3.9 ｍ＝ 38.2㎡約 24 畳、４号外
側は 8.8 × 3.8 ｍ＝ 33.4㎡、約 10 畳で同寸法です。内側は異なり２号は 7.4 × 2.5 ｍ＝ 18.5
㎡で約 11 畳、４号は 3.8 × 2.3 ｍ＝ 8.7 で約 5 畳です。２号の方はひょろ長い、４号はずんぐ
りした形をしています。２号、４号はともに長辺を中央広場中心に向けているように見受けられ
ます。
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調査報告書が「平面的には２軒ずつが同じような規格になっており、規格の異なるもの同士が
より接近した配置となっている」と言っているところから察すると、１号と２号、３号と４号と
はそれぞれペアになっているかもしれません。
そもそも、内外に二重柱列をもつ大建築物とは一体全体何者なのか？

２． 台湾タイヤル族、タコロ族、サオ族の建物
5000 年前の遺跡の住居址の穴ぼこを、いくら嘗め回したところで、住居の具体的な姿をイメー
ジし、確定的な結論を得ることは難しい。このことは、古代建築の復元で名高い大林組プロジェ
クトチームも白状しています。
「直接に地中に建て込んだ掘立て柱の柱穴や竪穴は残りやすいこ
とから、構造や規模の推定はある程度できても、建ち上がった意匠（デザイン）を知るまでには、
いまだいたっていない」
（大林組プロジェクトチーム『巨大建築を復元する

よみがえる古代大

建設時代』ｐ .18、2002.8、東京書籍）
考古学者にしろ、古代建築研究家にしろ、われわれ現代人が、原始住居の具体像を、ああーだ、
こーだ、推測するとしても、蟹が甲羅に似せて穴を掘るか、群盲象を評すの類の仮説を積み上げ
るか、ただそれだけのことでラチが明かない。
推論の一つの方法として、逆に、実際にヒト家族が住んでいる住まい、生きるに不可欠な物資
を貯蔵する倉庫、未開のムラ社会存続のために必須とする建造物、ご先祖様を祭って悔いない社
（やしろ）などをモデルにして、
発掘遺跡の柱址を検証していく方法がとられてしかるべきでしょ
う。原始社会住居のモデルは多々あり得るが、何らかの事情によって、文明の歴史的発展から取
り残された未開社会に長期持続的に保持されている遺風をモデルにしてみる、具体的には民族学
（民俗学）、人類学がもたらした成果を用いて遺跡遺物を解明するという方法をとるべきと思いま
す。
そこで、以下で私は、台湾先住民の種族であるタイヤル族、タコロ族、サオ族の住居建築など
を具体的に検証してみます。そして、その後で、忠生遺跡建築遺物との関連性を探り、それをヒ
ントにして改めて穴ぼこの解明を試みるという迂回戦術をとってみます。

（１）タイヤル族の住屋
「図６

タイヤル族の住屋」は、台湾先住民の集落・建築についての研究論文から転載したも

のです。論文は、
「台湾先住民各族聚落及建築基本資料委託研究案

静態頁面文稿」第二章

泰

雅族辺編篇〔逢甲大学教授・呉奐儀執筆〕
であって、
台湾先住民各族の聚落及び建築的な研究シリー
ズの一つです。主に写真・図版を眺めていきます。モノクロの古い写真は、森丑之介『台湾図譜
第１巻』（大正 4 年 8 月刊）からの転用であり、その原本は私の机上にあります。引用に際して
は森丑之介の原本にもどって引用します。写真はすべて明治 34 年以後、森丑之介自身が撮影し、
臨時台湾旧慣調査会会長・台湾総督府民生長官内田嘉吉宛に報告したものです。私は、この写真
を台湾原始住居のプロトタイプと見なしています。

〔図６左上〕タイヤル族屈尺蕃の蕃社。
「いずれも峻険なる深山中に僅かに緩斜面を開拓して卜居するを見るべし。この図は屈尺蕃ウ
ライ社の内、前にあるは穀倉にして二軒分連続せるもの、後の二軒は共に住家なり。茅葺木造、
壁には横に木を積めるは、この種族の特風とす。この方面には住家各処に散在す。
」
（明治 36 年
2 月著者撮影）
⇒「前にあるは穀倉」
「二軒分連続せるもの」
。穀倉であるからには高床です。大倉庫ですが、
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図６

タイヤル族の住屋

（資料）
「台湾先住民各族聚落及建築基本資料委託研究案

静態頁面文稿」第二章

泰雅族辺編篇より

さらに「二軒分連続」した大大倉庫です。右２軒のイエの共同倉庫でしょう。

〔図６右上〕南粤蕃の住居住とその蕃人。
「南粤蕃コーゴツ社の住家にして茅葺木造、屋根を押へえし千木の状、我古代のものに似たり。
前にあるは同社の女子と小児、南粤蕃の多くは石盤石にて屋根を葺くを常とす。
」
（明治 36 年 5
月著者撮影）
⇒民家にも千木がある！

千木は魔よけです。
「我古代のものに似たり」という。台湾先住

民は石盤石（スレート）資源に恵まれていて、住居内部にもスレート部材を多用しているところ
が多々あります。柱は真っ直ぐでなく酷く曲がった丸木を使っている。地面の受け穴はどうなり
ましょう？

〔図６左下〕タイヤル族タロコ蕃の住家。
「タロコ蕃ブロワン社の住家にして竹葺木造、図中右の一人は男子、中央の二人は女子、その
左の二人は男子にして何れも同社蕃人なり。
」
（大正 3 年 11 月著者撮影）
⇒屋根の庇の下に軒がある構造です。前面の庇から伸びている幾本かの丸木は、傾いた建物本
体のつっかえ棒か？

前方に７本、後方に４本に？

酷く湾曲したのもあります。屋根を支えて

いるのではなく、庇を辛うじて支えています。この構造、このいいかげんさが、気がかりです。
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図７

タイヤル族大嵙崁蕃の住家と穀倉

（資料）森丑之介『台湾図譜』第１巻

図８

タイヤル族カラバイ蕃及び大嵙蕃崁蕃の住家と穀倉

（資料）森丑之介『台湾図譜』第１巻

12

建築に最適な真っ直ぐな木は容易に手に入らないから、入手可能なものをあてて代用する、実用
的な知恵でもありましょう。

〔図６右下〕タイヤル族タロコ蕃の望楼と住家。
「タロコ蕃サード社内。中央にある櫓の如きは望楼」
（これは前稿で点検済み）
。
「右にあるは穀
倉、左にあるは住家にして屋根は石盤石にて葺く。望楼は社内の見張所にして兼ねて未婚少年の
宿泊所の充つることあり、此の方面にてはパガと云ひ他方面にてはラカと云ふ。往時は各社とも
之を設けありしが現今此遺風あるは霧社トコロ、ハック、マレッバ、渓頭、南粤の各部族の一部
に存するのみ、其建築も漸次小規模のものとなれり。
」
（大正 4 年 1 月著者撮影）
⇒望楼は奇観です。脚がへなへな曲がっているのも気がかりですが、手前平屋住居の軒下の柱
の曲がり具合はまたお見事！

庇の下は軒であり、軒の内側には壁が巡っていて、内部空間が広

がっています。一方、正面右の高床倉庫も相当いい加減なシロモノです。建物の屋根から突き出
した柱（母屋）
、乱雑に垂れ下がった屋根材の茅は、これにても雨露をしのげるものか、と心配
になります。望楼の屋根の方も茅が垂れ下がっています。この種の生きた実例に出会った場合、
私は、今様の建築家が引く古代建築の図面が当てにならないことを確信せずにはおれません。ま
していわんや、全国各地の博物館や史跡公園などで復元されている縄文建築など、みんな、小賢
しいアタマで考えた合理的産物で、見世物にすぎないことを肝に銘じておかねはなりません。
次に、図７と図８の「タイヤル族の住屋」
（１）
（２）は森丑之介『台湾図譜』第１巻から、私
が直接転用した写真です。

図７

タイヤル族大嵙崁蕃の住家と穀倉。

「タイヤル族大嵙崁蕃の住家と穀倉。住家の屋根は竹、穀倉は茅にて葺けり。倉の椽に座すは
男児、傍らの円形の板は支柱に篏入する鼠返しの木鍔、軒下にあるは女子と少女。
」
（明治 36 年
5 月著者撮影）
⇒この二つの建物は存在しているのが不思議なくらいリアリティがあります。柱は総てまっす
ぐじゃない。手前の高床倉庫は明らかに大きく傾いていますが、これで倒れない。桁材はてんで
バラバラに突き出していて、屋根の茅や材はいかにも薄い。子供が乗っかっているのは鼠落とし
の木鍔でしょう。後ろの住居のほうも、かなり怪しげなつくりです。屋根は丸竹らしく、庇が外
に突き出て軒になっています。妻側にはシートのごとく草屋根がたれ下がっていて、その端に甕
が居座っているところから見ると、この部分が水屋、即ち台所です。

図８

タイヤル族カラバイ蕃及び大嵙蕃崁蕃の住家と穀倉。

「マリコワン蕃の穀倉と住家にして竹造。左図に同蕃の穀倉、この穀倉は此種族の固有の形式
にして地方に依り建築の材料を異にす。
」
⇒右上の手前が高床倉庫で、鼠返しが見えます。建築素材は丸竹でしょう。右上の奥の住家は
隠れてしまって、よく分からないが、高床ではなく平屋です。他の資料から察すると、内部は地
面を浅く掘りこんだ方形竪穴住居で、炉があり寝台を使っているでしょう。左下倉庫と右上倉庫
との違いは、側面の竹材の並べ方にあり、左下は横に並べ、右上は縦に並べています。左下倉庫
は子供の背丈ほどの高さの脚の上に、橋脚部立方体以上の箱体を乗せた大きな倉庫です。
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図９

アミ族太巴望社の穀倉（写真と図面）

（資料）千々岩助太郎『台湾高砂族の住家』pp.272-273（1960、丸善）

（２）アミ族大巴望社の穀倉
倉庫としては第 10 回論考（図 15）で見たタイヤル族の巨大な平屋穀倉がありましたが、他
にもう一つ、千々岩助太郎『台湾高砂族の住家』
（1960、丸善）が図面を描いているアミ族太巴
望社の穀倉を見逃せません（図９）
。
巨大（2.7 × 5.7 ｍ）な高床式倉庫です。軒高 2.00 ｍ、棟高 2.72 ｍ、床高 40cm、切妻、樹
皮葺屋根、妻入りで入口の大きさは 57 × 77cm。
踏み台が設置されていて、入り口は写真正面です。丸木柱の本数ははっきりしません。壁と屋
根は丸竹でしょう。
ここで注目されるのは、建物本体の四周を取り巻く支柱です。四周の壁に腹巻の如くに丸木を
渡して、長辺側面に４本ずつ、短辺側面に２本ずつ斜めに傾いた支柱が、丸木にぶちかましてあ
ります。また、短辺には１本ずつ屋根の庇裏の達する長い支柱があります。支柱の丸木の曲がり
具合が絶妙で、ゲージュツ的です。
縄文遺跡の柱穴を観察するのに参考にすべきは、この支柱の下部の柱穴がどういう配置をして
いるかです。建物本体の内側の柱穴を、線で結ぶと長方形を描く。外側の支柱の柱穴を線で結ぶ
と、どうなるか？

整っていない多角形を描くことは間違いない。

この倉庫には、突き出した屋根を支える棟持ち柱はありませんが、棟持ち柱の柱穴は大きく外
に飛び出し、他の支柱穴と結んで描く図形は亀甲形になるでしょう。棟持ち柱を必要としていな
いのは、おそらく屋根材が萱ではないからでしょう。
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図９

アミ族太巴望社の穀倉（写真と図面）
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図 10

タロコ族の倉庫復元図と復元写真

（資料）
「台湾原住民各族聚落及建築基本資料委託研究案」

（３）タコロ族の住屋
上は中華民国統治下における台湾先住民社会のアイデンティティ模索の学術研究の成果です。
花蓮縣太魯閣族文化發展協会理事長・金清山と逢甲大学教授・陳秀珠共同執筆による「台湾原住
民各族聚落及建築基本資料委託研究案」に掲載されているタコロ族の倉庫と住宅の復元図・復元
写真です。
図 10 がタロコ族の倉庫復元図・写真です。森丑之介の報告だけではなく、タロコ族の金清山
牧師の証言を重ねての復元作業です（タロコ族は日本統治時代ではタイヤル族の支族とされてい
たのですが、その後、12 番目の原住民と新規独立認知された部族です。太魯閣はタロコの漢字
表記）。
図 10 の穀倉の構造は周知のところでしょう。高床で、４本柱、可動梯子、鼠落としがあり、
片開き扉が付く。壁材は樹皮あるいは竹。屋根はスレートか竹。写真では前正面左右に支柱が２
本、左側面に１本付いています。日本の弥生時代の高床倉庫の復元想像図においては、この支柱
が考慮されていないことに、注目すべきです。存在するものは合理的であり、空想するものにリ
アリティはない。但し、左端に見える長大な木材（竹ではない）は何なのか不詳です。
「図 11

タロコ族の家屋の復元写真」の方は、説明を要しましょう。図 12 の俯瞰構造図も一

緒に見ながら点検していきます。
❶山腹の平地に「半竪穴式長方形」の住居を建てている。何故に「半」なのか？

台湾住居研

究家・千々岩助太郎によれば、台風に備えて高さを出来るだけ低くする工夫だとの由。
❷大きさは、普通横５～ 11 ｍ、縦６～ 12 ｍ、高さは地面から 1.5 ｍ程度（室内の高さを 2
ｍと仮定すると室内の掘り下げは 50 ｃｍ程度か？）
❸主用材は柱と梁以外は、壁・屋根上とも檜樹皮、スレート。屋根の頂上の棟木（むなぎ）に
は千木（ちぎ）が連続して 10 個見られる。
❹柱数とその配置は「図 12

タロコ族の家屋の俯瞰構造図」を見た方が分かりやすい。柱は

３種類ある。一つ目は、住居本体の柱で、長方形に配置され、本数は前後方とも等間隔で５本４
間（ま）、左右も等間隔で３本２間（ま）
。二つ目は、住居本体の前方にあるもので、前方に突き
16

図 11 タロコ族の家屋の復元写真

（資料）
「台湾原住民各族聚落及建築基本資料委託研究案」

出した軒の柱として５本４間。この軒を支える柱は建築用語では側柱という（側柱には片一方だ
けの片庇、両側に配した二面庇、三方に配した三面庇、四方に配した四面庇がある）
。そして、
三つ目には、長方形の住居本体の外部に突き出た屋根（庇）の出っ張りを支える細く足の長い支
柱である。四周を取り囲む柱数は左右３本ずつ、前後４本ずつ、合計 14 本である。
❺建物の外側の前方右端寄りには、「曬架」がある。これはトウモロコシなど穀物の乾燥用に
使う作業台で、竹・木製で作られている。
❻内部はどうか？

正面の右寄りには出入り口があって、50 ｃｍほど下って内に踏み込むと、

たたき（土間）になっていている。正面奥には竹製の置物棚、
その前に木臼がある（図 12 参照）。
土間の左側は、内側に炉が掘られていて、三方ぐるりに夫と妻・子供のベットがしつらえられて
いる。その一方は建物前方部に向かった開口部
（窓）
となっている。土間の右側の方は大きくなっ
た子供用の竹床である。
❼このタロコ族の家屋で注目されるのは、住居本体の外側をぐるりと取り囲んでいる支柱の存
在である。「図 11

タロコ族の家屋の復元写真」の下の２枚の写真に側方３本、後方４本の支柱

がはっきり写っている。この写真を見ると、四方を取り囲む合計 14 本に支柱は屋根を支えるの
ではなく、建物本体を前後左右から支えて、横の揺れ、前後の揺れに対抗していると見ることが
できる。この現代復元家屋支柱は真っ直ぐな丸木を使っているが、歴史的な原住民実在家屋にお
いては、ありあわせの曲がりくねった丸木を使っていたことを頭にたたきこんでおくべきだ。
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図 12

タロコ族の家屋の俯瞰構造図と室内空間写真

（資料）
「台湾原住民各族聚落及建築基本資料委託研究案」

（４）大工がいない原始住居の建築現場
未開社会において建築は実際的にどのようにして行われるのか？

以下は、大正３年（1914

年）、旧慣調査会補助委員佐山融吉の手になるアミ族奇密社における「建築」の実情報告です。
注目すべきは以下の諸点です。
❶大工という専門家はいない、❷親戚知人一同の共労で樹を伐るころから始める、❸ムラの指導
者（老番）、壮丁（働き手）の指揮の下で柱を建てるなどの中枢作業を行う、❹建築作業は大概
一日で終わる、❺メジャー（尺度）として籐が使われた、❻建築落成するや家内安全子孫繁昌の
マジナイを行う。❻建築は農閑期の９～ 11 月に行う。
◆「当社には未だ大工なる専門の業なく、各自相集りて協力する事他社と異ならざれども、頭目
の如き勢力家は近頃内地人〔日本人〕を頼みて建築せしむる事あり」
◆「建築は蕃社の一大事件なり。彼等家を建てんとするや先ず親戚知人一同山に赴きて樹を伐り、
籐を取り竹を割りて家に運び、それより社の壮丁及び老番をも頼みて手伝わしむ。老番及び壮丁
に一部は柱建の任に当たり、他は屋根とすべき「コアチン」を編み或は壁を編むに手伝う。総て
彼等の家は屋根を作りて柱の上に載せ、壁を作りて柱に結び附けたるものにして、一部分より纏
めいくにあらず。小なるは大概其日の中に落成するなり。彼等柱を建てんとするや先ず繋ぎたる
籐にて距離を計り、其所に穴を堀りて柱を入れ土をかけて押すとするのみ」
◆「建築落成するや翌日「パサイサイ」とて男女の「チカソサイ」二、三十人を呼び家内安全子孫
繁昌の厭勝（マジナイ）を行わしむ。この厭勝は午前八時頃より午後五時頃まで行うものにして容易
の業にあらず。
〔踊り所作中略〕踊のうちに注意すべきは彼等列を整へて天に赴きて禍を未発に探知
する眼力と子孫の繁殖力とを授けらるることなり。此日は鹿肉、餅、酒等を以て「チカソサイ」及手
伝人を饗す。翌日は「ミサバナ」とて婦女子及小児等家の周囲の庭を造る。
〔中略〕建築の時期は正
月終えて農事の閑なる時とす。九月頃より十一月初旬まで蕃社を訪はば諸所にて家屋建築するを見る
ならん。但し穀倉の時はときには「バサイサイ」を行わず」
（臨時台湾旧慣調査会第一部『蕃族調査
報告書』阿眉族奇蜜社など、佐山融吉執筆、1914.3、pp.46-47、原文表記を多少読みやすく修正）
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３．Ｂ１掘立柱は２セットの支柱付高床建物
（１）Ａ１遺跡第４号、第５号は神明造祖霊祠
再び忠生遺跡に戻って、台湾先住民の住屋の具体像を基にして、Ｂ１遺跡の掘立柱建物の穴ぼ
この検証を試みます。私は、第 10 回論考において忠生遺跡Ａ１地点の第４号、第５号掘立柱建
物は、神明造の祖霊祠であることを論証したのですが、ここで改めてその結論を確認します。
（１）掘立建物４号と５号はともに、棟持ち柱をもった神明造の建物である。
（２）正面入り口には、階段が取り付けられていた。神明造は伊勢神宮の類型で、その特徴を
あげれば、切妻造、平入り、屋根はそりがなく、直線的に構成され、棟持柱、千木、鰹木をもち、
白木である。４号掘立柱建物にも５号掘立柱建物にも千木、鰹木が乗っていたであろう。
（３）掘立建物４号と５号はムラ全体の存亡にかかわる備蓄倉庫＝穂倉か、
祭祀用の祠（ほこら）
であった可能性が大きい。ムラ全体の公用共同建造物とした場合に、もうひとつ集会所、公共用
建物が考えられるが、長辺が５ｍ、短辺が４ｍ足らずの建物では狭すぎて多人数を収容し得ない。
共同集会所の類の建物は他所にあったと考えたほうがいい。

（２）Ｂ１遺跡１～４号は高床構造である
次の図 13 はＢ１地点

縄文時代勝坂期の主要遺構分布図の一部で、掘立柱建物１、掘立柱建

物２、掘立柱建物３、掘立柱建物４の周辺だけを拡大したものです。
１～４号の二重囲み柱の本数をはっきりさせるために、内側柱を赤く塗りました。内側柱は以
下のような特徴を呈しています。
◆２号内側柱は長方形で片側４本×２＝８本、４号内側柱も長方形で片側３本×２＝６本。
◆１号、３号内側柱は平行四辺形で、ともに片側３本×２＝６本。
以上の長方形、平行四辺形はともに幾何学的に整然と描かれています。４号はピット１から見
て、前後３本２間（ま）がピシャリ対称的配列です。２号の方も前後４本３間（ま）がほぼ対称
的で整然とした配列。亀甲型をした４号、２号外側柱の形が幾何学的に歪み、柱間寸法もバラつ
いているのとは対照的です。
さらにピット１と各建物との関係性を推測する手がかりとして、各建物内側長辺中央とピット
１とを直線で結んでみましたが、
どうでしょう、
各建物はピット１に面していると言い得るでしょ
う。
次に問題は、内外二重にめぐらした柱のうち、外側の柱の形と本数です。外側の柱は内側の柱
とは全く異なって、幾何学的な整然さを欠いています。
◆まず４号外側の柱。ピット１方向から見て左右がほぼ亀甲型に突き出しているが、各々の柱
間が等間隔ではない。また、前方の柱は４本２間、後方は４本２間だが、その柱間隔がバラバラ。
後方のは最短と最長の比が８倍、前方のは最短と最長の比も２倍近い。整然とした柱間隔の内側
柱とバラバラの外側柱とは、同じ構造的機能を果たすものではあり得ない。
◆次に２号外側柱も４号と同様な特徴が認められる。ピット１方向から見て、右も左も亀甲型
に突き出しているが、各々の柱間が等間隔ではなくて、亀甲型が崩れている。左５本の崩れは特
に目立つ。また、ピット１方向から見て２号手前の柱は６本５間なのか５本４間なのか？
の柱の方は４本３間だが、柱の間隔は等間隔ではない。
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後方

図 13

忠生遺跡Ｂ１地点掘立建物１～４号及びピット１拡大図

（資料）
『忠生遺跡 B 地区（Ⅱ）
』P.43 より作成（JH は掘立て柱建物、内側柱穴を赤く塗った。ピット１は集
落の原点で石匙２点出土）

（３）仮説＝高床建物を支柱が取巻いていた
以上の観察から以下のことが分かるのではないでしょうか。
◆整然と並んだ４号と２号との内側の柱は長辺上方に来る桁を支え、短辺上方の梁を支えて、
建物全体を力学的にしっかり支えて狂いもない。
◆長辺上部の桁と短辺上部の梁の上には、最上部の棟木を中心にして本を伏せたように垂木が
桁まで渡り、その上に草葺の屋根がかかっていたに違いない。屋根最上部の棟木は、４号、２号
ともに左右の亀甲中央突端の棟持ち柱によって、しっかり支えられている。
◆それでは、棟持ち柱の左右で亀甲型を形作っている２本の柱は何者なのか？

この２本の柱

は、棟持ち柱と同様に外に突き出た屋根を左右から支えていた支柱と考えたらどうか。言い換え
れば、棟持ち柱１本とその左右の２本の棟持ち補助柱とが、ともに左右外側に突き出した屋根を
支えるという構造である。亀甲型がゆがんでいるのは（台湾先住民住居でよく見かけられたよう
に）、真っ直ぐな木材ではなく、ありあわせの自然木を材料として使用するという素材の制約を
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反映したものであろう。
◆さらに雑然と不規則に配列された４号と２号の平側の外周柱の方は、どんな機能があるの
か？ 考えられるのは二つ。❶内周柱の外にはみ出た屋根（ふき降ろす雨露をさえぎる役割をも
つ軒）を支える支柱。❷「図９ アミ族太巴望社の穀倉」に見られたように、建物本体を側面か
ら支える支柱。この柱の柱穴配置の不規則性も（台湾先住民住居でよく見かけられたように）、
湾曲した、ありあわせの木材を使用したのではないか。

（４）長方形と平行四辺形建物が２セット
話がややこしくなってきました。曲がりくねった考察から帰結する結論＝試論をシンプルに
示し直します。
◆２号、４号の掘立建物はともに、二重柱列高床建物ではなく、外周に支柱を配している一重
の長方形建物ではないか。即ち、２号、４号はともに、長方形の掘立柱高床建物である。２号、
４号の周りの柱穴は、建物本体の外周につき出した屋根の庇（或いは建物側面）を支える支柱の
柱穴である。そのうち、亀甲形頂点の柱は棟木を支える棟持ち柱他ならない。
◆２号、４号の内側（屋内）面積は、２号 7.4 × 2.5 ｍ＝ 18.5㎡で約 11 畳、４号 3.8 × 2.3 ｍ＝ 8.7
㎡で約 5 畳であって、巨大、特大というようなシロモノではない。
◆Ｂ１地点２号、４号（掘立柱高床建物）とＡ１地点の４号、５号（掘立柱高床倉庫＝穂倉祖
霊祠）との違いは、どう考えたらいいか？ 仮説を示せば、Ａ１地点４号、５号掘立柱高床建物
は、簡潔な神明造りの、平入り・棟持ち柱付きの穂倉＝祖霊祠で、Ａ１集落とＢ１集落との共同
祭祀場であった。その一方で、Ｂ１地点２号、４号掘立柱高床倉庫の方は、建物本体の外周を曲
がりくねった不規則配置の支柱で支えたシロモノであり、Ａ１集落とＢ１集落共同利用の公共集
会所であった。
◆Ｂ１地点１号、３号の掘立建物の方はどうか？

１号、３号はともに、一重の平行四辺形高
床建物である。しかし、何故に、建築構造力学から見て非合理的な平行四辺形なのか不可解である。
二つとも、平行四辺形になっちゃったのではなく、狙い通り正確な平行四辺形にしている。建築
学では桁行 ･ 梁行の柱列が直角にならず、建物の平面系がいびつになっているのを「柱筋の通り
が悪い」という。こうした建物は格付けの低い建物か仮設的施設であったことが多い（奈良文化
財研究所『古代の官衙遺跡』2003.3、傍線引用者）。建築強度を犠牲にしても追求しなければな
らない理由が存在したと見ておきたい。
◆３号掘立建物に重複して竪穴住居跡が見られるが、おそらく竪穴住居が３号掘立建物なきあ
と広場に侵犯してきたものではなかろうか。３号西側の外周柱穴の欠損も侵犯竪穴住居のせいで
あろう。
◆長方形を描こうとしたものの、平行四辺形に歪んでしまったというような建築ミス説が成り
立たないわけではない。前回掲げたＡ１遺跡図（図 29）に示されている掘立柱建物にも、長方
形が崩れて平行四辺形になったと見られるものが４棟も存在する。即ち、東北部にある３建は６
本柱で、対応する二辺の平行が崩れて歪んでいるし、４本柱の８建は台形状になっている。また、
西南部にある６建は６本柱で整った平行四辺形になっているが、７建６本柱の方は台形状に歪ん
でいる。このＡ１掘立柱建物は高床倉庫で、長辺５ｍ程度で単純構造にもかかわらず歪んでいる
のは、つくりが雑なのか、それとも真っ直な柱材を見つけ得なかったためか？ 掘立柱高床倉庫
は柱配置が歪んでいても横揺れに耐えられるものかどうか？
◆Ｂ１地点の３号掘立柱 建物は１号とほぼ同じ大 きさで、内側は 6.2 × 3.0 ｍ＝ 18.6㎡で
10 畳余である。10 畳余あれば 10 ～ 20 人程度の人が集会する余 裕があるから、これらも 公
共集会所の類と考え得る。しかし１号、３号の掘 立建物は、平行四辺形で 使いづらさの問題
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と、構造的に脆弱であるという問題が何処までも残る。機能的にトリッキーである。
◆そのうえ、掘立柱建物がワンペアになって配置されている問題がある。即ち、
「平面的には
２軒ずつが同じような規格になっており、規格の異なるもの同士がより接近した配置となってい
る。これら４棟がどのような組み合わせで同時存在していたかは興味深いところである」
。この
調査報告書の問題提起をどう受け止めるべきか？
◆ピット１との関係で組み合わせを想定するとすれば、ピット１に面した側を正面として２号
長方形建物と１号平行四辺形建物が１セット、４号長方形建物と３号平行四辺形建物が１セット
と考えるべきであろう。言い換えると、環状広場中央にワンペアで、２セット、合計４棟存在す
る高床建物を探求しなければならない。ポイントは二つ。
一つに、集落中央に建つムラビトが共同利用する建物である。
二つに、長方形高床建物と平行四辺形高床建物がペアで存在する。
さて、ラディカルな問題は、この原始忠生ムラの人々が力を合わせて生き死にするにあたって、
住居、倉庫、祖霊祠のほかに、ムラの幾世代にも渡る存続を保障する公共の集会所が存在したと
思われることです。
公共集会所とは何なのか？
そもそも縄文人が、どんな生き死をしていたのか、まるで分かっちゃいことが痛感されます。
われわれ現代の、文明化した人間の生き様、死に様を基準にして、あーだ、こーだと類推しても
絶対に回答は得られそうにない。原始未開の状態にある人々が必要とするものは、原始未開人自
身に聞かねばわかりっこない。
第７回論考で私は、土偶の顔に刻まれた「ダブル・ハの字」は、イレズミ以外の何物でもない
こと明らかにしました。イレズミは原始社会において、ヒトが成長を遂げて子供から大人へと転
化する、言い換えればイエビトからムラビトへと変わったことを明確に社会的に表徴する通過儀
礼（イニシエーション）以外の何者でもありません。某高名考古学者は、
「縄文時代のイレズミ
はそれを施したミイラが発見されなくては証明できない」と公言して憚りませんが、学外の老人
の目から見れば馬鹿げた話です。イレズミを施したミイラごときじゃありません、イレズミを施
した生きた人間が現存しているのです。あるいは、つい先ごろまで、日本にも、また台湾にも、
中国にも先住民族として現存していたのです。彼らに取材し研究すれば、謎は簡単に解けること
必定なのです。一般化して言い直せば、民族学（民俗学）の成果に基づいて、考古学の直面する
難問を解き明かすべきです。
そこで、再び、三たび、台湾先住民社会に分け入って、原始集落の公共建物、集会所について
取材を試みることにします。
台湾先住民社会集落に、ムラビトが共同利用するワンペアの建物は無いものか？
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４．台湾少数民族集落のワンセット集会所
（１）鳥居龍蔵の乾板写真と伊能嘉矩報告
考古学者・民族学者・民俗学者の鳥居龍蔵（1870—1953）は 1986 年から 1910 年にかけて
５回の台湾調査旅行を敢行しましたが、その成果の一端がガラス乾板写真に記録されています
（「東京大学総合研究資料館所蔵鳥居龍蔵博士撮影写真資料カタログ」
）
。そこで、そのすべてに点
検をかけ、台湾先住民社会集落の立つ、集会所と少年集会所とのワンペアの建物を抜き出してみ
ました。鳥居龍蔵自身はこれについて詳述していませんが、
鳥居に薫陶を受けた伊能嘉矩報告
（
『台
湾蕃人事情』明治 32 年１月）には興味津々のレポートがあります。その一部に注目してみましょ
う（鳥居写真と伊能レポートとは直接関連していない）
。

図 14

鳥居龍蔵が撮影した集会所と少年集会所

↑ 7665 高床式の集会所（阿里山蕃）

↓ 7786 プユマ族のタコバン（少年集会所）

（資料）鳥居龍蔵博士撮影写真資料カタログ
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以下に原文を引きますが、明治の文体で非常に読みづらいですから、あらかじめ概略を示しま
す。お急ぎの方は、原文をスキップしても結構です。
共同会所（集会所）は女子禁制の未婚男性ないし男の宿泊所、鍛錬所で、有事に際しては共議
所となります。建築構造は、丸木を柱とし通常７～８間×５～６間の長方形、高さ３～４尺位の
低い高床建物ですが、壁がなく外気風雨にさらされている特異な形をしています。中央には方形
の炉が切ってあります。
（今は昔、日本の海水浴場砂浜に建っていた、高床ゴザ敷き、周囲は葦
（よしず）張りの「海の家」を彷彿させます。
）また、少年集会所の方は男子少年のための宿泊所
兼遊戯所です。構造は写真に見るようにトリッキーで、丸竹を多数不規則に立て柱とし、その７
～８尺の高みに円形の竹製高架家屋を乗っけています。中央には竹造りの梯子があります。高架
家屋の内部は集会所と同様で、炉があり、周囲は汽船のキャビンのように障壁で区切られていて
います。少年の宿泊所兼遊戯所として利用されます。少年とは 11 ～ 12 歳から 14 ～ 15 歳ぐら
い、思春期の男児だけであって、女児は立入禁止です。
（この建物は遊園地にお似合いですネ。）

【１】ヴォヌム〔ブヌン〕族の集会所
「「テヴァサン」と呼ぶ一種の建物あり。是平素、未婚男子の宿泊所に充て、有事の日は共議所
と為す。今より百年前後には其風盛に行われ居ること漢人の記録に見ゆるも、今は其の俗、中絶
に傾き、或る蕃社には建物の形骸を存すれども、其の実失いつつあるものあり。独り漢化ヴォヌ
ム即ち水沙連化蕃の間に於ては単に未婚男子の宿泊所として其の風を存せり。建物の構造は丸木
を柱とし四壁を設けず床を板とし、且つ高さ三、四尺に高く張りたるを常型とす。
」
（ｐ .32）

【２】ツォウ族の集会所
「即ち「クツヴァ」と呼ぶ建物あり。平素は未婚男子の（年齢の定めなきも凡そ十三、四歳の
頃より）の宿泊所に充て、有事の日は共議所と為す。梁行七、八間、桁行五、六間許の長方形の
建物にして床は高さ四尺許に張り、籐を編みて敷き詰め、すべて四壁を設けず。中央には方形の
炉を設け、刻段ある木幹を梯子として昇降す。
「クツヴァ」は未婚男子の宿泊所たると同時に一
種の鍛錬場とも称すべきものにして、其の現行の裁制に於ては、一は平素壁なきの室に起伏し風
雨にも暴露するを厭わざるの膽勇を養ひ、二にはまじりて女子の室内に入るをゆるさず且つ女子
の所有物を携帯するを禁じ、三は社内に伝告要する事項の通達は「クツヴァ」に宿泊する任務の
一とせらるる如き是なりとす。
」
（pp.43-44）

【３】プユマ族卑南社の集会所（共同宿泊所）
「共同宿泊所に二種あり。一を「タコパン」といひ、一を「パラコワン」といふ。
「タコパン」は
幼年児童乃ち凡そ十一、二歳の頃より十四、五歳の頃までのもの、宿泊所兼遊戯所にして、その構
造は丸竹の柱を幾条となく不規則に立て、高さ七、八尺の部分に支柱を結び、不整なる円形の高架
家屋を造り、割竹を用いて四壁となし、内部は隔障を設け、一画内に一、二人を居らしむ。而して
中央に竹造りの竹造の梯子を架けて昇降に便す。
「パラコワン」は少年乃ち凡そ十五、六歳の頃よ
り結婚期までのもの、宿泊所兼作業場にして、其の構造普通の家屋に異ならず、壁に沿ひ上下二層
の方四尺内外の小坊を画し、恰も汽船の客室の状をなし、一画内に一人を入るるものとす。プユマ
族に於ける共同宿所の裁制はツォウ族の如く厳格ならざるも亦婦人の故なくして来たり入るを准さ
ず。且つ苦楽を共にするの素養をなすは一種の鍛錬所たるの性質を失わず。
「パラコワン」は一社
内一所に止らず、区域大なる社にありては数軒あり。仍ち卑南社の如き大小六棟ありて各々其名称
を有せり。一を「キノトル」と云ひ、二を「パタパン」と云ひ、三を「マルヴァロ」と云ひ、四を「ガ
モガモ」と云ひ、五を「カルナン」と云ひ、六を「キナヴラオ」と云ふ。
」
（pp.79-80）

【４】アミス〔アミ〕族の集会所（共同宿泊所）
「アミス〔アミ〕族にも未婚男子の共同宿泊所あり。且つ平素の働作場を兼ぬ共同宿泊所は南方
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図 15

伊能嘉矩が撮影した集会所と少年集会所

↑ツォウ族タッパン社集会所

↓プユマ族卑南社の少年集会所

（資料）日本順益台湾原住民研究会編著『伊能嘉矩所蔵台湾原住民写真集』（1999.3、ｐ .169、ｐ .195）

アミスは「スウベ」と呼び、北方アミスは「アラワント」と呼ぶ。北方アミスの構造は外形の普通
家屋と異ならず内部は単坊にして三方に壁を繞らして一方は開放し床には土上藁を敷けるのみなる
あり。また籐床を敷けるものあり。南方アミスの構造は前者と同型なれども四壁を設け且籐床を敷
き中には高さ四尺内外の床を高くするものあり。アミス族の共同宿泊所の裁制は厳格に履行せられ
ざるも尚婦人の妄りを入れるを准さず。且此処に宿泊するものは華奢の衣食を為すを准さざる等の
事あり。共同宿泊所は兼ねて一社の会同共議所に充らるるものにして祖先の祭儀も亦此地に於て行
ふものとす。而して必ずしも一社内一所に止まず区域の大なる社にありては四、
五所に及ぶものあり。
北方アミスの七脚社の如きは大小五個ありて亦プユマ族の如く各々称呼を有し乃ち一をヴァヴァダ
サン、二をヴァリラサン、三をトオル、四をテヤヴォン、五をツチガンといへり。
」
（p.91）

（２）集会所と少年集会所の内部構造
集会所は、青年集会所、共同会所（共同宿泊所〕あるいは公廨〔
「こうかい」と読み、役所のこと〕
）
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等とも言われ、少年のための集会所を特に少年集会所（少年共同会所、少年公廨）と言います。これ
らワンペアの建物は、台湾を日本が統治し始めた明治末～大正初においては既に衰退期にありました
が、台湾東海岸平地に住むアミ族や卑南族（プユマ族、漢字で卑南族）には、これらが明確な形で残
存していました。プユマの集会所、少年集会所の実態は、日本の台湾旧慣習調査事業によって詳細に
捉えられていますので、その報告を見てみましょう。まずは集会所の建築構造から。

【１】集会所の内部構造
プユマ族卑南社は台湾東部に位置する２百戸ほどの大集落でしたが、３部落から構成されていて、
集会所は６カ所ありました。社の利害にかかわる事件があれば、
壮丁、
老蕃らが所属の集会所に集っ
て協議します。集会所（パラコワン）の構造はすべて一様で、外観は鳥居龍蔵の写真（7665 高床
式の集会所）のごとく、高床式建物で屋根は茅で葺いています。床は低く、外壁はなく開放的で、
外に開いているという特異な外観を呈しています。
内部構造は図 16 をご覧下さい。前面に竹垣、
その両側に入り口があり、
建物内に踏み込むと土間、
その左右および奥に床棚があります。床棚は庇を前に突き出した造りで、低いものと高いものとが
あり、ともに寝室となっています。高い棚には梯子が架かっていて船室のごとし。土間の左手奥に
は炉があり、火を絶やさず、この火によって室温が調整されます。男の独身者は夜間、ここに集っ
て一緒に泊まります。昼間も数名の壮丁がここで仕事をし、社内に不時の出来事があれば駆けつけ
ます。図 17 は、最近の論文、渡邉昌史「臺灣原住民の相撲変容にみるアイデンティティ：知本プ
ユマの言説からのアプローチ」が掲載している 2004 年現在の卑南族（プユマ族）のパラコワンの
内部写真です。両図を見比べると、パラコワンの内部構造が理解できるでしょう。
【２】少年集会所の内部構造
少年集会所（タコバン）の方は、プユマ族卑南社に南北に宛て２カ所ありました。卑南文化公園
にある復元集会所写真（図 18）と「図 19

プユマ族建築空間布局図」を見ると、その構造が明解

です。構造材は竹で、茅で屋根を葺いた高い櫓（やぐら）です。

図 16

集会所の内部構造俯瞰図

図 17

集会所の内部写真（2004 年）

（資料）臨時台湾旧慣調査会第一部『蕃族調査報告』（資料）渡邉昌史「臺灣原住民の相撲変容にみるアイ
卑南族卑南社 p.29
デンティティ：知本プユマの言説からのアプローチ」
（2006.1）「第４章 知本収穫祭の変容」より
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図 18

図 19

卑南文化公園のプユマ族少年集会所

（資料）Photo by CEphoto, Uwe Aranas or alternatively ©

図 20

プユマ族建築空間布局図

（資料）国立台湾史前文化博物館

少年集会所（タコバコバン）の間取図

（資料）臨時台湾旧慣調査会第一部『蕃族調査報告』卑南族卑南社 p.32
なお、プユマ族の少年集会所の構造については他に、伊能嘉矩「台湾のプユマ蕃族に行わるる一種の分級制
及び公廨」
（
『東京人類学会雑誌』第 280 号、明治 42 年 7 月 20 日）が絵入りで詳しいく伝えている。

「図 20

少年集会所（タコバコバン）の間取図」をご覧下さい。階段の右にサルの檻があります。

このサルは、少年が大人になるための一大試練（猿祭）で、敵を殺す訓練で刺し殺される運命に
あります。内部の構造は集会所と同様で中央に炉があり、
左手の奥には新入者の粗雑な棚
（寝室）、
右方には年長者の少し丁寧な造りの棚（寝室）が配置されています。南北二つの少年集会所の者
は互いに争いあい、相撲をして負けた方は集会所の柱の竹の柱を切られてしまったということで
す 。一種の模擬戦でしょう（『臨時台湾旧慣調査会第一部
馬蘭社

蕃族調査報告書

阿眉族南勢蕃

同

卑南族卑南社』1913.3、pp.31-32)。

男の子は 13 歳くらいになると、このタコバンに収容され、タコパコバンといわれるようにな
ります。その期間は５カ年。タコバンにおける修行が終わったものは、
さらに集会所
（パラコワン）
に移っていくことになります（小泉鉄「卑南社の祭の記録」
『東京人類学雑誌』1929.7.7。なお
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ここには「猿祭」の模様も描かれている。ｐ .22）
。

【３】千々岩助太郎『台湾高砂族の住家』が記録した集会所
台湾先住民族の住家については、千々岩助太郎（1897-1991）による『台湾高砂族の住家』
（1960、丸善）が残されています。この本は千々岩が 1936 年以来 10 年に渡って渉猟した台湾
原住民部落の伝統的家屋を考察記録した逸品ですが、そこには既に消滅に瀕していた集会所の姿
が数点捉えられています。そのうちパイワン族大南社のものを見てみましょう（図 21

パイワ

ン族大南社の青年集会所）
。
「集会所に少年集会所（Takoban）と青年集会所（ Parakoan 又は Arakowan）との二種がある。
少年集会所は 13 ～ 15 才の少年級（Takoboan）の集会、宿泊するところであって、その建築は
木造、切妻、茅葺で地上数米の高さに床を設けられた高床式構造であったが現存するものは全く
ない」（同上ｐ .62）
プユマ族卑南社の少年集会集会所は竹材で作った高く丸い櫓（やぐら）で屋根が茅葺でしたが、
こちらパイワン族大南社の方は木造の櫓のようです。
「現存するものはない」としていますから
伝聞でしょう。次いで、青年集会所が写真、図版を添えて、詳しく観察されています。
「木造切妻、鉄板葺の建築で平面は矩形、間口は 10.02 ｍ、奥行 12.64 ｍ、前面軒高 2.40 ｍ、
背面軒高 3.30 ｍ、軒高 5.30 ｍである。平入で前面は壁及び戸はなく、屋内は土間のままである。
両側面及び背面壁に沿うて巾約 2.00 ｍの寝台が 2 段に配置され、上段は土間面より寝台床面ま
での高さ 1.15 ～ 1.30 ｍあって年長者用として梯子に依って昇降し、下段は土間に接し年少者
用である。寝台の前面に柱列があって、柱の前面は何れも矩形（巾 43 ～ 80㎝、厚さ 10 ～ 22㎝）
で、人像が彫刻されている。この寝台に囲まれた広間を前室（5.75 × 7.40 ｍ）及び後室（5.75
× 3.13 ｍ）に分け、前室は作業場として用いられ、後室には大型の炉（2.70 × 3.13 ｍ、土間
より高さ 39cm）が置かれ、青年はその周囲に集って老蕃の武勇伝を聞いた所である。両側面及
び背面は石を積んで土塁とし、
その内側に柱を建てて竹壁を繞らし、
窓は両妻壁の寝台上部に各々
１ヵ所、即ち片側に３個宛設けられ、大きさは約 50cm 角であって、竹製の戸が下げられている。
現在の屋根は波型鉄板葺きであるが往時は茅葺であったという。
」
（同上ｐ .62）
この建物も梯子が架かり床が上がっていて高床式です。内部はプユマ族卑南社の集会所と同一
形式ですが、中央部に二つの人の木彫が備えられています。これはこの一族の伝説上の祖先を模
したもので、集会所が祖霊廟でもあったことを物語っています。
同書に収められているツォウ族タッパン社の集会所の方には「首棚」が置かれています
（ｐ .145、図版引用は省略）。首狩の戦勝陳列棚である首棚は広場に単独で築かれていることが
多く、千々岩はその建築構造も数点記録しているのですが（ｐ .213、p.221-223）
、集会所その
ものも一族の凱旋記念場であったのです。伊能嘉矩はツォウ族とダヤク族の集会所を紹介して、
「建物其の物が、未婚男性の寓所たると同時に、人頭の愛蔵所たり、且つ一部落の公共物たる姿
を為す」と断言しています（
『東京人類学雑誌』第 246 号、明治 39 年 9 月 20 日）
。集会所が敵
の首の展示場所であったという事実は、集会所の軍事防衛的機能を如実に示しています。
こうした風習は、日本にも古くからあり、決してわれわれと無縁ではありません。図 22 は「後
三年合戦絵詞」に描かれた将軍（源義家）の陣所の首懸ですが、類似の絵図は少なくありません
（山田仁史『首狩の宗教民俗学』2015.3、筑摩書房参照）
。鳥居龍蔵は、
「首切」というコトバが
われわれの言語の中枢に生きていることに注意を促しています。山田仁史に至っては吉野ヶ里の
首なし人骨にこだわっています（同上 pp.32-33）
。わが忠生遺跡のみならず、縄文集落を考察す
るに際して、こうした後代の遺制は、村落の攻撃・防衛双方の観点から、
「あったかもしれない」
と頭の隅に留めておくべきでしょう。【注】
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図 21

パイワン族大南社の青年集会所

（資料）千々岩助太郎『台湾高砂族の住家』
（1960、丸善）ｐ .246
右図中央部に見える二つの人型は木彫。左に平面図右奥には齋
壇がある

図 22

将軍（源義家）陣所の首懸（
「後三年合戦絵詞」より）

（資料）
「後三年合戦絵詞」東京国立博物館 e 国宝

【注】伊能嘉矩「DYAK の HEAD-HOUSE と台湾土蕃の公廨」
（『東京人類学雑誌』246 号、明治 39 年 9 月 20 日）
は、台湾の集会所の来源をサラワク、英領ボルネオに見据え、公廨（集会所）を Head House と見なしている。
また、いまや公廨（集会所）を人頭蔵屋としていない台湾蕃族も、
「往時は、此建物が恐らく人頭蔵置をも兼ね
たのであらうと思はるる痕跡がある」としている。
さらに、岡松参太郎は『台湾番族慣習研究』第３巻で、
（１）ピユマ族卑南社の公廨の一つには、その宗家の
祖霊を祭る霊屋があるとしている。また、
（2）アミ族奇密社には「祭殿」があり、それは「公廨と等しく稍小
なりとす」と証言している（p.338）
。

29

５．年齢階級制社会における集会所の役割
台湾少数民族の、この少年集会所と集会所とは、いかなる機能・役割をもった建物であったの
か？

単にヒトが寝起きする住居であれば、雨風・寒暖をしのぎ、食べて寝て、子供を育て家族

団欒する機能を想定すればいいわけですが、ムラの集会所ということになると事情が違ってきま
す。そのムラ社会が存続のために必要とする社会的意志を決定する集会所であり、しかもムラビ
トが幾世代にもわったってその社会を存続させるための世代間継承システムなのです。その社会
構造と社会存続の仕組みが分からない限り、集会所という建物の役割・機能が見えてきません。
幸いアミ族の社会構造と少年集会所・集会所については、理想社会を渇望した白樺派を経て、
台湾蕃族社会研究に転じた小泉鉄『蕃郷土俗誌』
（1933.9、建設社）の優れた研究が残されてい
ますので、その精髄を以下に拝借させてもらいます。まず、表 2 をざっと、ご覧になったうえ、
以下の紹介を辛抱強くお読み下さい。【注】
【注】なおアミ族及びプユマ族の年齢階級性と集会所については伊能嘉矩も『東京人類学会雑誌』で詳しく報
告している。
◆「台湾のプユマ蕃族に行わるる特殊の結婚習慣」（『東京人類学会雑誌』第 275 号、明治 42 年 2 月 20 日）
◆「台湾のプユマ蕃族の族制一班」
（
『東京人類学会雑誌』第 289 号、明治 43 年 4 月 20 日）
◆「台湾のプユマ蕃族に行わるる一種の分級制及び公廨」
（
『東京人類学会雑誌』第 280 号、
明治 42 年 7 月 20 日）
。
◆「台湾のアミ蕃族に行わるる分級制」
（
『東京人類学会雑誌』第 304 号、明治 44 年 7 月 10 日）。

（１）アミ族社会は女系制＋男年齢階級制
「家は全く女に属し、
家庭内における男の支配は全く認められていない。
」
（小泉鉄『蕃郷土俗誌』
p.21）
そう、カカー天下。アミ族の蕃社組織における家族制度は女系制なのです。食糧の管理は無論
のこと、収入・財産はすべて女に支配に属しています。アミ族の結婚はすべて婿入り婚で、女が
他家に嫁ぐことはあり得ない。

表２

アミ族社会における男女の果たす役割――年齢階級制と女系制
女

女は家に属す
家は私有で女のもの

男
男は蕃社に属す
土地は共有で蕃社のもので、蕃社の主宰者は男
（即ち土地は男のもの）

家族は女の系統によって数えられ、女に 蕃社は男の年齢階級制組織によって管理される
よって継承される
家の主宰者は女である

蕃社中枢は集会所、集会所の主宰者は男である

女は家中の鍵を腰にぶら下げている（穀 女は集会所、祭殿への入ることを厳禁されてい
倉は男はタブー）
る（集会所は女はタブー）
男は家の財産に何等の権利を持たない 女は蕃社の祭事と政治に何等の権利を持たない
（資料）小泉鉄「アミ族の年齢階級制度の研究」に依拠して作成
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表３
階級
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

年齢階級制の一例（アミ族馬太鞍社の例）

階級名
年齢
ラホワック（大正 13 年編成）15 歳前後
アラクリン
アラベア
20 ～ 25 歳
マオマイ
アラワオ
〔30 歳前後〕
アラボカ
アラサチ
ほぼ 40 歳前後
ツボラン
アラオモチ
アラテヨル

大階級区分
カッパ（若者）トロツ
カッパ（若者）
カッパ（若者、結婚可）
カッパ（若者）
バビクラン〔中間〕
バビクラン〔中間〕
マトアサイ（老蕃）
マトアサイ（老蕃）
マトアサイ（老蕃）
マトアサイ（老蕃）

階級はおよそ６年目ごとに編成替えされる。階級の列次による職分は以下の如し。
◇道路の修復、草取り、橋梁の修理、集会所の修繕ななどの労役、鹿狩、河祭に際しての労役負担は階級の列
次の下に重く上に軽く課される。
◇マトアサイにいたって労役より免れる。マトアサイとて日中は交代で集会所に詰めて、蕃社の警戒、訪問者
の応対などをなす義務がある
（資料）小泉鉄『蕃郷土俗誌』pp.235-236

「家長権は女子にある。そして家なるものは女の留まるところのもので、男は女の夫たる資格
に於いてのみ家に同棲することができるのである。それ故アミ族の家族は女とその女の夫たる男
とかれらの間の生まれた娘達より成り立つ」
（同上 p.21）
アミ族の家族制度は女系支配ですが、蕃社組織の方は、男の年齢階級性（スラル、あるいはカ
プット）の上に成り立っていました。
「アミ族男子は或る年齢に達すれば彼らは階級に取入られ始めて、壮丁（カッパハ）たる資格
を得、同時に階級に取入られたる壮丁等が共に一の年齢階級団体を編成し、階級の第一列に加は
る」（同上 pp.19-20）
年齢階級には個々の男子が随時に、または毎年編入されるのではなくて、ある一定期間内の一
定年齢以上の男たちが同時に編成・再編成されます。一定年齢以上及び期間については蕃社ごと
に様々。階級数は細かく分かれていて、7 から 20 まで、年齢は 15 歳前後から、再編成期間は
３～７年。この年齢階級制について小泉鉄はこと細かな紹介をしていますが、ここでは煩雑にな
ることを避け、典型的例としてアミ族馬太鞍社の例を表３にまとめておきますから、この表を参
考にしてイメージして下さい。
未成年の男子はワワといい、親がかりの者で一人前とは認められない。男は思春期に至って階
級に取り入れられカッパハとなって、初めて正装を許され、一人前として蕃社の共同生活に参加
する権利と義務が生じます。カパハは蕃社の統治と施設に関与し、蕃社会議に列席して発言し、
役員に推挙される資格ができ、蕃社の祭事に参加し、年中行事に参列することを許され、また婚
姻の自由を与えられます。蕃社によっては、煙草、ビンロウジュを噛むことが許されます。
そして、階級的列次が高まるにつれて、その職分をグレードアップし、ある一定の列次に達す
ると、カッパハから脱して老蕃（マトアサイ）と称せられるようになります。その年齢は、大体
40 歳前後です。マトアサイともなると、蕃社の統治、施設に対して、常に主要な諮問機関となり、
蕃社の最高役員に推挙される資格を与えられます。
「一定期間を距て編成せられたる団体が年次によって階級的の層をなすのである。それ故、旧
団体は新団体の編成と共に階級的列次を順繰りに高める事になるのである。そして、その団体は
成員の死滅によって解消するまで同一成員によって編成せられ、他の団員の混入をゆるさないの
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であるが、それがアミ族における年齢階級制度の一の特色である。
」
（同上 p.20）
カッパハの労役負担（道路の修復、草取り、橋梁の修理、集会所の修繕、鹿狩、河漁など）の
肉体労働は、階級の列次の下ほど重く、上ほど軽い仕組みになっていて、老蕃＝マトアサイにな
ると労役免除です。マトアサイたちは蕃社における統治機関を構成します。彼らは日中、集会所
にあって蕃社の警戒に任じ、社内の安寧秩序、習慣制度を監督する責務を負っているのです。
こうしてカッパハとマトアサイからなる男の年齢階級集団が、蕃社組織の根幹を形成し、統治
機関として機能したのです。
「蕃社には必ず集会所なるものがあり、それがかれらの会議の場所である。それは同時に警戒
所でもあり、接待所でもあるが、またアミ族の男子にして階級に取り入れられ妻をもたない者の
宿泊所でもあるのである。
」
（同上 p.21）
そこは女人禁制です。女たちは蕃社の枢要な会議に列席することができない。家は私有で女の
ものであって、家族制度は女系制で、家族の主宰者は女です。しかし、一歩家の外の、蕃社の統
治に対しては、彼女たちは全く発言権をもっていない。土地、即ち生存のためのテリトリーは、
男が集団で組織する軍事的組織＝年齢階級性機構によって安全保障されていたのです。即ち、女
は家・家族に属し、男は蕃社・土地に属する――この原則がアミ族社会の社会存続可能システム
の根幹を形成していたのです。彼らの祖先は、トウア（男）とチマル（女）の兄弟であって、洪
水のため漂流し、この地にたどり着いたという漂流神話が存在しています。

（２）少年集会所と集会所の役割分担
では、年齢階級制度における少年集会所と集会所との役割分担は、どのようになっていたのか？

【１】少年集会所の役割
臨時台湾旧慣調査会補助委員・佐山融吉が聞き取ったプユマ族卑南社の集会所の姿が注目され
ます。ここには卑南社の少年が少年集会所暮らしをし、青年に成長すると集会所暮らしへと転じ
ていく姿が捉えられています。先ず、少年集会所入会です。
「少年、褌を着くる頃に達すれば「タコダコバン」
〔少年集会所〕に入りて寝宿する。最初１年
半は年長者の為に使役せられ、所謂見習の時期にして、之を「マラナック」と云ふ。
」
次いで進級して、４年目に少年集会所から出て青年集会所に入り見習い３年です。
「是より「マラダソン」に進み、始めて新入者を使役するを得、
「タコダコバン」にゐる事三年
にして、四年目には「ミャムタント」となりて集会所に入り再び「カバ」見習者となりて三年間
上級者に使役せらるるなり。
」
（
『蕃族調査報告書』
「卑南族卑南社」pp.6-7）
台湾の国家図書館サイト「台湾記憶」においては、最近の研究結果に基づいて「年齢階級と会
所」を以下のように説明しています
「プユマ族の男子は 12、13 歳になると少年会所に入り、集団生活して肉体能力と知的訓練を
含む厳格な訓練を始める。その期間は６、７年に及ぶ。17、18 歳で卑南の少年は少年会所から
成年会所に転じて、さらに技能訓練を進める。成年会所に入った後、成員たちは４、５階級にわ
たって、上級の長者に服従し、多大な労務を負担し、競走・相撲・サバイバル・狩猟などの技能
を学ぶ。」
以上の説明に加えて、以下の日本印刷の少年集会所の写真が掲載されているのですが、その写
真説明（傍線部）が面白い。
「卑南族の少年は 13-15 歳になると、Toroban（少年集会所、梯子のある家の意味）に宿泊し
なければならない。彼らの習俗では１月の祭典中に Toroban が壊わされ、６月に再建され、新
規加入の少年は 12 月に宿泊する。
」
（傍線引用者）
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『台湾蕃族慣習研究』第３巻（pp.126-127）によれば、
「１月の祭典」即ち収穫祭の最中に行
われる少年たちの猿殺し（猿祭）の後に、二つの少年集会所の間で対抗相撲が催され、負け組の
少年会所は勝ち組によって破壊されてしまい、
年の半ば播種祭の前に再建されるということです。
ここから推察すると、少年集会所は、どちらか一方が年毎に立て替えられる年少者たちの訓練所
仮屋であって、その利用期間は実質的に１年のうち半年ほどだったのではないかという性格が浮
かび上がってきます。
「図 15

プユマ族卑南社の少年公廨〔集会所〕
」
「図 18

卑南文化公園に

立つ卑南族（プユマ族）の少年集会所少年集会所」を改めて見直してみると、構造的には華奢で
壊しやすく、耐久性が無く、トリッキーで少年たちの胸を躍らせる遊園地系建物であることに気
づかされます。

【２】青年級に入るための通過儀礼（イニシエーション・セレモニー）
プユマ族卑南社における少年級から青年級に入るに当たっての進級式、通過儀礼（イニシエー
ション・セレモニー）は、猿祭の３日後に行われたそうです。
当日、父兄は新青年を伴って最寄の集会所に集り、老蕃に訓育を依頼し、老蕃は新調の浅黄木
綿の褌を新青年の腰にまとわせました。青年ははじめて褌を用いるオトコになったわけです。こ
れにより、青年級に入り、その夜から少年集会所を辞して集会所に止宿するようになります。進
級式の翌朝に新青年は壮丁に伴われて、鳥占い場に行って、鳥の鳴き声を聞き、吉凶を占います。
その後、共同で狩猟を行い、壮丁・青年たちは集会所でこれを食い、新入り青年の各家より贈ら
れた酒、餅の分配にあずかります。かつては、この夜より半月ないし１カ月にわたり、毎夜、各
集会所所属男女社民の舞踏が催されたとのことです。
（同上 pp.128-129）
。
一方、アミ族奇密社における階級編成式は以下のごとくです（小泉鉄『台湾土俗史』p.136-138）。
❶階級編成式は３年毎に、粟畑の草取りの頃に行われる。
❷ 15 歳の若者は腹部に胴締めをはめ、低い狭い小屋に入れられ、５日間、断食させられる。
❸断食５日目に母親たちが餅を投げ入れてやるが、子供たちはそれを投げ捨ててしまう。
❹６日目、飯と肉を食し、酒を飲ませられる。
❺７日目。子供たちは親族の家を回って御馳走になった後、全員が河岸に集まり、上級の人た
ちと共に働き、その命令に絶対服従することを誓う。さらに鹿狩りに行った後、御馳走を食べ、
祭殿の前提で踊りをし、その日は祭殿に泊まる。
❻８日目。新しく階級に入ったものは、上の階級の人たちと全部、司家に行って一日中踊る。
この日に、子供であったものが晴れて元服する。
❼８日目。河漁に行く。階級編成式はこれで終わる。
❽その年の正月祭の６日目鹿狩りの時に褌を附けることを許され、ようやく一人前となる（上
級の者は羽をつけた帽子をかぶり、正装して夕方から翌朝まで踊りぬく）
。

【３】アミ族集会所の役割
では、集会所とは何者なのか？
「アミ族の集会所とは、Men’s house 若しくは Clubhouse のことであって、同時に見張所、警
戒所でもある」
集会所とは何処にあるのか？

その位置は蕃社への通路の入口です。

「蕃社への往復には誰しもその前を通らねばならぬ場所に建てられるのであり、蕃社への重要
なる通路が二つ以上ある場合には、集会所の数も亦それと同数だけある訳である。馬蘭社の如き
は平地の中央に居を占め、且つ大部落でもあるので七つの集会所を有ってゐる。然し多くの蕃社
は主要なる道路を一方に作っているので大概一つである。私の知れる限りに於ては現在二つの集
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会所を有っているのは奇密社ばかりであって、他は各社とも一つである。
」
（p.271）
一旦コトあるときに集会所の存在意義が浮上します。
「集会所は蕃社の中心であり、蕃社生活の中軸をなすのであって、蕃社におけるあらゆる会合
は勿論のこと、あらゆる出来事は集会所を中心にして行はれ、決せられるのである。蕃社会議の
議場でもあり、役員の協議所でもあり、蕃社への外からの訪問者の接待の場所でもあるのである。
又彼等が鹿狩に又は河狩に出掛る際には一先づ集会所に集合するのである。彼等が以前出軍をす
る場合にも、彼等が社人と袂を分つたのも其処であり、馘首して凱旋し祝宴に酔ったのも其処で
あったのである。
」
（p.272）
しかし、普段の集会所は、マトアサイ達が順番に交代して集会所に集り、火事や盗賊や乱入者
の警戒に当たり、来客があれば接待する場にすぎません。そして夜は――
「マトアサイ達と交代してカッパハ達が集るのである。未婚のカッパハ達が集るのである。未
婚のカッパハ達はすべて寝泊りをし、兼ねて蕃社の警護に当たるのである。彼等にとっては家は
飯を食ひにゆくところにすぎなく、其処には結婚せる夫婦と娘達と赤坊とだけがゐるところなの
である。それ故スラルに入らぬものでも既に十歳前後になれば、彼等は集会所に来って寝る地方
もある。又一度結婚せるものも妻に死別するか、離婚されると彼等は再び来つて宿泊するのであ
る。尤も妻に死別する場合に娘があって、それが一家を主宰する者である時は、彼等はその家に
留ることは出来るのである。
」
（p.273）
以上のように、集会所は、女系制社会にあって、男たちに期待されている社会維持のためのパ
ワーを鍛錬・組織化して、共同生活の社会再生機能を託された機関だったのです。

（３）アミ族社会における人生通過儀礼図
【１】アミ族社会における男の人生通過儀礼図
さきに第８回論考において「台湾先住民族における通過儀礼」の図を描きましたが、その図に
新たに赤色で、アミ族男の通過儀礼を書き足したのが図 23 です。この図を見ながら、改めてアミ
族社会の男と女の人生、及びアミ族社会の再生産システムについて考え直してみたいと思います。
まず、黒字で書いてある「台湾先住民族における通過儀礼」の方を復習します。
円の上半分はこの世、円の下半分があの世です。この世での人の成長は、時計とは逆回りで描
いていて、誕生－結婚－死去と通過していきます。誕生から結婚までが成人化過程であり、社会
的人間となるために様々な儀式を通過していきます。結婚は子供の誕生の予祝であり、成熟した
男と女は諸般の社会活動を担い、やがて衰亡に向かいます。
死去後は、埋葬、葬霊式を経てあの世での霊魂の旅路となります。魂（オットフ）の動きは、
やはり逆時計回りで死去―虹橋―誕生と推移していきます。魂が海・池の彼方に架かる虹の橋を
越えられる否かが、善神となるか悪神となるかの境目です。虹の橋を越えればバラック・オット
フ＝善神となり得ます。しかし、墜落してしまえば、悪神となって地獄に落ちてしまいます。こ
の虹橋での通行許可証が、イレズミに他なりません。
善神となって祖霊と化した霊魂は、やがて女性の胎内によみがえり、この世にたちかえってき
ます。円の上半分と、円の下半分とは接続連結していて、誕生→結婚→死去→虹橋→誕生→結婚
→死去→虹橋→誕生と無限に循環していくものと観念されています。この通過儀礼図には、イレ
ズミのほかに耳孔開け、抜歯とかの身体の毀飾や、誕生前後の腹帯、臍の緒、そして死去に際し
ての埋葬、葬礼式なども書き込みましたが、これらは皆イレズミ以外の台湾先住民の通過儀礼証
なのです。
次に、赤字で書き入れた、アミ族社会における男の人生儀礼を見ていきます。
34

図 23

台湾アミ族社会における男の人生儀礼図（赤字部分）
カッパハ（壮丁）

（約 15 歳）

ワワ（少年）

結婚

（約 40 歳）

イレズミ（男 16 ～ 20 歳）

（女 15,6 ～ 17,8 歳達）

この世

過

程

化
死去

抜歯（10 ～ 14,5 歳）

人

成

人
期

（老蕃）

成

マトアサイ

あの世

（アトハン）

オットフ

穿耳（３,４～ 10 歳）
命名（生後 3 ,４日 or2 ～ 3 歳）
臍の緒落下

誕生（祖先の生れ変り）

腹帯

（妊娠 6-7 カ月）

渡橋してバラック
オットフ＝善神に

虹橋

（シロン＝海・池の彼方に架る神の橋）

アミ族社会の年齢階級制は蕃社によってさまざまですが、細かなことはさておいて、大枠でと
らえ、ワワ（少年、約 12、3 歳～約 15 歳頃）→カッパハ（壮丁、約 15 歳以降）→マトアサイ（老
蕃、40 歳以降）という三大年齢階層で図を描いています。
まず、ワワ（少年、約 12、3 歳～約 15 歳頃）
。この年代には抜歯は済んでいますがイレズミ
はまだ入っていません。後に見る人類学者 Hutton Webster は、精通期（Puberty age）という性
徴で、この年代を捉えています。身体的特徴としては声変わりとか髭とか、子供から大人へと成
長する思春期特有の身体的変化で捉えられるでしょう。アミ族社会としては、この時期の少年た
ちを、母親・家族の下（イエビト）から引き離して、少年集会所に入所させ、この蕃社の社会的
人間（ムラビト）とするための予備的訓練をほどこすわけです。
次にカッパハ（壮丁、約 15 歳以降）
。この階層に入る年頃はイレズミを入れる頃と重なっていま
すが、イレズミは男の場合、首狩りに成功した勲章という意味合いを帯びていますから、カッパハ
でなければ入れられません。数年毎に組織編制される新入り・最低の年齢階層集団の第一の仕事は
蕃社の道路の修復と、草取りであることが、この組織が社会の維持・再組織化のために存在するこ
とを象徴しています。彼らは上級の年齢階層集団の者と寝食を共にし、上級の命令に絶対的に従い、
如何なる苦行にも耐えなければならない。個人としてではなく、年齢階層単位で徹底的に団体訓練
され、蕃社社会を維持するための奉公と勤労をたたきこまれるのです。そうした数歳単位の年齢階
層集団が層をなして連なっているのがカッパハ、即ち年齢階層組成の壮丁組織なのです。
カッパハとなった若者たちが集会所で独身の男たち同士で寝起きする中で学ぶのは、
「性生活
の知恵」でしょう。結婚が許される年齢は蕃社によって様々ですが、例えばアミ族馬太鞍社の場
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合は、先に表３で見たように、20 ～ 25 歳の「アラベア」という階級に達してはじめて認可さ
れます。無論、女のイエへの婿入り婚（招婿婚）です。結婚した者は、集会所から去って、女の
イエで子づくりに励み、子育てに勤しむことになります。結婚しないものは、いつまで経っても、
ムラの集会所の寝室で「チョンガー」暮らし、或いは「東北のズンム」達と同じ運命です。
カッパハは、ある一定の列次に達すると、カッパハから脱して老蕃（マトアサイ）となります。
マトアサイともなると、蕃社の統治、施設に対して、常に主要な諮問機関となり、蕃社の最高役
員に推挙される資格を与えられます。年齢は大体 40 歳前後です。
蕃社の統治システムは、マトアサイとカッパの全体会議である蕃社会議で二人の長老が選出さ
れ、その二人がマトアサイ達の意見を聞いて蕃社の重大事に対処する方針を意思決定する。そし
て、マトアサイとカッパの中間に位置しているバクビラン（カッパハ）が仲立ちして実行部隊で
ある壮丁のカッパを動かし、必要な任務に就かせるのです。長老集団は司祭として宗教儀礼をも
執行します。図 23 において、下半分、死去―虹橋―誕生と連鎖するあの世の通過儀礼、即ち祭
祀儀礼は、長老によって主宰されます。
以上のごとき観察から小泉鉄は、アミ族社会統治システムは、老人たちによって支配される長
老制（gerontocracy）だと見なしています。長老制とは一般的に以下のように定義されています。
「中央集権的な政府をもたぬ社会において、年長者の集団（成員は例外なく男）が、法的 ･ 政
治的決定を行い、また宗教儀礼を執行し、それによって社会の統合を行っている制度。この制度
をもつ社会は一般に年齢階梯制度をもっており、その階梯の最も上の段階の者が上述のような力
をにぎるのである。したがって長老はもっぱら判断し、決定し，命令するのであって、執行はす
べてそれより若年の集団の役割となる。東アフリカの牛牧民には、他部族との戦争や牛の略奪に
ついてこのように行っているものが多い。
」
（世界大百科事典 第２版の解説）
この長老制は東アフリカ、オセアニア、アジア地域などの未開社会で見られたほか古代ギリシ
ア都市国家やローマでも行われたことがあるのは周知の事実であって、決して台湾先住民族社会
固有の特殊的、非合理的な社会統治システムではありません。日本においては近畿、中国、九州
地方の氏神祭祀を主宰する男子長老＝宮座の存在が民俗学によって研究されていて、
それは古代、
いやそれ以前から存続してきた社会統治システムかもしれないと思われます。さきほど、
「チョ
ンガー」というコトバを使いましたが、これは朝鮮語からの借用であって、朝鮮における長老制
の歴史的存在を示唆していると私は睨んでいます。

【２】アミ族社会における女の人生儀礼図
アミ族社会における人生儀礼図において、見逃しにできないのは、女の人生儀礼です。
「家は全く女に属し、家庭内における男の支配は全く認められていない。
」
先に見たように、アミ族社会では女は家・穀倉のカギを腰にぶら下げ、イエの絶対的権限を握っ
ていて、イエの財産継承者として振る舞い、男はすべて招婿婚によって女の家系に入ります。し
かし、ムラの統治機構に入ることは、女はタブーであり、そこは年齢階級性によって組織された
男たちによって支配されています。イエの支配者は女、ムラの支配者は男という性による役割分
担システムが画然と成り立っていたのです。
女が握っている最大の権利と義務は、衣食住です。まずは衣。女は 15 ～ 17 歳ごろになって
イレズミを入れますが、その絶対的資格は機織が出来ることでした。
次はメシを食わすこと。女はイエの財産を継承し、耕作を行い、食糧を管理し、日々の調理を
する。男は、幼児は無論のこと、長じてワワやカッパハになろうとも、独身である限り寝るのは
少年集会所や集会所であっても、食事は彼等のイエから届けられるか、イエに帰って摂るしかな
い。なぜなら、少年集会所や集会所の炉は暖房用ではあっても炊事用ではあり得なかったからで
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す。食料調達において例外的に女がかかわらないのは、山での狩猟と、川や海での漁労でした。
鹿や猪などの大型動物猟や一網打尽の川海漁は、軍事的・防衛訓練的性格を帯びており、この技
能習得は男の務めであって、祭事の前後には必ず狩猟と漁労が敢行されます。彼らの食供給シス
テムは、女がエネルギー源として日々植物性食物をもたらし、男が時折動物性蛋白源をもたらす、
こういう食のシステムだったのです。
三つ目は住居。家長権は女にあり、住いは女のものです。男はムコ入りする存在で、女の夫だ
という資格でのみイエに同棲できるにすぎません。離婚した者、
あるいは妻に先立たれた老人は、
ムラの集会所暮らしを強いられます。
女と男が揃わなければ出来ないのが子づくりで、結婚は出産の予祝です。結婚すれば、男は集
会所暮らしから抜け出し、女のイエに入り子づくりに励むことになります。ただし、子供は祖先
の生まれかわりだと観念されていて（図 23 の円下半分を参照）
、子供は祖霊からのサズカリモ
ノなのです。ヒト女性の卵子の数は決まっていて、縄文も現代も昔も変わりなく、子づくりは
40 歳が限界です。イレズミを入れてから、それまでが子づくり・子育期ということになります。

６．集会所は原始社会に普遍的に存在した
（１）グローバルに存在した Men's house
小泉鉄は、アミ族の集会所とは Men's house のことだと言っていましたが、Men's house

を

ウェブスターで引いてみると、以下のように定義されています。
“ a building in some tribal communities reserved for the exclusive use of males and serving
as a bachelors' dormitory, a recreational center, a cult house, or as a center for some other
communal male activity “
（男専用の部族共同体の建物で、独身者の宿舎、慰安センター、カルトハウス、または他共
同体男性活動センターとして用意されたものである。
）
要するに、Men's house

は西洋の民族学、文化人類学が切り開いた研究成果であり、日本の

民俗学は遅れをとって、Men's house に充てる用語すら持っていない。翻訳語としては、男子集
会所（あるいは男子集会堂）としておくのが無難かと思われます（後で触れますが、敢えて民俗
学的用語を充てるとすれば若者宿でしょう）
。
Men's house の代表的研究者は米国の人類学者 Hutton Webster（1875-1955）であり、その
主著

Primitive Secret Society: A Study in Early Polotics and Religion, New York, 1908

が、早

くも大正４年に翻訳されています（田崎仁義訳『原始的民族の秘密講』1915.11、
実業之世界社）。
その「訳者序」が同書のナカミを的確に紹介していますので、以下に少し長くなりますが引用し
ます。
「オーストレリア、メラネシア、阿弗利加及び亜米利加等に於ては、今尚ほ人類原始の状態を
維持する多くの野蛮矇昧の民族あり、其等の原始的民族は其社会的生活の中心として概ね「メン
スハウス」即ち男子集会堂を有し、社会上の儀式、政治上の協議又は宗教上の祭祀等を行ふの場
を充つるのみならず、少青年の教育鍛錬を行ふの道場となす。斯かる集会堂に出入するものは所
謂加入礼 Initiation ceremony

を受けたる男子にみにして、之を受けざるもの及び女人は厳に

之に接近する事を禁止せらる。加入礼を受けたるものと然らざるものとの間には画然たる区別あ
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りて、前者は自ら男子大丈夫を以って任ずるも、後者は殆んど一人前の人間を以って遇せられず、
受礼者部内の事物は部外者の全然与り知る能はざる所にして、内より是を漏曳するものも、外よ
り之を窺知するものも、皆酷刑を以って懲罰せらる。即ち受礼者の一団は自ら秘密の講社を形成
するなり。加入礼とは我国古時の「元服礼」又は支那の「冠礼」と相似たるものにして、男子の
社会的地位の一大変革の行事なり。其最重なるものを『精通期』Puberty age の加入礼』とし、
早きは十二、三歳より之を行ふ。
「礼」と称すれども単純なる儀式にあらずして概ね数ヶ月或は
数年に渉る教育的又は試練的鍛錬の期間を伴ひ、此期間にあるものを『加入候補生』となす、即
ち「新参者」なり、
「新発意」なり、此間種々なる難行苦行を課せされ、一人前の講社員として
必須なる道業を積ましめられ、講社の権威たる長老は彼等に対して幾多の秘密の法門を開示して
之を悟得せしめ、終生之を護持して敢て遺漏失墜すること無からむ事を盟はしめ然して加入者の
標章を付与す。精通期の加入礼を受けたるものは即ち元服せる益荒男なり、加冠せる人士なり、
秘密を知り、特権を有し、且つ結婚資格を得、部落の祭祀・軍事・行政等の公事に参与するを得
る者なるが、加入礼は敢て精通期の一回のみに止まらず、更に第二第たるものは即ち元服せる益
荒男なり、加冠せる人士なり、秘密を知り、特権を有し、且つ結婚資格を得、部落の祭祀・軍事・
行政等の公事に参与するを得るものなるが、加入礼は敢て精通期の一回のみに止まらず、更に第
二第三と数段の加入礼あり、上級の加入礼を受くれば受くる程多くの秘密を了得し多大の特権を
享有するものにして、最高の加入礼を受けたる少数の長老は即ち講社の領袖頭目にして、下級者
の景仰尊貴順従を受け、強大なる不可思議的権力を有し、講社を総理し部落を統轄し、下級加入
者に加入礼を授け、上に向ては最高の神官たれども、下に向っては自ら神として出現することあ
り。」（同上、pp.1-3）
。
『原始的民族の秘密講』本文も、未開社会の秘密講の興味深い観察記録に溢れていますが、こ
こでは割愛せざるを得ません。興味の沸いた方は、国会図書館のデジタル・ライブラリーで公開
されていますからご覧下さい。
『原始的民族の秘密講』の最終章は、
「加入礼儀式の分布」の充てられていて、グローバルに以
下の７地域の地名が pp.306-344 に渉って延々と並んでいます。つまり、
「加入礼儀式」が歴史
上普遍的存在であったことが文化人類学的に実証されているのです。
第一

アウストラリア

第二

タスマニア

第三

ネラネシア

第四

ポリネシア

第五

アフリカ

第六

南亜米利加及中央亜米利加

第七

北亜米利加

しかしながら、ここには日本をはじめ、中国、朝鮮などの東アジアの国名・地名は記されてい
ない。果たして、日本には、Men's house

は存在しなかったのか？

Hutton Webster

は全く

記していません。これは、日本の民俗学が発見を怠った結果に他ならず、柳田國男に主導された
民俗学の欠陥が暴露されているのですが、そのガクモンの歴史的経緯について触れると、厄介な
ことになりますから、今はやめておきます。訳者の田崎仁義は、
「礼とは我国古時の「元服礼」
又は支那の「冠礼」と相似たるものにして、男子の社会的地位の一大変革の行事なり」と言って
訳業を完遂しているところから見ると、日本、中国、朝鮮にも存在していたと見なし、蟷螂の斧
の試みをしていたと推察されます。しかしながら、台湾に存在したことは確実であって、逆に
言えば、台湾の集会所（公廨）
、少年集会所（少年公廨）は、グローバルに未開社会に存在した
Men's house の一端であったと断定できます。
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社会学者にして台湾原住民の研究家でもあった吉野清人は以下のように証言しています。
「未開民族とくに太平洋圏の諸民族の間に男子の年齢別の集団を中心にして聖俗の集会所が存
在していることはよく知られている。この種の集会所はインドネシア半島からアッサム地方にか
けて現存あるいは残存している。インドネシア系の高砂族の間にも、このような集会所がおそら
くかつてはひろく分布していたと推定される。
」
（
『吉野清人著作集』第１巻「八

高砂族の年齢

階級と年齢階級と集会所」ｐ .236、1972.5、三一書房）

（２）若者宿とはいかなるものか？
台湾旧慣調査においては、集会所、少年集会所、宿泊所、あるいは共同会所、公廨など名称は
さまざまでしたが、これを日本社会における組織に翻訳すれば、どうなるでしょうか？
若者宿！
時代は変貌していて、いまや「若者宿」などと言って何も知っちゃいない人がほとんどでしょ
う。昭和 30 年代、いわゆる高度成長期以後、日本社会は農業社会から工業社会へと大変動を遂
げてしまい、旧来の農業を中軸にした社会組織は根こそぎ、崩壊してしまいました。いま、農村
の社会組織の残片がかろうじて窺われるのは、法被を着たムラの消防団や村祭で練り歩く若連中
ぐらいでしょう。成人式は都会でも行われていますが、もはや昔日の面影は全く無く、子供の通
過儀礼である七五三も神社や寺の商売として辛うじて続いているに過ぎません。
『民俗学辞典』を引いておく必要があります。
「若者宿

村の青年男子によって組織されていた年齢層による集団。……その起源いついては

……民俗学では遥か古代にさかのぼると考えている。若者組の生活は非常に固い団結のもとにお
こなわれたが、その中心となったのは若者宿・寝宿・泊り宿・若い者部屋などと称する集会所で
あった。宿には常設的に年中泊るところと、農閑期などにだけ臨時に泊まるところとあって、そ
の建物も村の有力者や気の置けない若夫婦の家など適当なところを借りて使う場合と、伊豆半島
や四国の漁村に近年まで残っていたような専用のものを建てている場合があった。昼間は銘々の
家の仕事に携わるが、夕飯を済ますと宿に集って農村では藁仕事、漁村では網のつくろいのよう
な夜なべをし、閑な時には力くらべや女の品定めもするという、彼らの家長から独立した世界で
あった。いかなる女性を配偶者に選ぶかというような村の青年の女性観は多くこの宿で養われた
というべきである。
宿の監督指導にはヤドガシラなどと呼ばれる若者組の古参者が当るところと、
ヤドオヤと称してその家の主人や若者組に人望のある年長者を迎えてくるところとあったが宿親
は単に宿の管理をするだけでなく、婚姻の際の仲人役などもととめる、人生の指導者としての役
目も持っていた。……宿を同じうする者は宿仲間とか宿朋輩といわれ、宿入りの順に従って階級
をなしていたが、新参者は古参者の雑用に服するようなこともあって、新参者は古参者の雑用に
服するようなこともあって、階級の秩序は厳重に守られていた。
」
（柳田國男監修、民俗学研究所
編『民俗学辞典』pp.681-684）
」
さて、この若者宿を、改めて検討しないことには、この論考は終止符を打つことができそうに
ありません。もう、ひとがんばり、しつこく、くどく、ジグザグした歴史的検証を続けます。

（３）大日本連合青年団による「若者宿」の研究
大日本帝国には、大日本青年連合会という青年団の全国組織がありました。在郷軍人会、愛国
婦人会と並んで、軍国ニッポンを支えた三本柱でしたが、その大日本連合青年団が面白い本を残
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しています。
編輯兼発行代表者：下村虎太郎『若者制度の研究――若者条目を通じて見たる若者制度』
（1936
年８月、大日本連合青年団発行、308 ｐ .）
本書自体は青年団の母体組織である徳川時代の若者制度を、若者条目（若者組の規約）という
文献資料によって研究したものですが、さらに時代をさかのぼって、この庶民の団体の姿を捉え
る必要があると欲張って、大胆な提言をしているのです。曰く、
「本団理事長長田澤義氏は先年台湾に旅行せられて、彼地の生蕃の諸種族の間に我国の若者制
度と殆ど異ならぬ若者の団体が現存することを確かめられ、更に南洋の土人の間のも同様の習俗
が行はれてゐる事を調べられた上「所謂若者制度の源は太平洋上の碁布してゐる列島上に住居し
た民族の原始的習俗にあると云っても、
あながち牽強付会の説とのみは云ひ得ないであろう」
（
「青
年団の使命」6-7 頁）と推断されている。
（同上 pp.34-35）
即ち、台湾の生蕃諸族の間に今も保持されている原始的な若者制度は、わが民族の原始におい
ても存在したのではないか、と見すえています。ここに着眼していたのは私だけではなかった！
この古証文を見つけて、私は救われた気分です。もう少し、大日本青年連合会の言うことに耳を
傾けてみましょう。
「台湾の生蕃の間の行はれてゐる若者制度の中には、嘗て我が国に於てもあったであらうと思
われる原始的習俗が今も保持されてゐる。蕃人社会には年齢に拠る階級団体の組織があり、男子
が或る一定の期間の年齢に達すると、総て自分の蕃社の階級に取入れられて若者たるの資格を得
るのである。階級組織は各種族及び蕃社々々に依って夫々異なるが、普通は七、八から多きは
一四、五の階級に別れ、従って階級に取入れられる年齢並に階級編成の行はれる時期も又異なっ
てゐる。或る一定の年齢に達した者が階級に取入れられる為には、一つの儀式を経なければなら
ぬ。この編入式即ち成年式はいとも厳かに行はれる。また各蕃社に公廨（ツオの蕃語ではクツブ
ワと呼ぶ）を云ふ青年集会所があり、階級に取り入れられた未婚の若者は夜この集会所に集って
合宿することになってゐる。集会所は蕃社生活の中心をなすものであって、単に若者の訓練所で
あるばかりでなく、蕃社の警備所であり又会議所でもあったのである。
」
（同上、pp.35-36）
大日本青年連合会の、この着眼は単なる思い付きではないことは、この５年前に、以下の調査
書を刊行していることから知れます。
大日本青年連合会編『青年宿に関する調査』
（1931.1）
中身は以下の３パートから成っています。
〔Ⅰ〕 台湾に於ける蕃族の年齢階級制と其の青年式及職分（小泉鉄執筆）
（１）アミ族の青年集会所
（２）ツォウ族の青年集会所
（３）パイワン族の青年集会所
〔Ⅱ〕（１）伊豆九連の青年宿
（２）長州玉江浦の青年宿
（３）相州吉浜の青年宿
〔Ⅲ〕 独逸の青年宿泊所〔ワンダーフォーゲル〕
『青年宿に関する調査』の台湾蕃族の年齢階級制は、先に見た小泉鉄『蕃郷土俗誌』と重複
しています。また、日本の青年宿の歴史的存在についての紹介はあまりに煩雑になるので、割愛
せざるを得ません。ただし、伊豆九連、長州玉江浦、相州吉浜と調査フィールドを漁村にしてい
ることは注目しておく必要があります。
この若者組が鎌倉時代以後存在してきたことは、福沢諭吉以来、文献資料によって確証されて
いるところで、源氏の戦力の淵源はこの若者組織にあったと私は睨んでいます。
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（４）軍事制度、社会・公務制度、教育制度・風紀制度
大日本青年連合会との関連で注目しておくべきことがもう一つありました。大日本帝国にあっ
て、青年団は徴兵年齢までの青年に軍事的訓練を施そうとする陸軍省の意図が強く反映した組織
であった事実です。言い換えると、青年団は１銭５厘の「アカガミ」で徴発できる「壮丁」の育
成制度に他ならなかったのです。ここで「壮丁」とは、明治憲法下で、徴兵検査を受ける義務の
あった満 20 歳のオトコを指しています。
台湾先住民族社会における年齢階級性組織も軍事組織である性格が極めて濃厚です。これをズ
バリ指摘しているのは、
『台湾番族慣習研究』全５巻を著した、台湾総督府臨時台湾旧慣調査会
の委員・第一部部長兼京都帝国大学教授であった岡松参太郎です。
『台湾番族慣習研究』
第３巻で、
アミ族、プユマ族で行われている「階級制なるもの」について、以下のように三側面があること
を鮮やかに剔抉しています。

（１） 軍事制度
「元来主として軍事上の必要より起こり軍隊組織に基く軍事制度成るが如く、階級制が壮丁階
級の養成を主たる目的とし専を壮丁制度たる実質を有し啻（ただ）に人の差別を設くるのみなら
ず人の編制を為す組織制度たる性質を有するは、
蓋（けだし）其起元に於て軍事制度なるに基く。」

（２） 社会制度・公務制度
「然ども其制度の目的たる必しも軍事のみに止まらず。之に依り一般に社会上の分限を正し且
公務上の職分を定めんとするもにして、従て婦女も亦此制度の支配を受け平和の任務も亦之に依
り配当せられ一種の社会制度たると同時に又公務制度を為す。
」

（３） 教育制度・風紀制度
「加之階級制は単に外部に於ける秩序、任務のみを目的とするに止らず、此制度には子弟に対
する峻厳なる訓育の施行を伴ひ又各自の地位に応じ厳正なる規律の遵守を強ふる常とし、以て内
面に於ける心身の鍛錬及性行の修養を期し一種の教育制度なると同時に又風紀制度を為す。
」
（１）軍事制度、
（２）社会・公務制度、
（３）教育制度・風紀制度と三拍子揃った男の年齢階級性
は、台湾総督府臨時台湾旧慣調査会の調査で、母系制・招婿制をとるアミ族とプユマ族卑南社にし
か発見されていません。しかし、最新の台湾ウイキペディア「会所制度」は、ツォウ族、カナカナ
ブ族、サアロア族、東パイワン族、東ルイカ族などに等にも存在したと証言しています。未開社会
にグローバルに Men's house が存在したことをふりかえると、台湾先住民社会に昔から広く存在し
てきて、その残滓がアミ族とプユマ族卑南社に残っているのだと考えるべきでしょう。少なくとも、
これら三つの制度の維持・伝承は、如何なる社会においても絶対的に必要とされているのです。
私見によれば、ヒトの人生には三つの大事があります。
一つ目は、メシを食うこと、食わすこと。腹が減っては命が持たない、個体の保障です。象徴
的にメシと言いましたが、実際には衣食住全般に及ぶ生き抜くための条件の保障です。先ほどの
「図 23

台湾アミ族社会における男の人生儀礼図」のなかでは、これは、上半分にわたって、女

が支配するイエが役割分担しています。
二つ目は、伴侶を得て子供を作り育てることです。ヒト属ヒト科、ヒト再生の保障です。これ
は女権制のアミ族においては、女が男を招婿して共同して、子づくり・子育てにいそしむことに
よって実現されます。人生儀礼図では、結婚のあと女 40 歳頃までの間が出産可能時期にあたり
ます。
三つ目は、あの世に永遠に生きることです。一周忌、三十三回忌、四十九回忌。弔い上げで、
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漸くご先祖様になる資格を得られます。
この三つ目は、
日本人も古来人生の最大事に他ならなかっ
た。アミ族人生儀礼図では、老蕃によって司祭される下半分の「あの世」の旅を経て、何時か或
る日、この世に生まれ変わって来ます。こうして、この世からあの世、あの世からこの世へと循
環するサイクルの中で、ヒトは未来永劫に生き続けることが可能になるのです。
アルノルト・ファン・へネップ『通過儀礼』
（1909）や、ミルチャ・エリアーデ『生と再生―
―イニシエーションの宗教的意義』
（1958）が考えた人生の通過儀礼は、こうしたヒトの人生の
三つの大事を体系化したものである、と私は理解しています。ところが、この権威的な通過儀礼
図は、皆、個人しか眼中に入れていない。
言うまでもないことながら、ヒトは絶えず他者との関係において存在しています。個人は社会
において生活し生存しているのであって、社会なくして個人は存在し得ません。その一方でヒト
は社会をつくります。ヒトは社会の組織者として社会に参加し、社会そのものを再生産します。
社会は個人を基礎として成立すると同時に、個人はまた社会を再生産する、社会システムを再生
産しないことには個々人の存在は保障され得ないからです。そして、社会システムの根幹には、
安全保障、社会持続、次世代養成があります。
軍事制度なくして、社会の安全が保障され得るか？
社会・公務制度なくして、社会を持続し得るか？
教育制度・風紀制度なくして、次代の担い手が育ち得るか？
社会システムの再生を含んだ集落論を考えるからには、単に個人の通過儀礼だけでは不十分で
あって、社会再生のための通過儀礼を考えに入れなくてはならんでしょう。

（５）岡正雄の男性的・双系的・年齢階梯制的文化
❶岡正雄の Men's house 論
さて、この後を、どう展開したものか、決め手を欠く泥沼作業に陥って滅入っていたのですが、
救いの神あり！
「ウーン、とても難しい問題になってきましたね。忠生 B 地点の建物址に男子集会所を想定す
るといいうのは、あり得ることだとは思います。ただ、しかし、それは忠生遺跡はじめ、この時
代の社会組織がどうであったかという問題が前提となりますね。果たして年齢階梯制が存在した
か、という不可分の課題で、……うーん、となってしまいます。
」
「励ましのお便り」の主は、小林公明井戸尻考古館元館長です。続けて、こう、あるではない
ですか。
「ずいぶん前のことですが、自分も岡正雄の論考において設定された『男性的・双系的・年齢
階梯的。漁撈―水稲耕作民文化』というイメージに憑かれ、それを縄文前期に当てはめて考えて
みたことがありましたが………、それきりです。
」
ああーっ、岡正雄！
「1898 ～ 1982。民族学者。シュミットらに学び，
《古日本の文化層》でウィーン大学から博
士号を取得。古日本の文化は異なる時期に別々の地域から渡来した５つの層からなるとの学説を
展開。日本における民族学の発展および研究者の育成にも貢献。著書に
《異人その他》
ほか。
（
」
『百
科事典マイペディア』より）
私にとっては、柳田國男の民俗学の向こう側にある民族学の重鎮であり、この論考も彼に薫陶
を受けた数々の民族学学者、
文化人類学者の研究成果によって書き継いでいるようなものですが、
ウカツにも、肝心要の大先生の著作の検証を欠いていました。先達の教えは誠にありがたい。早
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図 24

高知県宿毛市の若者宿と年齢階梯制例

（資料）
『異人その他』（1979.12、言叢社）

速、泥縄勉強にとりかかります。
岡正雄は寡作の学者で、
『異人その他』
（1979.12、言叢社）１冊、読めば、そのガクモンの概
略は知れます。早速、近くの図書館から借り出してみると、
『異人その他』の口絵には、図 24
のごとき写真が掲載されています。高知県宿毛市の若者宿です。また、文中には図 24 のごとき
表「年齢階梯制例」
（静岡県賀茂郡南伊豆町）を掲げています。この二つの図表は、
「年齢階梯制」
を表徴したものに他なりません。即ち、岡正雄は、西洋の民族学、文化人類学が切り開いた研究
成果である Men's house

を、日本文化の歴史的基礎構造分析に持ち込んだのだ、と直感させら

れます。Men's house 論が、
この碩学によってウィーンの地で博士論文『古日本の文化層』
（2012、
5 巻 1452pp.）として展開されていたのです。
『古日本の文化層』は未だ日本語翻訳がなく全文
が知れませんが、『異人その他』と『対談と討論

日本民族の起源』
（平凡社、1958.1、平凡社）

で探りは入れられるでしょう。

❷日本民族の三つの基礎的社会構造形態
比較民族学者・岡正雄の研究デーマは、日本民族文化の形成史にあります。日本民族文化の起
源・系統・発展は、外からの民族移動・伝播による混合・接触によってもたらされたという、外
的発展の立場をとっています。日本文化の基礎構造は、
「混合・累積型構造の文化」であり、い
くつかの異質・異系の種族文化から成立した「多元的文化構造」を呈している。研究手法として
は、日本民族文化の古層に何層も堆積している文化層を、周辺及び世界の古層の諸文化と比較対
照して、共通・類似する層を発見して、日本民族文化を構成している歴史的層次を析出していく
という方法を採っています。具体的には、日本とその周辺諸地域との神話、宗教、経済形態、社
会構造、物質文化、習俗、言語などを検証して、表４のごとき、三つの「日本民族文化の基礎的
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表４

日本民族文化の三つの基礎的な社会構造形態

社会構
特
徴
国内分布
国外淵源
造形態
Ａ．
本家・分家の単系的父長的系譜関 本州内陸部、とくに東 この列島に王侯文化を持ち込
係によって結ばれた家々の連合体 北、中部地方に濃く分 んだ民族。中国東北部・シベ
父 系 同 族 で、かつ本家・分家の上下・主従 布。上古国家支配階級 リアに分住するツングース族
組織
の身分的関係によって規制された を構成するに至った民
親族集団（現在でも日本の村落社 族・種族の父系家長的
会の基礎的結合形態）
。
存続組織に由来すると
考えられる。
Ｂ．
村落・部落が年齢階層的に構成さ 本州海岸地帯、とくに 漁撈民的、栽培民的、戦士的、
れる。男子全員が一定年齢に達す 東海地方から西部・西 年齢階級的、男性社会。ミク
年 齢 階 梯 ると若者組最下級に加入、以後順 南に濃く分布。
ロネシア、台湾の一部、ニュー
制
次上位階級に進級する。家柄は意
ギニア、インドネシアの一部、
味を持たず、年齢だけが上下関係
東南アジアの一部、アッサム、
を決める。寝宿、若者宿を伴う。
インドの諸種族の間に分布
Ｃ．
母系制

村落共同体、母系的家族、母処婚、日本の古代に存在。
「イ 栽培民的母系社会。東南アジ
イロと言われた血族婚禁止単位と ロ 」 同 母 家 血 縁 集 団、ア、オセアニアの古層である
を特質とする。村落共同体、母系 母系制・招婚制・女酋・母系制栽培民社会に類比され
的大家族、過渡的な大家族外婚が 母神・女神の祭祀など る
行われたかも。訪婚・一般的でな 資料豊富。
くとも女酋制度。父権的影響も多
少。

（資料）
（資料）
「日本民族文化の形成」
（
『異人その他』（1979.12、言叢社）、「日本民族の起源」より作成

な社会構造形態」を析出しているのです。

Ａ．父系同族組織
本家・分家の単系的父長的系譜関係によって結ばれた家々の連合体です。本州内陸部、とくに
東北、中部地方に濃く分布していて、我々もこの同族組織を今、簡単に確認し得ます。

Ｂ．年齢階梯制
年齢階層的に組織化された村落・部落です。男子全員が一定年齢に達すると若者組最下級に加
入、以後順次上位階級に進級する、家柄は意味を持たず、年齢だけが上下関係を決めます。これ
は今や壊滅状態ですが、本論で大日本青年連合会や『民俗学辞典』
、台湾アミ族などで参照した
ものに他なりません。

Ｃ．母系制
これは天皇陛下の始祖・アマテラスや卑弥呼が証言しています。
「母系制社会が、わが古代に
存在したことについては、上古の諸文献や民俗学の提供する「イロ」同母血縁集団、母系制・招
婿婚・女酋・母神・女神の祭祀などに関する豊富な資料によって、これを想定することができる」。
（『異人その他』ｐ .9）
。イロとは、イロ・ハ（母）
、イロ・エ（同母の兄）
、イロ・ネ（同母の兄
または姉）、イロ・ト（母の弟または妹）
、イロ・モ（母の弟または妹）のことです。

❸日本民族文化を形成した五つの外来文化複合
「日本民族文化の三つの基礎的な社会構造形態」は、比較民族学による理念型モデルですが、
岡正雄はこれを、先史学、考古学、古代文献学などによって検証し、それぞれ何時頃、日本列島
に渡来したものかを類推し、
「表５

日本民族文化を形成した五つの外来文化複合」を歴史分析

モデルとして提示しています。細かなことはさて置いて、先を急ぎ、骨太に、批判的に、これを
見ていきましょう。

（１）母系的・秘密結社的・芋栽
狩猟民文化は、縄文中期としています。タロ、ヤム芋栽培の農耕が、すでに始まっていたと見
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表５

日本民族文化を形成した五つの外来文化複合

種族文化複合
特 徴
時 代
渡来外国文化
（１）
低農耕。タロ、ヤム芋を栽培。山地丘陵 縄 文 中 期 メラネシア古層文化。南中国・東南アジア
母系的・秘密結社的・ 斜面で焼畑陸稲栽培
以降
に分布する洪水神話の前段が脱落したのが
芋栽培―狩猟民文化
イザナギ・イザナミ神話。オホゲツヒメや
ウケモチノカミの屍体化生神話もここから
渡来。
（２）
稲作を縄文末期にもたらした文化。
縄文末期
母系的・陸稲栽培―狩
に渡来
猟民文化
（３）
稗や粟を栽培した焼畑作民文化で、のち 弥 生 時 代 東北中国、朝鮮のツングース系種族。天神
父系的・
「ハラ」氏族的・ 稲作を採り入れた。狩猟・飼育も。
初期
信仰、
カミは山上、
樹上、
柱に降臨する。
シャ
畑作―狩猟・飼畜民文
マニズムも。
化
（４）
南方的といわれる弥生文化を構成。進ん 弥生時代 アウストロネジア系のミクロネシア人、及
男性的・年齢階梯制的・ だ水稲栽培と沿岸漁撈に従事、漁撈技術
びポリネシア、ネラネシア、ニューギニア、
水稲栽培―漁撈民文化 をもたらす。世代別居に関連する家慣習
台湾の一部と類似。BC4 ～ 5 世紀、呉越
( 若者宿、娘宿、寝宿、産屋、月経小屋、
の滅亡と共に渡来か？
喪屋など）がある。
（５）
天皇氏族を中心とする種族文化。社会構 古墳時代
父権的・
「ウジ」氏族的・ 造の特徴として、大家族・
「ウジ」族・種
支配者文化
族というように、縦の三段の構成される
種族構造、「ウジ」父系的氏族・同族組織、
五組織、軍隊体制、王朝制、氏族長会議、
奴隷制、氏族職階制、各種職業集団、と
くに鍛冶職集団などがあげられる。

この種族の社会的性格は騎馬遊牧民と本質
的に一致する。カミは天上にあり、人間界
へは山上、樹梢、森に降下するとカミの出
現を垂直的に表徴する。

注１：
（１）の秘密結社とは、Ｓｅｃｒｅｔ Ｓｏｃｉｅｔｙの訳語。日本における仮面仮装者複合としては沖
縄のアカマタ、クロマタ、東北のナマハゲがある。
注２：
（１）
（２）の母系的。
「わが国に古く母系・母処・訪婚的社会の存在したことは、古典や中世文献、また
習俗のうちにうかがうことができる。古典にイロ・ハ（母）、イロ・エ（同母の兄）、イロ・ネ（同母の兄または姉）
、
イロ・ト（母の弟または妹）
、イロ・モ（母の弟または妹）ということばがあらわれている」
注３：
「ウジ」は父系的親族ないし氏族組織で、おそらく外婚的であった。「ウジ」ということばは古くは udi
と発音され、アルタイ語系諸族の父系の親族集団を意味することばであった。
注４：五組織というのは、氏族ないし種族が、五つに区画される組織。
（資料）
「日本文化の基礎構造」
（
『異人その他』（1979.12、言叢社）より作成

ています。岡正雄に学んだ坪井洋文が、その後、『イモと日本人』
（1978.12、未来社）で、イモ
の民俗が日本列島に存続したことを見事に論証しています
（第９回論考参照）
。なお、
蛇足ながら、
今や縄文中期には、穀類の耕作が行われていた間接的証拠（掘立柱建物構造の穀倉）が多数出土
していますから、タロ、ヤム芋栽培の農耕は縄文中期より以前の時代に設定した方がいいのでは
ないか、と私は思います。
タロ、
ヤム芋の保存は貯蔵庫を必要とせず貯蔵穴でこと足りるからです。

（２）母系的・陸稲栽培
狩猟民文化の生業に想定されているのは、山間部の焼畑陸稲でしょうが、陸稲の前段階にアワ、
ヒエ、キビがあってしかるべきでしょう。ヒエとなれば、縄文後期ではなく、前期・中期になり
ましょう。すでに北海道・東北、また三内丸山ではヒエ栽培の直接的証拠が挙がっています。
「母
系的・アワ、ヒエ、キビ栽培―狩猟民文化」――私が忠生勝坂期遺跡で想定している仮想モデル
の一端はこれです。ただし、この社会で男が何をしていたか？

台湾アミ族社会と同様にヤマで

狩猟を、カワ・ウミで漁撈を、そしてムラで防衛的・軍事的訓練を行い、マツリに明け暮れてい
た、と見ておくことができるのではないか。母系的文化と年齢階梯制文化とが背中合わせになっ
て並存しているのが台湾アミ族社会の実像でした。

（３）父系的・「ハラ」氏族的・畑作
狩猟・飼畜民文化の出自は、東北中国、朝鮮のツングース系種族であって、ヒエやアワを栽培
した焼畑作民文化で、弥生初期だと想定されています。最近は、ヒエの原産種は日本だという説
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が浮上していることもあり、この仮説には私は賛同できません。

（４）男性的・年齢階梯制的・水稲栽培
漁撈民文化は、若者組や若者宿を擁する年齢階梯制的社会です。
「進んだ水稲栽培と沿岸漁撈
に従事、漁撈技術をもたらす」とし、弥生時代としています。しかしながら、これまでに見た台
湾先住民アミ族社会は、この男性的・年齢階梯制と母系的・陸稲（水稲＋粟）栽培とが結合した
母系的・男性年齢階梯制社会であって、岡正雄が想定するものとは根本的に異なります。
「漁撈
民文化」とは、外洋で舟を操り、網を綯い、組織的な漁撈をする――こうした生業はオトコに固
有のものに違いありません。しかし、水稲栽培、あるいはその前段としてのアワ、ヒエ、キビ栽
培を想定した場合、
「女性的」なものとの共存が台頭し得るのではないでしょうか。

（５）父権的・「ウジ」氏族的・支配者文化
天皇氏族を中心とする種族文化に他ならず、古墳時代以後に支配的になります。末端農村レベ
ルでは、本家・分家の単系的父長的系譜関係によって結ばれた家々の連合体を生み出し、かつ本
家・分家の上下・主従の身分的関係によって規制された親族集団を形成していきます。この説が、
江上波夫の騎馬民族征服王朝説のバックボーンであったことは明白です。
さて、ここまで至って、
「ウーン、うーん」
。私も、うなっています。
岡正雄の仮説を借りて、忠生勝坂期ムラの仮想村落モデルを描くとすれば、
「表５

日本民族

文化の三つの基礎的な社会構造形態」のうち、
「父系同族組織」は縄文の時代とは無縁で、忠生
勝坂期ムラの基本を特徴付けていたのは、
「母系制」
と
「年齢階梯制」
との二つだと思われます。
「母
系制」と「年齢階梯制」
、この二つの社会構成要素から、いかなる種族文化複合を描くことがで
きるか？

台湾アミ族社会と同じ女と男の役割分担が行われていたとすると、どうなるか？

い

ま私は、にわかに答えられません。忠生勝坂期ムラの資料は余りにも貧弱であり、ムラビトの集
団としての生き死によみがえらすことが絶望的に難しい。とにもかくにも、忠生遺跡Ｂ地点に立
ちもどり、頭を冷やして考え直しことにします。
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７．
「二重柱列掘立柱建物」再考
忠生遺跡Ｂ地点に立ちもどりました。もう一度、
「図 13

忠生遺跡Ｂ１地点掘立建物１～４号

及びピット１拡大図」を、ここに掲げ冷静に考えを巡らします。この図において、これまで検証
としてきたのは、以下のごとき仮説でした。
◆２号、４号の掘立建物と１号、３号はともども、二重柱列高床建物ではなく、外周に支柱を
配している一重の長方形建物である。
しかしながら、１～４号建物は、二重に柱が取り囲んでいるのだから、二重に建物本体の柱が
配列された建物であるという見方も、当然あり得ます。とりわけ２号、４号建物については、内
側の柱と外側の柱とが比較的整然と配列されているから、一重柱の長方形建物ではなく、二重に
柱が取り囲んだ長方形建物であると見ることもできます。内側が平行四辺形の１号、３号建物も
大目にみれば、柱が二重に配列された掘立柱建物であると言い得ます。そこで、今度は、改めて、
以下のような作業仮説に立って、１～４号建物を検討しなおす作業にかかりたいと思います。
◆２号、４号の掘立建物と１号、３号はともども、皆、二重柱列高床建物である。

【再録】図 13

忠生遺跡Ｂ１地点掘立建物１～４号及びピット１拡大図

（資料）
『忠生遺跡 B 地区（Ⅱ）
』P.43 より作成（JH は掘立て柱建物、内側柱穴を赤く塗った。ピット１は集
落の原点で石匙２点出土）
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（１）谷口康浩教授の「主要な住まいの形式」
考古学の学者先生方で、忠生遺跡Ｂ１地点の掘立柱建物の穴ぼこを考察している論文は無いも
のか？

唯一つ、見つかりました。

谷口康浩國學院大学教授「環状集落の分説構造と異系統家屋」
『国立歴史民俗博物館研究報告』
第 208 集、2019.3
谷口は、忠生遺跡Ｂ１地点の穴ぼこと同様の柱穴を、
「二重柱列の掘立柱建物」と命名してい
ます。2018 年 3 月までに確認された中期前葉・中葉の「二重柱列の掘立柱建物」は、新潟、長野、
東京、神奈川一円の 19 遺跡から 71 棟発見されているそうです。大変な数で、忠生遺跡Ｂ１地
点の穴ぼこは決して特殊的なものではない。
「関東地方南西部における勝坂式期の環状集落には、二重の柱穴列をもつ長方形ないし長楕円
形の掘立柱建物を伴った例が知られている。環状の居住ゾーンの内側にこの種の長大な掘立柱建
物を配置し、外周に竪穴住居がめぐる空間構成が最も特徴的である。筆者が「勝坂タイプ」と仮
称する環状集落の一形態であり、現時点で以下の 8 例が知られている。
」
東京都稲城市多摩ニュータウン№ 471 遺跡南集落［東京都埋蔵文化財センター編 1993］
東京都八王子市神谷原遺跡［八王子市椚田遺跡調査会編 1982］
東京都町田市忠生遺跡 B 地区 B1 地点［忠生遺跡調査団編 2011］
神奈川県藤沢市ナデッ原遺跡［戸田 1989・2009］
神奈川県横浜市前高山遺跡［横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター編 2001］
神奈川県横浜市小丸・小高見遺跡［石井 2001a］
神奈川県横浜市神隠丸山遺跡［石井 1989、横浜市埋蔵文化財センター編 1990］
神奈川県横浜市大熊仲町遺跡［横浜市ふるさと歴史財団埋蔵文化財センター編 2000］
「このタイプを特徴づけている二重柱穴列の掘立柱建物は、中期の掘立柱建物の中でも際立っ
て大規模なものを特徴的に含んでおり、その長さは 10 ～ 15 ｍを中心に最大では 23m に達す
る例がある。」
（同上 pp.115-16）
実は谷口の関心は私とは全く別のところ（二重柱列掘立柱建物の中部地域での分布状況）にあ
り、そもそもこの建築物が何者であるかには全く触れていません。ところがです。この論文とは
全く別のところで、谷口は突如、こう断定しているのです。
「竪穴住居以外の建物の遺構として掘立柱建物跡がある。長方形・方形・六角形など柱穴配
置のプランや規模に変化が見られる。中期の新潟和泉Ａ遺跡や神奈川県ナデッ原遺跡では、最
大 20m の長大な例を含め掘立柱建物を環状に配列した集落跡が発掘されている。これらの遺跡
では掘立柱建物が主要な住まいの形式であった」
（
『入門

縄文時代の考古学』2018.2、同成社

p.120、傍線引用者）初心者を相手に、根拠を示さない御宣託です。
そもそも「主要な住まいの形式」とは何なのか？
あるのか？
２

その一方で「主要でない住まいの形式」が

忠生Ｂ１遺跡で「主要な住まいの形式」と「主要でない住まいの形式」とは？ 「図

Ｂ１、Ｂ２地点の縄文時代遺構分布図」を眺め直してみましょう。

掘立柱建物１、掘立柱建物２、掘立柱建物３、掘立柱建物４が「主要な住まいの形式」とする
と、竪穴住居は「主要でない住まいの形式」らしい。
「主要でない住まいの形式」…………竪穴住居址が 40 軒
「主要な住まいの形式………二重柱穴列の掘立柱建物址が４棟
ンー？

これは、集落リーダー（首長）クラスの豪邸とでも考えるしかない。
「豪族居館と大

型住宅」については、宮本長二郎『日本古代の住宅建築』
（p.171）で詳論していますが、縄文
ではなく、弥生の時代の住居です。この時代ズレをどう説明するのか？
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学者というものは、エ

図 25

東京都八王子市神谷原遺跡の集落構造

（資料）安孫子昭二『東京の縄文学』（ｐ .175、2015.11、之潮）

ライことを考えるものです。
実はこうした巨大な建物については学者先生が鳩首凝議しているらしい。❶巨大な建物が雪国に
多いことから冬期の共同作業場、❷祭祀用建物、❸集落リーダー（首長）クラスの住居、❹数家族
の共同住居など。共同宴会場的活用説は、
小川望（東京都小平市教育委員会学芸員）や小林達雄（國
學院大學文学部名誉教授）が唱えていて、
共同宴会場的機能を含む公共的行事、
儀礼、
祭り執行の場、
催事場、集会場、公会堂、ときには集落外からの訪問者の宿泊所的空間としているようです。共同
作業小屋的活用は渡辺誠（名古屋大学名誉教授）が言っているらしい。縄文時代の食糧事情を考慮
した場合、豪雪地帯において加工食品などをつくる冬期の共同作業小屋的空間、あるいは作業・貯蔵・
居住兼用の家屋と考えられるのだそうです。
（ウィキペディア「超大型住居」
）
。
諸説紛々の論議の中で、谷口康浩が第一に挙げている東京都八王子市神谷原遺跡の大型住居に
対する推論で、注目すべき異論があります。図 25 の集落構造図において、中央左寄りの描かれ
ている長方形の建物址です。外側規模 23 ｍ× 8 ｍ、内側 21 ｍ× 4.9 ｍ、柱穴外側 18 穴・内
側 15 穴というバカデカ二重柱列掘立柱建物址です。
❶「Ｗ 1 には、公会堂みたいな長方形の掘立式建物跡がある。広場に面する住居ゾーンの内側
に接して、大形の掘立式建物跡がある。
」
（安孫子昭二「環状集落から環状積石遺構へ・5」 国際
縄文学協会、傍線引用者）
）
❷「大形掘立柱建物の機能・性格については、貯蔵、祭礼、儀礼、墓域との関連性など諸説あるが、
冬季の住まいを竪穴住居とすれば、耐えがたい日本の夏の暑さをしのぐための高床住宅形式を第
一義とすべきであろう。
」
（安孫子昭二『東京の縄文学』ｐ .174、2015.11、之潮、傍線引用者）
安孫子の❶と❷との関係は定かでありませんが、ここでは、両論併記で、❶公会堂説、❷夏の
高床住宅説、として記憶に留めておきましょう。
49

（２）宮本長二郎博士の巨大平屋建物説
建築学プロパーの判断の方に目を転じます。宮本長二郎博士は、例えば、神奈川県池辺第 14
遺跡 17 号掘立柱建物を以下のごとく見なしています（図 26 参照）
。
❶掘立柱建物だが、高床ではなく、平屋建物である。
❷内外の二重柱列は、外回りの側（かわ）柱と、それより内側の入側（いりかわ）柱からなっ
ている。
❸妻側は亀甲形平面だが、妻側中央柱は棟持柱ではなく、屋根形式を寄棟造としたものであろ
う。
❹神奈川県池辺第 14 遺跡 17 号掘立柱建物は、前・中期の超大型竪穴住居と同様の機能を備
えていいたと思える。
（以上ｐ .121、傍線引用者）
ポイントは、掘立柱建物の中には、高床ではなく、平屋建物の場合があるという見解です。ま
た、超大型竪穴住居と同様の機能を、
「集会所や共同作業場などの多目的ホール」としています
（ｐ .119）。大林組プロジェクトチームも三内丸山のロングハウスを平屋の大型竪穴住居と見て、
その用途をあれこれあげています。祭祀用の施設、集会場、リーダーの住居、若者小屋のような
共同施設、あるいは集落外からの外来者の宿泊施設、さらには堅果類のアク抜きなどの共同作業
場（『巨大建築を復元する

よみがえる古代大建設時代』ｐ .46、2002.8、東京書籍、傍線引用者）
。

（ホー、若者小屋のような共同施設！）
そこで、この池辺第 14 遺跡 17 号掘立柱建物と同様に、忠生遺跡Ｂ１地点の掘立柱建物１、
掘立柱建物２、掘立柱建物３、掘立柱建物４も平屋建物だと仮定してみましょう。バカデカ建造
物が４棟も並んでいるというのは、いかがなものか？

そのうえ、１～４号の柱穴は、よ～く見

ると建築構造物として実に危うい形をしています（図 13

忠生遺跡Ｂ１地点掘立建物１～４号

及びピット１拡大図）。これと対照的に宮本の図 24 の二重柱列の外側柱列は、実に整然と並ん
でいます。忠生遺跡Ｂ１地点掘立建物址は図 26 のごとき平屋建物にはなり得ない。
◆２号、４号の外周りの柱穴は、柱間寸法のバラツキが大きく、不規則である。これは内側建

図 26

神奈川県池辺第 14 遺跡 17 号掘立柱建物構造図造

（資料）宮本長二郎、同上書ｐ .121
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物本体の外につき出した屋根の庇を支える生木のつっかえ棒とでも考えるしかないであろう。
◆１号、３号の掘立建物の内側柱は共に平行四辺形である。力学的に合理性の乏しい平行四辺
形構造の建築物を作る、そのネライは何辺にあるのか？

また、その周りをめぐっている外側柱

は、イレギュラーな間隔で配列されていて、縦長両端は歪んだ亀甲を形成している。これも２号、
４号の外周柱と同様に、屋根の庇を支える生木のつっかえ棒の柱穴であろうか。
◆忠生遺跡Ｂ１地点１号～４号の柱穴は、宮本の描く正確な建築構造を備えた巨大平屋建物説
とは全く異なるシロモノである。
宮本説は、平屋建物と見るか、高床建物と見るかの根拠を明確にしていないという泣き所があ
ります。溝口正人（名古屋市立大学芸術工学部）の書評『日本古代の住宅建築』はこの点を鋭く
突いて恣意的だと批判しています。したがって、宮本説は疑うに足りるわけです。すると、形式
論理的に言って、非宮本説として、以下の如きものがあり得る、と私は思います。
（宮本説）

：掘立柱建物で、二重柱列平屋建物。

（非宮本説１）
：掘立柱建物で、二重柱列高床建物。
（非宮本説２）
：掘立柱建物で、一重柱列＋一重支柱高床建物。
この（非宮本説１）（非宮本説２）は検証するに値します。
（非宮本説２）の方は既に点検済み
ですから、残る（非宮本説１）を歴史的に検証しなければなりません。
二重柱列高床建物で、しかも外側も内側と同様に整然と柱が巡っている高床建物―――こうし
た構造の建築物が歴史的に、しかと存在するのです。

（３）台湾南粤蕃における二重柱列高床倉庫
「二重柱列高床建物で、しかも外側も内側と同様に整然と柱が巡っている高床建物」としては、
先に第 10 回論考（図 15

台湾タイヤル族南粤蕃の穀倉と見張所）で見た台湾の少数民族の巨

大な平屋の穀倉が浮かび上がってきます。その一部＝平屋の穀倉だけを切り裂いて、ここに図
27 として再録します。
先の論考で私はこう書きました。
「バカでかい長方形です。柱が二重に廻っています（内側 17 本、外側は 10 本）。地面からの
壁立式ではなく、明らかに高床式です。内側の柱が床面を支え、屋根に達して桁と梁を支えてい
ます。この内側 17 本柱・屋根・床で高床式倉庫となっているように見えます。平面図で見ると
正面（下）の柱間を背面（上）の柱間より狭くして柱を 1 本増やし、正面左右中央に扉を設け
ています。しかし内側の柱の役割がイマイチ分からない。平面図で見て、正面の中央２本は内側
倉庫床ほどの高さしかなく外囲い、あるいは縁束（えんづか＝縁の下にあって縁側を支える短い
柱）のように見えます。ところが、左端の 3 本柱を上の正面図で見ると、上方まで立ち上がっ
ていて、しかも垂木（たるき）を支えています。しかし、高床倉庫本体との関係がよく分からな
い。ここでは謎を謎としておきましょう。
」
ここで、謎に一太刀、切り込ます。
二重に廻っている内側の柱は総計 17 本。平面図で見て左右は夫々４間（ま）です。上下は上
が４間、下が５間であって下が変則的ですが、中央の間は扉を取り付けるために広げてあるわけ
です。扉は両開きです。全体の寸法が示されていませんが、左右の柱の柱間を３尺とすると、縦
12 尺×横 15 尺＝５坪＝ 10 畳ほどです。屋根の頂上にＶ字型の突き出しが二つ見えます。明ら
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図 27

台湾タイヤル族南粤蕃の穀倉

（資料）森丑之助『台湾蕃族志』1917.3、台湾日日新報社

かに千木です。高床倉庫としては相当に大きく、数家族の共同倉庫ないしムラ全体の公共倉庫と
見られます。
問題は外側の柱です。内側の高床倉庫の周囲を、高床倉庫床面の高さに達する縁がぐるり取り
巻いている、即ち四周に回廊が設けられています。外側の柱数が 10 本で内側の 17 本より大幅
に少ない。ということは外側の柱は高床倉庫の重量を支えていない。内側の柱は屋根まで達する
通し柱ですが、外側の柱は床しか支えない床柱です。回廊の床は倉庫の床と同じ高さでしょう。
平入り正面には地面から回廊の高さに達する階段があって、前進し両開き扉を開けて、倉庫内に
入る。四周の回廊にはそれぞれ屋根がかかっている。平側は倉庫の大屋根の庇が伸びていて、妻
側は倉庫の屋根葺材（茅草）が覆う形になっています。
こう想定すると連鎖してくる難問があります。平面図で左端に垂直に立っている３本柱をどう
解するか？

３本とも長く上方に伸びていて、しかも垂木が３本を連結しています。しかし、図

からは高床倉庫とのつながり具合がよく分からない。中央柱が高床倉庫の棟に達していないか
ら、これは棟持柱ではない。しかし、
下に巡っている回廊にかかる屋根を構成してはいる。
（なお、
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平面図右端にも対称的に同様な３本柱が存在していると見て間違いない。
）
エッ？

高床式建物で、平入り、扉は両開きで、四周に回廊が巡っている――これは、日本の

神社と似通った建築様式じゃありませんか！
ヒラメキはとかく、ここでは二重柱列の掘立柱高床建物が台湾タイヤル族南粤蕃に、しかと存
在したという歴史的事実の確認が先決です。
❶掘立柱建物高床倉庫は 10 畳ほどの広さがある。
❷平入りで、両側に開く扉があって、扉に達するには、地面から階段で縁（回廊）にのぼり、
縁から扉に取り付く。
❸この掘立柱建物は、報告者である森丑之介が「倉庫」として紹介しているからには、
「倉庫」
以外の何者か、例えば祖霊堂、祭祀場、公共用建物である可能性はゼロだ。何故なら、森丑之介
（1895-1926）は鳥居龍蔵の教えを受けて、台湾総監府旧慣調査会嘱託としてこの報告を行って
おり、以来「蕃界調査の第一人者」として、多くの調査記録、映像記録、語学研究所を残した特
級の民俗学者だったのだから。
❹二重柱列の掘立柱高床倉庫は、ムラ全体の公共的な穀物備蓄倉庫＝義倉（ぎそう）と見るこ
とができるであろう。義倉とは災害や飢饉に備えて穀物を蓄える倉庫のことであり、歴史上、ム
ラの存続のために必須とされた公共建物に他ならない。災害は忘れた頃にやって来るのだ。
❺森丑之介が霧社蕃の「収穫祭」の紹介で挙げている穀物は、第一に粟、小黍だ。祭壇に供え
る種子を列挙するなら、粟、米、小黍、黍、蕃薯、里芋、鳥豆、赤豆、樹豆、緑豆、虹豆、白豆、
刀豆、馬豆、土豆。
「収穫祭」の終了時には司祭者は、こうする。
「竹篦（たけべら）を以って粟
の穂二茎を刈り自宅に持帰り穀倉の内に収む。各社蕃人は其前より司祭者の家に集まりて一同会
飲す。後二日にして狩猟に出で鹿を獲て其血を以て手を洗ひ収穫祭の完了とす」
（
『台湾蕃族志』
第１巻ｐ .241）
」
。
❻倉庫は単なる物置じゃない。倉庫に納めた穀物は減ってはならない、食べても増えて欲しい。
種は来年には確実に芽を出し、すくすく育ち、病虫害におかされず、豊かな実りをもたらしてく
れなきゃならない。倉庫は祈りの籠もった穀物の魔法の揺籃＝呪術箱なのだ、ということを観察
者は踏まえておかねばならない。

（３）台湾男子集会所は「欄干式建築」である
「二重柱列高床建物で、しかも外側も内側と同様に整然と柱が巡っている高床建物」
。柱は屋根
まで達する通し柱と、床しか支えない床束との区別がはっきりしている欄干式建築――こうした
建物が、台湾先住民族の建築物の中に他に無いものか？
先に見た台湾の先住民建築研究シリーズ「台湾先住民各族聚落及建築基本資料委託研究案

静

態頁面文稿」の第７回報告である「鄒族篇」
（張雅玫〔私立逢甲大学建築系〕執筆稿）を読んでいて、
遂に杆欄式無壁建築なるものを発見しました。他でもない、男子集会所だ！
以下にその「男子集会所」全文を翻訳します。また、関連する図版も３つ掲げます。図版と説
明文章を対照させながら、慎重にお読み下さい。
「男子集会所の機能は、平時は主に青年に対して長老が教育・訓練を授け、共同祭祀をする所
で男子の集会所、戦時は司令部であって、神聖にして、女子は入ることを許されず、部落の政治、
祭儀、会議など公共事務のセンターである。ツォウ族の男子は年齢階梯によって別々の教育を施
される。11、12 歳の少年期の男子は男女別居し、氏族の家屋から離れ、集会所住まいをして、
狩猟、戦争の訓練を受け、部落の歴史、氏族の戦争と狩猟の冒険物語を拝聴し、農閑期には狩猟
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図 28

ツォウ族タッパン社の集会所平面図、正面図、側面図

（資料）
「台湾先住民各族聚落及建築基本資料委託研究案 静態頁面文稿」第七章 鄒族篇より。
なお、この図面のうち左図と右上図は千々岩助太郎『台湾高砂族の住家』ｐ .146 の図面とほぼ同一であり、
後者をもとに前者が寸法などを少々書き足したものと思われる。右下図は千々岩の図にはなく、関華山が書き
足したもので前記２図との性格を異にしている。いずれにしろ、柱は屋根まで達する通し柱と、床しか支えな
い床束との区別がはっきりしている。通し柱と床束とを併用して床を支えるのが欄干式建築の特徴である。千々
岩は図 29 の如き写真を掲げている。図 30 は順益台湾原住民博物館展示模型である。この写真でも通し柱と
床束とを併用して床を支えている構造が明解である。

図 29

ツォウ族タッパン社の集会所正面

図 30

ツォウ族の集会所は高床式

（資料）千々岩助太郎『台湾高砂族の住家』
（1960、丸善、ｐ .145） （資料）順益台湾原住民博物館の展示模型
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と戦争の演習をする。成人式を経た男子は、さらに厳格な紀律・訓練を受ける。平時は集会所で
武器、猟具などの製造 ･ 修理し老人に礼法を学び、歴史故事を拝聴し部落の伝統を保持し、軍事
領袖の指揮に従い、首狩と防衛戦争に随時参加する。
ツォウ族の男子集会所の形式は、北ツォウが代表する（南ツォウは人口が少なく、簡略化して
いる）。北ツォウの集会所は部落の中央に建っている。杆欄式無壁建築で、面積 24㎡、直径約
20cm の原木を柱とし、周囲に立柱 14 本で、中心の２本は中柱、上は四面傾斜の茅屋根で覆わ
れている。室内は竹、籐弦あるいは板の床を設け、地面から約 1.2 ｍ、床から屋根までも２ｍ、
床から中柱の頂上までは４ｍある。屋面は長方形で、縦両側は出入口で木梯子で上り下りする。
男子集会所は一面では木・竹床上の籐編みの寝床であって、青年の宿泊の用に充てられている。
集会所中央には炉が設けてあり、炉の火は年中絶やさず、炉の上には竹か籐の棚が設けられてい
る。集会所にはまた、部落全体の象徴、即ち敵の首籠と火具箱がある。敵の首籠は社内共同の頭
骨収蔵処で、首級祭を行う祭祀場である。北ツオウは頭骨を籐籠に収納し、集会所の一角に置く。
南ツオウは籐弦で集会所の屋根の頂上に吊るす。火具箱は首狩出征あるいは祭祀中の発火器及び
戦士の護身符であって、炉の上の籐棚に置かれている。
集会所前は、集会と祭儀舞踏の広場で、赤榕を社樹として植えてあり、樹下には天神の祭壇がある。
背後と正面前にはそれぞれ木槲（もっこく）２株があり、天神の象徴物としている。
」( 傍線引用者 )

（４）台湾「欄干式建築」とは何者か？
そこで、まず「干欄屋」を中華民国文化部〔文部省〕の「台湾大百科全書」で調べてみます。
〔以
下、干欄は欄干と翻訳する〕
「欄干屋は欄干式建築、また高架式、高床式ともいう。欄干屋は亜熱帯及び熱帯気候地域の建
築物である。台湾原住民は皆この建築形態であって、他に華南地区、中国西南一帯、南洋一帯な
どで普遍的に利用されている。欄干屋は一般名、建築様式名である。
欄干屋は柱で床を高く上げ、床が地面より高い建築である。材料は木あるいは竹を多用する。
藤島亥治郎『台湾原味建築』は台湾の建築を南洋系建築と中国戯建築とに二大分類しているが、
原住民が一般的に使用している欄干屋は南洋系の建築の一種である。台湾原住民の主屋は欄干式
を採用しておらず、通常、欄干屋の建築様式は穀倉で用いる（例えば、アミ族の穀倉は欄干式の
建築を用いている）
。台湾の気候は湿潤多雨で、通常スコールがあり、スコールの時間は長くは
ないが、短時間内の雨量は驚異的で、しかも気候は熱く蚊が繁殖する。原住民の貯蔵する穀類は
湿気によって腐敗し、鼠害のために減少するが、欄干屋の高床様式は、床下の通風が良好で穀類
を乾燥させる。また、高床はスコールの溢水によって貯蔵穀物が冠水するのを免れ得る。もう一
つの用途は眺望台である（例えばタイヤル族の望楼）
。台湾原住民の部落は通常、山の上にあり
山を天然の防塁としているが、眺望台の役割は望遠であって、見知らぬ者が部落の近づくのを察
知し、早くに対応措置をとれば、部落の安全に役立つ。
欄干屋は、原住民が現地に適した建築特徴を知って、人と自然環境とが共存して生きてきた結
果を反映している。ツォウ族男子集会所、プユマ族及びルイカ族の青年集会所等は、皆、欄干建
築形式を採用している。欄干屋の涼しげな特性は、台湾原住民の休息空間ともなっていて、タロ
コ族は納涼台の上で納涼休息する。台湾原住民は各個民族の居住区の異なった自然資源に応じて
異なった材料を使う。ある地方では竹を多用し、ある地方では木を主に使い、また混用する地方
もある。台湾の欄干屋の共通点は、屋根の上部を茅で覆って、傾斜していることである。台湾の
気候は多雨で、屋根の傾斜は排水に便利で、水の溜まりと雨水の重量を軽減して、欄干屋の寿命
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を永らえさせる。
欄干屋の建設方法は簡単で、費やす時間は短く、現在の欄干屋の状態が使用に耐えなくなって
も、多くの原住民の新興社区で、改良欄干屋を求めることが出来るのである。
」
（傍線引用者）
これは台湾文部省名の文章ですが、官僚色がなく、力感のある名文です。この台湾の欄干屋は、
花采列島を北上して、沖縄、西南列島、日本列島、北海道に及んで来そうな迫力を秘めています。

（５）「欄干式建築」は 7000 年前河姆渡に存在した
今度は手近で、日本の『世界大百科事典 第２版』で「干欄式建築」解説を見てみます。
「中国で高床構造の建物をいう。炭素 14 法による測定で、今から 6000 ～ 7000 年前とされる
浙江省の河姆渡（かぼと）遺跡から各種の枘（ほぞ）
、枘穴を加工した木造部材が出土したのを
はじめ、同種の遺跡は新石器時代から歴史時代まで、浙江、江蘇、湖北、雲南省などでも発見さ
れている。長江（揚子江）中 ･ 下流域から華南 ･ 西南地方にかけて，先秦時代には華北 ･ 中原地
方の木と土 ･ 日乾煉瓦と混合の構造とは別の木造建築の伝統が先行していたと考えられる。
」
河姆渡！

河姆渡は浙江省余姚市で 1973 年に発掘された遺跡で、7000 年前の大量の稲籾と

生産道具、生活用品、装飾工芸品、建築部材などが発見されました。水稲栽培の原点です。その
ムラの建築様式が欄干式建築であったという。
「図 31

河姆渡干欄式建築」を見てみましょう。無論、これは復元したシロモノです。復元の

根拠は、穴ぼこだけではなく、大量に出土した建築材に依拠していますから、復元の精度は高い。
図 31 をしげしげ眺めてみると、なるほど、台湾の集会所の建築様式とよく似ています。似てい
るというより、そっくりじゃないですか。前面のプラットフォームには階段が架かり、その床下
の柱は短い床束です。左側面にも床束が見えます。台湾の集会所は無壁でしたが、河姆渡のは正
面に壁を築いていて、入口を切ってあります。
住まいの民族建築家である浅川滋男（公立鳥取環境大学教授）は以下のように考証しています。
「高床式建築の構造をもっとも鮮明に残しているのは、河姆渡第一段階（第四層）の遺構と部
材である。この建築は床高が八〇～一〇〇センチで、床下と床上で柱を分離するところに特徴が
ある。また、各部材が複雑な仕口をそなえている点も特筆すべきだ」
（吉田集而編『生活技術の
人類学』ｐ .316、1995.7、平凡社、傍線引用者）
「河姆渡の先住民は家を建てるとき、まず三列に深さ約 50 センチの杭を打ち、杭の間約 2 メー
トルおきに大きな杭を打っていた。これは荷重を受ける杭である。部屋を区切る作用もあった。
三列の間隔は約 6 メートルで、これは部屋の奥行きになる。約 1.3 メートル隔てて前にある一列
の杭は、長屋の廊下である。杭の上端にホゾの技術を用い、梁、枋（角材）
、桁をかけ、アンペ
ラや萱草などで覆うと、各部屋が分割される。建築遺跡の長さは 23 メートルで、部屋の広さは
2.6 平方メートル、おそらくこの長屋には少なくとも九つの部屋があった。
」
（
「河姆渡（下）目を
みはる建築文化」
『人民中国』http://www.peoplechina.com.cn/home/second/node_36162.htm）
今から 6000 ～ 7000 年前の建築様式が、台湾原住民の集会所に伝わっている事実に驚嘆しま
す。「部屋の広さは 2.6 平方メートル、おそらくこの長屋には少なくとも九つの部屋があった」
とは、台湾の集会所のキャビンベットじゃありませんか？
干欄式建築が浙江・江蘇という沿海部だけではなく、内陸部の湖北、雲南省などにも存在する
ことは周知の事実です。中国の最も権威ある百科辞書『辞海』を広げてみましょう。
「「高欄」「葛欄」「麻欄」ともいう。中国南方の多くの民族の、一種の伝統的住居である。東北
の一部民族でも類似の建築がある。一般には二層に分かれる。木あるいは竹を用いて、化粧柱、
楼板、上層障壁とする。下層は無壁が多く、壁には石、磚、泥を用い地面から石積みする。屋根
は杉皮、草、瓦など。上層は人が住み、下層は家畜を飼ったり農具などを置いたりする。形式は
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図 31

河姆渡の欄干式建築

（資料）
【水利史】河姆渡干欄式建築：水郷建築的傑作

多様で、壮族の全楼居、苗族の半辺楼（俗称吊脚楼）
、プイ族の吊脚楼、ダイ族の竹楼、リー族
の舟型屋、リス族の千脚落脚房等がある。
」
（傍線引用者）
中国西南の少数民族地域に現在でも存在する建築様式であり、各種の形態があることが知れま
す。中国西南少数民族はインドシナ地域の民俗と深い関係にあります。
中国人の常識である「ウイキペディア」では、どう説明されているのか？
「欄干式建築。またの名を欄干屋、
高脚屋、
吊脚楼、
棚屋。特色ある民居建築の一種。その特徴は、
竹・苫・茅で編み、上は住処・下は鶏豚、いわゆる麻欄。東南アジア、マダガスカル、中国大陸
南部地区、台湾、海南地区などで盛行。その種類は、高架式、高床式、樁上屋などの類型がある。
通常は木材、竹で梁を構え、茅草で頂上を覆った住居。柱の頂上部に桁を渡し比較的堅牢な幹欄
式建築である。主要な特色は、楼床が高く、階段で上下する。
」
（傍線引用者）
私は、いま手元に若林弘子著『高床式建物の源流』
（1986.7、弘文社）を置いています。女性
建築家が民俗学者鳥越憲三郎とともに水稲耕作が行われている中国雲南とタイ山岳地帯の少数民
族の高床式建物を調査した報告ですが、ここに欄干建物の実態が実に詳細に鮮やかにレポートさ
れています。また、中国東部から西南、そしてインドシナにかけての干欄式建築の歴史的伝播に
ついては浅川滋男『住まいの民族建築学』
（1994.6、建築資料研究社）があります。さらには、
河姆渡の干欄式建築を中国建築史にはじめて位置づけた権威的論文である安志敏「
「欄干式建筑
的考古研究」
（1963）の存在も承知しています。こうした労作をここで披露したいところですが、
しかし今回は、もはやその時間も余裕もありません。先を急がねばなりません。
中国「ウイキペディア」の、「干欄式建築」の最後に、以下のように解説されていることのほ
うが重大です。
「日本の神社と倉庫は陸上のこの種の建築物の顕著な事例である。また、香港大嶼山大澳の大
澳棚屋は陸上のこの種の建築物の著名な例である。」
（傍線引用者）
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（６）伊勢神宮は「欄干式建築」である
図 32 は神社本庁の HP から拝借した伊勢の神宮＝「神明造」の結構です。床下、本殿だけじゃ
なく、本殿を取り囲む縁に注目して下さい。四周を欄干が取り巻いています。これを
「高欄
（勾欄）」
と称しています。
「高欄」
の下に縁束
（えんづか）
、
即ち縁の下で縁を支える短い柱があります。
「図
33

伊勢神宮外宮正殿 ( 豊受大神宮 )3 Ｄモデル」の方で見ると、もっとはっきり分かります。

図 34 は『神道史大辞典』から転載した伊勢神宮内宮正殿の構造図です。伊勢神宮には内宮と外
宮とがあり、内宮の皇大神宮 ( こうたいじんぐう ) は皇室の御祖先であり、我々国民から総氏神のよ
うに崇められる天照大御神 ( あまてらすおおみかみ ) をお祀りしています。外宮の豊受大御神は内
宮の天照大御神のお食事を司る御饌都神 ( みけつかみ ) であり、衣食住、産業の守り神としても崇
敬されています。その神社建築様式はほとんど同一ですから、両社は同一構造だと見ていい。
そこで、「図 34 伊勢神宮内宮正殿の構造図」の左下図を見ます。

図 32

伊勢神宮・皇大神宮正殿

（資料）2013 年 10 月、伊勢神宮・遷宮、62 回目の式年遷宮を前にした内宮正殿（9 月 4 日撮影）
https://hashigozakura.wordpress.com/

図 33

伊勢神宮外宮正殿（豊受大神宮）3 Ｄモデル

（資料）伊勢神宮外宮正殿 ( 豊受大神宮 ) を 3 Ｄモデルで作ってみた https://nosuku-blog.com/
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図 34

伊勢神宮・皇大神宮正殿

（資料）薗田稔・橋本政宣編『神道史大辞典』
（2004.6、吉川弘文館）

❶内側の柱は総計 10 本だ。正面（平側）は４柱３間（ま）
、裏正面（平側）も４柱３間。左
右側面は共に３柱２間。この柱を立ち上げた立体図は図 33 の 3 Ｄモデルで確認できる。
❷左右の中央部に一段と太い柱が見えるが、これは、突き出した屋根を支える棟持ち柱だ。図
32 の写真にパッチリ写っている図太い柱だ。
❸「高欄」の下にあって縁側を支える短い柱（縁束）はどうか？
ていない。何故か？

図 34 の構造図には描かれ

短い柱（縁束）は柱とは見なされていないのだ！

この認識には、恐らく

深～いものが隠されているように直感されるが、その追及は棚上げにし、短い柱（縁束）が誰の
目にも入らないのには、それなりの理由がありそうだということを確認しておこう。
❹そこで、図 33 と図 34 とを、しげしげ嘗め回して、欄干（高欄）を支えている短い柱（縁束）
の本数を数えてみよう。妻側の左右は、共に７本６間（ま）と見て間違いない。平側は、階段の
左右に４本確認できるから、８本７間だ。無論、表側裏側ともに８本７間。
❺以上を総括すると、柱の数は以下のようになる。内側に 10 本。その左右に棟持ち柱が２本。
そして、外側に８本、この短い柱（縁束）が欄干建築の床束に酷似している。日本の神社は欄干
建築の顕著な事例に他ならない。
❻伊勢神宮内宮正殿の柱が以上だけかというと、どっこい、もう１本、秘密の柱が隠されてい
るのだ！ 心御柱（しんのみはしら）という。この柱も誰にも見えない。この心御柱こそは、本
連載探究のメインテーマなのだが、とりあえずは棚上げにし、私のあらん限りの力を傾注して追
究することを約束して、ここでは、周知の事実、世界大百科事典の解説を次に引用するに留めよう。
❼「しんのみはしら【心御柱】 伊勢両宮の神殿の床下中央に建てられた檜の掘立柱をいう。
〈正
殿心柱〉( 皇太神宮儀式帳 ) といい、つまり社殿の中心に立つゆえの名 (《古事記伝》) だが、別
に社殿の実用的な支柱でなく、しかも神宮祭祀上きわめて清浄神秘を重んじられる柱として特に
忌柱（いむはしら）とも称される。20 年ごとの式年遷宮に当たって、特別にその用材を伐採す
るための木本祭と、これを建てる心御柱祭とがいずれも夜間の秘儀として執行され、奉仕者も禰
宜，大物忌など特定の神職に限られる。
」
（平凡社 / 世界大百科事典 第２版）
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（７）蘇える坪井正五郎「杭上住居」説
中国「ウイキペディア」の「干欄式建築」の最後には、
「また、香港大嶼山大澳の大澳棚屋は
陸上のこの種の建築物の著名な例である」とありました。これを見逃しにはできません。香港旅
遊發展局ＨＰのガイドを受けてみます。
「棚屋は大澳漁村の標識で、香港独特の景観の一つである。大澳はかつて香港の主要漁港・駐留
軍の郷鎮で、百年来の漁業の拠点であった。幾世代も大澳は漁師家族の集落で、漁師は平野に住む
のは不安で、岸辺に棚屋を築いてきた。密集した棚屋は、縦横に交錯した水路と橋梁で大澳の景観
を構成している。大澳の棚屋は漁村の中間の河の両側建てられている。棚屋は戸と戸で連なってい
て、一部の通路は隣家をの客間や台所を通っていて、親しい隣家関係となっている。伝統的な棚屋
は漁船の概念設計によっており、棚頭は漁民の毎日の職場で、棚尾は干魚、昆布等に利用する。
」
棚屋は日本の海岸部にもかつて見られた風景です。かつてＮＨＫ朝の連続テレビ「ええにょぼ」
で有名になった京都市伊根町の舟屋集落です。天橋立観光ガイドから写真を拝借します。この舟
小屋は大正時代のものらしいが、
この２階が「若者宿」となって、
若者組研究もされています（瀬
川清子『若者と娘を巡る民俗』1972.12、未来社）
。岡正雄の「男性的・双系的・年齢階梯制的・
漁撈―水稲耕作民文化」モデルが西伊豆の漁村を研究フィールドにしていたのも決して無縁では
ありません。

図 35

香港大嶼山大澳の大澳棚屋

（資料）香港の水上生活漁村である大澳。（富豪機場大飯店ＨＰより）

図 36

京都伊根町の舟屋

（資料）天橋立観光ガイド

60

図 37

坪井正五郎が描いた杭上住居（南米ヴェネェズエラの例）

（資料）三上徹也著『人猿同祖ナリ・坪井正五郎の真実――コロボックル論とは何であったか―』ｐ .254

ところで、私が、香港大嶼山大澳の大澳棚屋に注目するのは、全く別の理由からです。話は飛
んでややこしくなりますが、出来るだけはしょります。しかし、思いもよらなかったことを教え
られて、目から鱗が落ちた重大事ですから最低限のことは語らねばなりません。
縄文土偶研究の第一人者である三上徹也（
『縄文土偶ガイドブック』2013.12、新泉社）から
拙論に対して、励ましのお便りを頂戴したのですが、そこに大部の新著が同封されていたのです。
三上徹也著『人猿同祖ナリ・坪井正五郎の真実――コロボックル論とは何であったか―』
（2015.8、六一書房）
坪井正五郎（1863-1913）は日本初の人類学者として、日本における考古学、人類学の普及
と確立に尽力し、日本石器時代人＝コロポックル説を主張したことで知られています。しかし、
三上が私に「読め！」とばかりに付箋をさしこんだ箇所は、
1853 年（嘉永 5 年）にスイスで「杭
上住居」が発見されたという物語でした。曰く、
「スイッツァランドのツリヒの湖の水が減じたときに、
無数の杭が発見された。考古学の研究は、
これらが古代人民の杭上生活の遺跡と推測させ、その後もフランス、イギリス、ドイツでも発見
されて、資料の普遍化と確実性が増していた。その状況は、現存ニューギニア、南アメリカ、ボ
ルネオ、セレベスなどと一致して、すなわち土俗学の応用から、古人日常生活の情況は現然とし
て脳裡に浮かんで来るのでございませうと解説した【上図 37】
）
。
（同上、ｐ .254）
この図が、香港大嶼山大澳の大澳棚屋や伊根町の舟屋集落に通底していることは一目瞭然で
しょうが、坪井の眼力のすごさは、ここから日本の家屋の基本構造を発見した洞察力にあります。
『人類学講義』
（1905）で、以下のように洞察していたというのです。
「日本の家は牀（ゆか）が」高く出来て居る、地面の上に直ぐに座るやうに出来ているのでは
なしに、どの位の高さかあつて、下は風の通るやうになつて居る。是はマレー風の構造である。
古い風を伝へて居る社などについて見ると椓（たるき）が高く出来て居つて、水が来ても差支な
いやうに出来て居る。椓を高くしたのは其の元を質せば海辺の家から来たものであらうと思ひま
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す、家の内の構造で今座敷に床の間と云ふものがありますが、其の起源に付いては説が有るにも
せよ一体の構造から言ふとマレー人の寝る所と似て居る。今では日本の床の間は座敷の飾りと
なって居りますが、是は元来寝る所であらうと思ふ、斯う云うやうに家屋の構造にマレー風の点
がある」（188-189 頁）
三上徹也は、読者に理解できたかどうか、ちょっと不安になっています。
「（杭上住居は）乾いた地上にも作られる様になってきたのであります。日本風の家屋の如きも
実に第二類の中に籠めて好いと思ひます。所謂掘つ立て作りは単純杭上住居に比すべきもの土台
の上に作られたる家は框（かまち）付き杭上住居に比すべきもので有ります」
（291 頁）
（以上
同上 pp.255-256）
三上は、昔の人は偉かったと言っているんじゃない。地元の長野県諏訪郡原村阿久遺跡の大型
掘立柱建物址を眼前にして、鳩首凝議する考古学者に対して、
「これが見えないのか」と迫って
いるのです。
曰く、
「縄文時代に、高床建物が存在していた。六〇年以上ものはるか前、今の真理を推察し
ていたかのような坪井であった、と言えないであろうか。南方系の高床建物。南北両系統が、こ
の列島で石器時代から交わっていた。それが、
今の時代の土台となっているのであった。
（p.259）
」
私も、ここでダメを押さねばなりません。ポイントは「床下のある家」だと思います。欄干式
建築の一大特徴は
「どの位の高さかあつて、
下は風の通るやうになつて居る」
ことに他なりません。
台湾原住民の男子集会所も、河姆渡遺跡の住居も、中国西南やインドシナの少数民族の住まいも、
日本の神社も高床倉庫も、香港やスイス、フランス、イギリス、ドイツ、ニューギニア、南アメ
リカ、ボルネオ、セレベスなどの杭上住居も皆、床の下を風が吹き抜けていきます。
「欄干式建築は柱で床を高く上げ、床が地面より高い建築である」――敵は湿気にあり！
一昔前の日本の農家には土間とともに床上部がありました。私の育った遠州の農家も、玄関を
踏み込むと土間、その奥に竃・台所が連なり、土間の左手は床上部になっていました。床上部の
床下は束石の上に束柱を配して床を張っていて、要所要所に床上から屋根まで貫く通柱が配され
ていました。これは、竪穴モデルと高床モデルの折衷様式でしょう。
床上部風通モデルの方は神社拝殿の高床式と思われ、縁側をめぐらし、内部は板張り。平安時
代の貴族の寝殿造もこの高床式住居で、周囲に縁を巡らし、内部は板張り、壁はなく蔀（しとみ）
の突き上げで開閉していました。忠生遺跡Ａ地点の隣の木曽中学遺跡から、平安時代の竪穴住居
が４棟出土しているのを見ると、
庶民は竪穴の地下人（ぢげにん）
、
貴族は高床の殿上人（でんじょ
うびと）だったのです。寝殿造は弥生時代の豪族の館にまで遡るというのが建築学史の常識です
が、さらにその昔の縄文時代に遡ると、どういうことになるか？ 高床倉庫も神明造の神社も床
下を爽やかな風が吹き抜けていきます。
坪井正五郎にとって不運であったのは、その後、ブルーノ・タウトが以下の如く、談じたこと
でしょう。
「日本家屋の起源は、しばしばポリネシア諸島に求められる、つまり南洋諸島の杭上家屋がそ
の原型であり、日本民族はここから北上したのだというのである。なるほど南洋諸島の土人の住
む杭上家屋と先史時代の日本家屋とは著しい相似を示している。しかし杭上家屋は必ずしも南太
平洋上の島嶼にのみ限られているのではない。むしろ世界中いたるところに見られる家屋形式で
ある。」（ブルーノ・タウト、篠田英雄訳『日本の家屋と生活』ｐ .93、1950.12、春秋社）
「世界中いたるところに見られる家屋形式」が日本には見当たらない！

この碩学は、日本独

特の民族文化、その美学的礼賛に日本人がいかに抗し難いのかを熟知していたのです。美学的礼
賛やら、神的礼賛やらをやり出すと、何も見えなくなります。
王様は裸です。
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まとめ：忠生Ｂ１遺跡中央には欄干式集会所が存在した
さて、長々と忠生遺跡Ｂ１地点の掘立柱建物についての考察をめぐらしてきましたが、この
辺で、ひとまずキリをつけておきたいと思います。
「まとめ」は、二つに分けて、簡潔にします。
すべて以上で考察した結果に基づく、私の仮説です。
（１）一般的に――二重柱列掘立柱建物とは何か？
（２）忠生遺跡Ｂ１地点に限って――Ｂ１地点１号、２号、３号、４号掘立柱建物）とは何か？

（１） 二重柱列掘立柱建物とは何か？
❶縄文中期遺跡で発掘されている二重柱列掘立柱建物址は、河姆渡遺跡発掘の欄干式建築の範
疇に属する建築様式である。
❷河姆渡欄干式建築の第１の特徴は、柱で床を高く上げ、床が地面より高い建築様式、即ち高
床式である。河姆渡欄干式建築の第２の特徴は、主屋の周囲に欄干を巡らしていて、通し柱と床
束とを併用して床を支えている。そして、河姆渡欄干式建築の第３の機能的特徴は、床下を風が
吹き抜け、湿気に強いことである。
❸高床欄干式建築は伊勢神宮の建築様式でもあり、日本の神社建築様式は外側に欄干を擁した
二重柱列の掘立柱建物である。欄干である外側の柱列は高欄と美称され特別視されている。
❹神社建築様式は、一重亀甲状掘立柱建物とも二重柱列掘立柱建物とも認識することが可能で、
伊勢神宮の建築様式は、一般に外側の高欄を無視して一重の亀甲状と見られ、神明造と称されて
いる。しかし、高欄がれっきとして存在していて、欄干建築の顕著な事例に他ならない。
❺（具体的事例を以って❹を説明し直すと）忠生遺跡Ａ１地点発掘の第４号、第５号掘立柱建
物址は、亀甲状を呈していて神明造の一重亀甲状掘立柱建物であり、穂倉（穀倉）または祠（神
社）と推定できる。一方、忠生遺跡Ｂ１地点発掘の第１号、第２号、第３号、第４号掘立柱建物
址は、二重柱列掘立柱建物であり、穂倉（穀倉）
、または祠（神社）とは異なる用途を持ったも
のと考えるしかない。
❻台湾先住民族の集落に存在した公共集会所も河姆渡欄干式建築様式と同様に通柱と床束とを
併用して床を支えていて、しかも無壁の建物である。著しい特性は防湿・通風にあり、穀倉の建
築様式を踏襲したものと思われる。
（なお、台湾先住民族の住居は一般に方形であって、台風に
耐えられる半地下式の竪穴住居で、四周に支柱を配して強風に抗している。
）
❼台湾先住民族の公共集会所の基本的役割は、社会存続に絶対的に必要な、
（１）軍事制度、
（２）
社会・公務制度、
（３）教育制度・風紀制度を保持・存続させるための公会堂である。同様な役割
を備えた公共集会所は如何なる社会・集落にとっても必要であって、縄文中期中葉の村落に公共
集会所が無かったと考えるのは、人間社会存続のリアリティを欠いた空想にすぎない。即ち、忠
生遺跡の縄文中期中葉社会の集落中央にも公共集会所（公会堂）が存在した、
と考えるべきである。
❽新潟、長野、山梨、神奈川、東京などの縄文中期遺跡で発掘されている二重柱列掘立柱建物
址は、周囲に欄干を巡らした高床式建物であり、その機能・用途は（１）軍事制度、
（２）社会・
公務制度、（３）教育制度・風紀制度を保持・存続させるための公共集会所（公会堂）であろう。
❾縄文中期の欄干式建築と日本周辺の河姆渡欄干式建築―西南中国少数民族―インドシナ少数
民族―台湾原住民などとの歴史的関連についての建築学的、民族学的研究が期待される。例えば
安志敏は「河姆渡およびそれを受け継いだ文化に代表される長江下流域の新石器文化のいくつか
の要素も、日本の先史文化に影響を与えた可能性がある。たとえば、縄文の玦状耳飾り、
・漆器
や稲作の萌芽、弥生時代およびその後の高床式建築は、長江下流に淵源を求めうるであろう」と
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言っている（「長江下流域先史文化の日本への影響」
『日本史の黎明――八幡一郎先生頌寿命記考
古学論集』ｐ .437、1985.3、六興出版）
。
また、浅川滋男（公立鳥取環境大学教授）は以下のような構図を描いている。
「高床式建築は、低湿地に適応した家屋として、稲作とは独立して中国南方の新石器時代初期か
それ以前に出現した。しかも、園耕段階における河姆渡第四層の発達した技術をみると、高床式
建築のほうが稲作に先行して発生していた可能性がある。
」
「その起源地は、現在の考古学的デー
タをみる限り、
揚子江中下流から東南地域にかけての大スワンプ地帯である可能性が大きい。
」
（
『住
まいの民族建築学――江南漢族と華南少数民族の住居論』p.278、1994.6、建築資料研究社）
。
こうした先学の研究成果の批判的検証が望まれる。

（２）Ｂ１地点１号、２号、３号、４号掘立柱建物とは何か？
Ｂ１地点１号、２号、３号、４号掘立柱建物址について、私は本論において二つの作業仮説を
設定しました。一つは、１号、２号、３号、４号掘立柱建物址は、二重に柱を巡らした二重柱列
掘掘立柱高床建物だという見方です。もう一つは、一見して二重に見えるが実は外側の柱は支柱
であって、建物本体を支える柱は一重であるという見方です。私は、後者の見方を捨てたわけで
はありません。両者の見方の違いは微妙ですが、柱穴の詳細が調査報告書に示されていないので
決め手を欠いて立ち往生しているのです。
１号～４号の建物址の外側の穴ぼこは、支柱なのか、それとも床板を支える床束なのか？ 支
柱なら外側穴ぼこは内側に向け傾斜しているはずです。床束なら外側穴ぼこは地面に直角であっ
て、しかも内側の通し柱の穴ぼこと比べて、より浅いはずです。ところが、こんな発掘時の初歩
的データが公表されていないのです！
先に記したように、
１号～４号の建物址を記したＢ遺跡の調査報告書（
『忠生遺跡 B 地区（Ⅱ）
）は、
Ａ遺跡の調査報告書と比べて手抜きが顕著で、１号～４号の建物址写真に付帯すべき、肝心要の発
掘址実測図を掲載していません。前回論考で引用した「図 32 ４・５号掘立柱建物址の実測図（資
料）
『忠生遺跡』Ａ１地区（Ⅰ）ｐ .188」と同様の、 Ｂ地区第１号～４号掘立柱建物址の実測デー
タを町田市当局は開示すべきです。町田市当局の情報開示を待って、私はもう一度考え直します。
従って、ここでは、二つの可能性あり、ということで細部を曖昧にしたまま一括して、二重柱
列掘立柱高床建物として論じます。明確に区別しておくべきは、Ａ１地点の４号、５号の掘立柱
建物との違いです。４号、５号掘立柱建物址は、神明造の一重亀甲状掘立柱建物であり、穂倉
（穀倉）、または祠（神社）と推定できます。ところが、Ｂ１地点発掘の第１号、第２号、第３号、
第４号掘立柱建物址は二重に柱が巡っていて、穂倉（穀倉）
、または祠（神社）とは異なる用途
を持ったものと考えるしかない。上述したように、唯一考えられるのは、Ｂ１地点１号、２号、
３号、４号掘立柱建物址は、忠生ムラを永代に存続させるための（１）軍事制度、
（２）社会・
公務制度、（３）教育制度・風紀制度を保持・存続させるための公共集会所（公会堂）です。
そこで改めて、Ａ１地点とＢ１地点とに存在する建物址を眺めて、本稿を閉じます。
Ａ１地点には中央環状広場の南側に４号、
５号掘立柱建物址が存在した。
これは棟持ち柱をもっ
た神明造りの建物であって、ムラ全体の存亡にかかわる備蓄倉庫＝穂倉か、祭祀用の祠（ほこら）
であった可能性が大きい。
（他にＡ１地点の環状広場の周辺の竪穴住居群の周辺部には、各イエ
の倉庫が６つ存在した。
）
一方、Ａ１地点から北方 1.2km にあるＢ１地点の中央環状広場からは、二重柱列掘立柱建物
が４軒出土し、これらは皆、公共集会所（公会堂）であると考えられる。
しかるに、四つの建物の組み合わせ、即ち２号長方形建物と１号平行四辺形建物が１セット、
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４号長方形建物と３号平行四辺形建物が１セット、ワンペアで２セットという組み合わせは一体
全体、何を意味しているか？

長方形建物の２号と４号とは集会所（公会堂）に相当するであろ

う。この集会所は平時に主に青年に対して長老が教育・訓練を授け、共同祭祀をする所で、戦時
は司令部で、部落の政治、祭儀、会議など公共事務のセンターとして機能したと見たい。
平行四辺形でトリッキーな構造の１号と３号とは、少年集会所に相当するであろう。少年集会
所は、思春期に達した少年たちの母親離れための住家であり、遊戯所であり、且つイエビトから
ムラビトになるための訓練を施すためのプレ集会所施設に他ならない。現代風に翻訳するなら小
学校・中学校に相当するであろう。
台湾プユマ族卑南社の少年集会所の建築構造を見ると、多数の丸竹柱の頂上に、大型円形竹籠
を架空して、あたかも遊園地の妖精の家のごとき趣がある。首狩で人間を殺す予行演習として猿
を突き殺す祭りを行い、同じ部落の二つの集団の少年集会所の間で相撲を取り合い負けた方の集
会所の竹の柱が斬って落とされるというのも、少年の血を湧かせ肉躍らさずにはおかない。忠生
遺跡Ｂ地点の平行四辺形の建物というのも相当トリッキーではなかったか？

ユッサ、ユッサ、

横揺れさせれば簡単に倒壊するし、内部構造である三角形を二つ繋げた形はトリッキーな演出を
可能にする空間を孕んでいる。むろん、これは丸で根拠がとぼしく、空想にすぎないが、存在す
るものは合理的に説明されなければならない。
いま一つ、忘れてはならないことがある。台湾原住民のアミ族社会は女系制社会で、食糧の管
理は無論のこと、収入・財産はすべて女の支配に属し、イエの家長権は女にあり、婿入り婚が厳
格に実行されていた。ところが、女はムラの祭事と政治に何等の権利を持たず、ムラの中枢の集
会所は女はタブーであった。蕃社の主宰者は男であって、蕃社のものである土地（テリトリー）
は男が絶対的に支配していた。女系制（母系制）社会と公共集会所はワンセットなのである。
こうした女と男の分業、イエとムラとの共存関係が、縄文中期中葉（勝坂期）の忠生ムラにも、
果たして存在したかどうか？
在る！

私は、存在したと見たい。証拠があるか？

二つある。

第１には、忠生遺跡 A1 地区 67 号住居址出土の巨大石棒の先端・亀頭部に◎◎◎◎が刻印さ
れている事実である。４つの◎は女陰であり、イエの家長権を象徴している（第１回、第 10 論
考参照）。そして、石棒は男そのものであり、祖霊の埋まっている土地（テリトリー）を象徴し
ている。忠生遺跡 A1 地区 67 号出土の破砕大石棒はムラオサの死去に伴う「祭祀具の、あの世
への送り儀式」
だという仮説を第１回論考で提出したが、
さらにムラオサが生前に巨大石棒を使っ
て行っていた、この世のムラビトとムラ存続のための祭祀に対して想像力を膨らませていくべき
である。A1 地点の第４号、第５号掘立柱建物はホクラ＝ホコラであって、巨大石棒はこのホコ
ラの中なら収容可能なのである。五穀豊穣、一族安泰！
第２には、忠生遺跡 A 地点中央広場＝墓群を挟む南北両集落から発掘された縄文中期後葉（加
曾利期）の土偶の破片がピタリ接合、南北で接合したのが３例、南群内結合が 1 例、北群内結
合が 2 例報告されていることだ。この事実については第８回論考で触れたが不十分であり、改
めて熟考してみなければならない。土偶は祖霊のあの世からこの世への復活、即ち妊娠に深くか
かわる呪術具であり、その呪術祭祀具の断片を南北両集落のイエ同士で分かち合ったというのは
女系制（母系制）の存在を示唆している。
要するに、本稿において私が最後に投げかけておきたい仮説は、以下のごとくである。
縄文中期中葉（勝坂期）の忠生ムラは、女系制社会でありイエは女が支配し、ムラは公共集会
所と年齢階級制度を通じて男が支配して、
男女の協働によって社会の存続が図られていた。また、
五穀豊穣、一族安泰を祈る祭祀が環状集落中央広場において、ムラオサによって、巨大石棒を擁
して行われていた。
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図①

三内丸山ムラ中央広場建物（北西の集落群に向う道）

（資料）国立歴史民俗博物館編『縄文文化の扉を開く――三内丸山遺跡から縄文列島へ』2001.3）

メモランダム【１】：三内丸山ムラ復元図を点検する

縄文遺跡復元想像図の典型的、模範的、権威的事例である、国立歴史民俗博物館によって描か
れた三内丸山遺跡村落の復元想像図を点検します。ここには、よかれあしかれ日本の縄文考古学
の実力が露呈していると思われるからです。
国立歴史民俗博物館が開催した『縄文文化の扉を開く――三内丸山遺跡から縄文列島へ』
（2001.3）の展示解説図録から、三内丸山ムラ中央広場の建物に絞って、５葉の図を借用します。
図①は広場建物を南から北に俯瞰したものです。右端に、かの六本柱掘立柱が見えますが、これ
は前回見ましたから今回は無視します。諸説紛々ですが、私は、祭祀神殿と見なしています。
図①で中央部に大きな建物が三つあります。大型竪穴住居です。この住居は、バカデカという
一点において、個人用ではないことが明々白々です。したがって、このバカデカ竪穴住居は本論
との関連で、詳しく検討する必要がありますが、やっかいな問題を抱えていますので後回しにし
ます。
先に、片づけておきたいのは、図②三内丸山ムラ中央広場建物（掘立柱建物倉庫）です。図①
においては、右上と左下の中央広場に通じる通路及び広場左端に、それぞれ数軒並んでいます。
この三内丸山倉庫は特殊なものじゃない、どこにでもある掘立柱建物倉庫です。しかしながら、
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図②

三内丸山ムラ中央広場建物（掘立柱建物倉庫概観）

（資料）国立歴史民俗博物館編『縄文文化の扉を開く――三内丸山遺跡から縄文列島へ』2001.3）

よーく見ると、この高床倉庫はなんだかおかしい。
高床倉庫については、前回、台湾から、西南諸島、八丈島、アイヌなど花采列島南北のものを
点検しましたが、そのどれにもネズミ返しが着いていました。ネズミ返しとは、登呂遺跡の例が
有名で、倉庫内へのネズミの侵入を阻むための装置です。ネズミ返しのない高床倉庫は無いと、
私は信じていたのですが、無いものがあった。大陸雲南・インドシナ一円の少数民族の伝統的建
築物を踏査した若林弘子『高床建物の源流』
（1986.7、弘文堂）が証言しています。
「アカ族の
穀倉に、ねずみ返しのついたものを見なかった。それは多くの場合が竹柱だったからであろう。
竹は表皮が堅くて滑るので、ねずみの爪がたたない。
」
（同上 p.260） ちゃんと写真も添えてあ
ります。
三内丸山ムラ中央広場の掘立柱倉庫は、太丸太柱で、ネズミの襲撃にノーガードです。倉庫内
保管の食物は鼠の群れに、
ひとたまりも無くやられちゃいます。
こんな無防備な掘立柱倉庫があっ
てたまるものか！
また、図③掘立柱建物倉庫内部を見てみると、なんだ、こりゃ？
倉庫内貯蔵物は竹籠と土器尽くしで、すべてパッケージされて、整然と並んでいます。左端の
女性は宅急便のお姉さん？

これならネズミも見向きもしませんネー。念のため、
「掘立柱高床

の倉庫」説明に耳を傾けてみます。
「湿気を避ける必要のある食料や品物が蓄えられたとみられますが、収納物の直接の証拠はな
く、柱が細いものもあって、平地式の建物も使い分けられていたとみられる。
」
（平地式とは地面
を床にしている建物のことです。
）
（p.39）
直接の証拠はない、何を言おうが言い抜けできるという、無責任ぶりです。
倉庫とは何か？

私は、何度も注意を促しています。
「倉庫は単なる物置ではない。五穀豊穣、

家内安全、一族安泰！」
実は、三内丸山遺跡には、ヒエという穀物が存在したという「証拠」があるのです。他ならぬ
三内丸山遺跡の調査・研究のドン＝岡田康博が、こう言っています。
「現在でも遺跡の周辺には野生のイヌビエが大量に生えています。私たちも実際に収穫し脱穀
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図③

三内丸山ムラ中央広場建物（掘立柱建物倉庫内部）

（資料）国立歴史民俗博物館編『縄文文化の扉を開く――三内丸山遺跡から縄文列島へ』2001.3）どこへ越し

して食べてみました。味はおいしいかどうかは別にして、一番驚いたのは、たいへん量が増える
ということです。一人の人間が一時間ぐらいヒエの群落に入って実をとってきて、
調理しますと、
だいたい三〇人分ぐらいの量になります。ですから、縄文人にとっては、意外と魅力的な食料で
あったかもしれません。イネ科は保存がききますし、カロリー、栄養素ともに満足させる食品で
あることは周知のとおりです。縄文人が森林を切り開くと、そこに生えてくるのはイネ科の雑草
です。そしてその中に有用なイヌビエもふくまれるのです。
」
（岡田康博『縄文文化を掘る

三内

丸山からの展開』pp.24-25、2005.10、ＮＨＫライブラリー）
三内丸山においてイヌビエが栽培され、収穫され、食用に供されていた可能性が浮上していま
す。これは、静岡大学農学部助教授・佐藤洋一郎著『縄文農耕の世界』
（PHP 選書、2000.9）も
示唆しているところであり、私が勝手に推測しているんじゃありません。
三内丸山においてイヌビエが栽培され、収穫され、食用に供されていたからこそ、穀倉が必要
になったのです。アズキ、ダイズなど豆類やクリ、トチ、シイ、クルミ、ドングリなどの堅果類
を穂倉である高倉に収納しなければならない理由はない。豆類、堅果類、イモ類には各々適合し
た保存方法・貯蔵施設が縄文遺跡の中に、それぞれ存在しています。それら土器・籠・ヒョウタ
ン、貯蔵用土坑などをもってしても、穀類の保存は難しい。台湾でも、西南諸島でも、八丈島で
も、アイヌにおいても、雲南やタイにおいても、はたまた河姆渡においても、穀物があるところ
に必ず穀倉があるのは、乾燥・保存という大事のほかに、イノチの糧をチューチュー・ネズミご
ときに食われてなるものか、という切実なネライがあるのです。
アイヌはヒエを貝包丁で、台湾ではアワを石包丁で、縄文中期の三内丸山では石匙＝打製石包
丁でヒエを、穂刈りし、数日天日で乾燥させた後、高倉に貯蔵し、必要に応じてヒエ搗き・アワ
搗きをして、食用に供しました。縄文の杵搗きペッタン図はまだお目にかかれていませんが、石
皿と磨り石というワンペアのスグレモノが存在していました。
さて、それでは次に、棚上げにしておいた大型竪穴住居＝バカデカ竪穴住居について、見てい
くことにしましょう。
図④三内丸山ムラ中央広場建物（大型竪穴住居と三内丸山人）の上が外観、下が外壁・屋根を
取っ払って内部が見えるように工夫した透し図で、建物前庭でのムラビトの共同作業も活写され
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図④

三内丸山ムラ中央広場建物（大型竪穴住居と三内丸山人）

（資料）国立歴史民俗博物館編『縄文文化の扉を開く――三内丸山遺跡から縄文列島へ』2001.3）

ています。
実は、この巨大な建物（ロングハウス）については諸説あるのです。①巨大な建物が雪国に多
いことから冬期の共同作業場、②祭祀用建物、③集落リーダー（首長）クラスの住居、④数家族
の共同住居など（大林組プロジェクトチーム『
「三内丸山」の想定復元』
）
。図④下は、どうも、
共同作業場のようです。
図⑤の方は、バカデカ竪穴住居内部で宴会なのか、否、幼児、老婆も同席している、おや～眠
りについている者もいる。ここから察すると、どうも複数家族団欒図であって、④数家族の共同
住居という見立てのようです。つまり、図④と図⑤とは、同じ建物についての２つの異なった見
方を並列しているのです。
一歩突っ込んでおくと、共同宴会場的活用説は、小川望（東京都小平市教育委員会学芸員）や
小林達雄（國學院大學文学部名誉教授）が唱えているものらしく、共同宴会場的機能を含む公共
的行事、儀礼、祭り執行の場、催事場、集会場、公会堂、ときには集落外からの訪問者の宿泊所
的空間としているようです。共同作業小屋的活用は渡辺誠（名古屋大学名誉教授）が言っている
らしい。縄文時代の食糧事情を考慮した場合、豪雪地帯において加工食品などをつくる冬期の共
同作業小屋的空間、あるいは作業・貯蔵・居住兼用の家屋と考えられるのだそうです（ウィキペ
ディア「超大型住居」
）
。とまれ、国立歴史民俗博物館のお説を拝聴といきましょう。
「大型竪穴住居には炉が複数検出される事が多く、柱と柱の間を仕切れば小型の竪穴住居の生
活単位を多数収容することができると同時に、集会場や貯蔵、共同作業の場にもなりうるわけで
す。富山県不動堂遺跡では、炉の形で空間が２区される例もあり、内部空間を分割して炉の中心
とした生活が複数あったことになるでしょう。住居の他は小型竪穴住居などが建てられない、共
69

図⑤

三内丸山ムラ中央広場建物（大型竪穴住居内の生活復元）

（資料）国立歴史民俗博物館編『縄文文化の扉を開く――三内丸山遺跡から縄文列島へ』2001.3）

同の利用空間となっていたとみられます。
」
（p.40）
パーティションで区切れば多様目的空間を保持できます、お好みによってはご家族団欒マイ
ホームにもできます？

縄文マンションなのか、長屋なのか、中央広場のど真ん中の大型竪穴住

居が、集合竪穴住居であるという不動産屋型空想図です。三内丸山空間には、小さな竪穴住居の
集落があちら、こちらに存在していますから、こちらはセントラル・ビレッジなのでしょう。
大型竪穴住居の外の広場における、作業風景の方は、何をやっているんでしょうか？
姿かたちからして、男は皆無、すべて女のようです。左後方の四人は竹籠を編んでいるらしい。
左前方の３人は保存食の加工をしているのか？

右手前の６人は土器を成型・焼成している様子

で、背後の建物の１階には比較的大きい土器が並んでいるところから、成型した土器を陰乾して
いるのでしょうか。右の建物前の４人グループは何をやっているのか定かでありませんが、切り
そろえた丸木で何か道具を製作中という想定なのでしょう。
しかし、これまた奇妙な絵解きです。男は、何故、広場にいないのか？

ここは中央広場のど

真ん中です。女たちが行っている、衣食住、日々の暮らしをまかなう作業は、竪穴住居の内部及
び周辺で行われるのが道理というものです。何故に、六本柱掘立柱（私見によれば祭祀神殿）の
存在する神聖なハレの場所で、衣食住の日常的なケの営みが行われなくちゃならんのか、私には
不可解至極です。右や左の権威筋に右顧左眄して、あれも、これもある、
「集会場や貯蔵、共同
作業の場にもなりうる」などと口走っていますが、数撃ちゃ当たるってこともあるわけでありま
して、そのうち私が賛意を呈することが出来るのが、唯一、ここで挙がっている集会場です。
『縄文文化の扉を開く――三内丸山遺跡から縄文列島へ』には「ムラを維持する」というペー
ジがあり、以下のような意味深長な見解が披露されています。
「広い集落やクリ林の広がる周辺部を管理・維持し、共同作業を割り振り、縄文カレンダーに
みられるような季節周期で集団行動していくには、伝統を知悉した長老などを含めた集団の編成
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図⑥ 「骨刀」
、
「石剣」
、
「熊」

（資料）国立歴史民俗博物館編『縄文文化の扉を開く――三内丸山遺跡から縄文列島へ』2001.3）

（資料）国立歴史民俗博物館編『縄文文化の扉を開く――三内丸山遺跡から縄文列島へ』2001.3）

と秩序の維持もまた必要になります。墓地などにも階層化の状況がみられますが、日常的なこと
に関しては、ムラの場の状態などから間接的に推察されるところが多々あります。ムラの人々の
編成を反映したとみられる遺物としては、骨刀や青龍刀形石器、石棒など、握り部分があって、
用途の不明な品が候補にあがります。このほかにクマの骨が少し出土していることから、クマ狩
り、クマのマツリなどが権威の維持に活用されたことも考えられます。
」
（p.42）
「ムラの人々の編成を反映したとみられる遺物」の写真も追加転載させてもらいます（図⑥）。
このうち「骨刀」
「石剣」は集団を統率するための指揮刀の類と考えられましょう。社会システ
ムの根幹にある、安全保障・社会持続・次世代養成への対処が浮上してきます。熊については熊
祭を行うアイヌの風習との関連で、この世とあの世の行き来にかかわるストーリーが、ほの見え
てきます。イワキサンはアイヌの聖山で、アイヌ女性が、イワキサン、と歌っているのを、私は
はっきり聞いたことがあります。三内丸山集落はアイヌの存在を無視して考えるべきでない。マ
ツリがあり、統率のあるところに社会集団があり、集団が躍動してこそ社会は再生持続し得ます。
三内丸山の大型竪穴住居が、ムラの人々の編成を反映した集会場であるとするなら、さらに一
歩進めて、ムラビトをどのように組織編成したのかが探究されるべきでしょう。
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メモランダム【２】
：遠州の小部落中央の諸公共施設
余分なことながら、日本の何処にでもあったムラの個人的体験をメモしておきたいと思います。
ヒトが群れ集まって支え合い生き抜くためには、どんな社会システムが必要なのかを考える参考
資料でもなれば幸いです。
私が生まれ育ったのは、天竜川右岸の氾濫原を桃山時代に開拓した新田でした。８部落が連合
したムラの中心部落（市野）は平安時代に京都松尾大社の荘園で、隣の親部落の氏神は祇園の牛
頭天王社の分社であって、部落名は天王、わが子部落の方は天王新田と言いました。
昭和 30 年代に日本の農村は壊滅状態に陥りましたが、それ以前の伝統的なムラの中央には、
各種の公共施設が存在していたものです。50 戸足らずの農村小部落の中心部には、昭和 20 年
代時点において、以下のような建物が集中して、存在していました。
❶秋葉神社のお札を収めた燈篭（火の用心）
。
❷消防器具置き場と火の見櫓
❸公会堂（集会所）
❹縦覧所（新聞を読むための一種の図書館。真ん中に長方形のテーブルがあり、その四周をく
くりつけの座り椅子が取巻く）
❺共同農作業器具置き場と脱穀・籾摺り作業用広場。
❻味噌、醤油などを作るための大竃とムロを備えた作業場。
❼石塔からなる参り墓（部落の南端野原に埋め墓）
。
❽椎の古木の茂った参り墓の入り口には浜松城鬼門封じの格子戸付念仏堂。
❾（部落の北端に）鎮守の森と祠、それに祭礼の屋台を納めたナメコ壁蔵
そして、ムラの方には、部落単独では難しく、共同してムラで維持管理する諸施設が存在して
いました。学制発布と同時に設立された尋常小学校と伝染病避病院、役場、農協、神社、寺など。
医者はムラに二人、産婆は数人。隣の部落にあった寺は明治維新に際しての廃仏毀釈で廃寺の難
に遭っていて、近隣３部落のイエは大部分が坊主ではなく神主によって葬儀を催していました。
ちなみに秋葉神社のお札には、
「正一位秋葉神社」とあり、かつての火防の本霊場・秋葉寺は残
影を留めるのみ。わが部落公会堂の床の間には「新羅大明神」
、これは源氏頭領・源義家の弟・
新羅三郎義光を祀ったもので、我が部落の出自は朝鮮にあり、と私は読んでいます。
新制中学の方は、終戦後、わが部落最北端の砂利の野ッ原にトロッコを走らせムラビト、そし
て私の兄貴・姉貴分の生徒たちまでもが総出で整地し普請に当たったものです。私が少年であっ
た頃には、ムラの青年団はもはや GHQ によって 4H クラブに組織がえさせられていて、消防と
水防、道路と水路の補修、
夏祭の屋台と花火、
秋の演芸会の担い手としか機能していませんでした。
農地改革と農地改良事業が戦後の一大事業で、事業完遂のために、各戸に労力負担の人工割（に
んくわり）が強制され、われら少年たちも、労力負担に狩りだされ土方工事でトロッコを押した
ものです。
部落の西には水田が広がり、集落と水田の境目に水路が流れていたのですが、その水路の下流
最南端に堰（セキ）があって、田植え時期には堰の監視のために寝ずの番をする三角錐の藁小屋
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が建ったことを鮮やかに思い出します。下の部落との水争いで、死人が出たことがあったと、秘
かに言い伝えられています。この記憶から私は、欄干式建築の本拠である中国西南少数民族社会
に広範に広がっている「土客械闘（ときゃくかいとう）
」
、即ち客家（ハッカ、よそ者）と本地人
との武闘を理解しています。武闘の原因は本地人からすると、客家の人口増によって彼らの土地
が浸食されたことにあったのです。
縄文の時代は、争いの無い平和な時代であったなどという神話は誰が作り出したのか！
わがムラの水田のあちこちには、穴ぼこが点在していて、悪餓鬼の殺生関白泥鰌大臣の漁場で
したが、これは遠州灘からの艦砲射撃よる着弾跡でした。私自身も母親とグラマンに追いかけら
れ防空壕に逃げ込む恐怖を体験しています。焼夷弾で燃え盛っていた浜松空襲の遠景は脳裏に
赤々と染み付いています。女子供の被害の戦争体験の対極には男たちの加害の戦争体験があり、
私の親父は二度の召集にあって、二等兵として華中の原野を徐州、徐州へと人馬は進み、ムラの
神主は将校として聖戦を担い、
「チャンコロ」の試し斬り戦果を少年たちに誇っていました。
とにもかくにも、ヒトがムレをなして生きていくには、以上のような社会公共施設と本質的に
通底する施設・慣習・制度を、われわれは、縄文の昔から連綿として必要としていたに違いない、
と私は実感的に考えていて、そのために、貧しい、時代ズレした体験談をあえて披露させていた
だいたという次第です。
今から 5000 年前の縄文時代中期中葉（勝坂期）だとて、本質的に同じことです。人はイエだ
けでは生きられない、ムレなきゃならない。イエとムラとがあってこそ、あの世まで生抜けるの
です。
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