縄文巨大石棒の謎（第 13 回）
忠生遺跡における科学 ・ 宗教 ・ 呪術
（2020 年 3 月 15 日掲載）
中村公省（東京都町田市在住）
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はじめに――第 13 回論考のなかみ（要約）
本論考は新書１冊分もの長文となりました。
「読む気がしない」――首引の細工をしたほうが
いい。ということで、冒頭に本論考のダイジェストを掲げます。お急ぎの方は、これで OK。

１．科学・宗教・呪術の区別と特徴
縄文人の社会には、科学も、宗教も、呪術も存在しました。
「未開の科学」とは、狩猟・漁撈・耕作や採集などを組織的に行うために必要な知恵です。未
開人は自然の過程を詳細に観察し、その規則性を確信する理性的な推論の力をもち、またそのこ
とに自信があったに違いない。
しかし、脆弱な「未開の科学」が及ばない領域が広大に広がっていて、
「未開の科学」のその
先端及び背後では、全面的に呪術に依存する生の営みが行われていました。呪術はヒトに自然の
力を支配する勇気を与えるもので、四方八方から襲いかかってくる危険に対して各々が身にまと
う知の甲冑だったのです。
宗教は科学と呪術を以てしても絶対的に不可能な、死を克服する試みに他なりません。肉体は
滅んでも魂は生き、魂は再び肉体を得て復活を遂げることができるという慰めを基底にしたヒト
の集団的な信仰――それこそが宗教です。
そこで、この科学・宗教・呪術が、具体的にどのように存在していたのかを、縄文中期中葉～後
葉の遺跡である町田市忠生遺跡ムラにおいて点検してみようというのが第 13 回論考のテーマです。

２．忠生遺跡ムラにおける「未開の科学技術」の存在
縄文中期遺跡には、衣食住あらゆる分野に「未開の科学技術」が広汎に認められます。いわゆ
る「第一の道具」はすべて「未開の科学技術」の成果だと言っていい。忠生遺跡ムラでは、土器
製作、翡翠大珠の穴あけ、
「もじり編み」の３つの科学に点検をかけます。どれも縄文のビック
サイエンスです。日本の縄文考古学は、この「未開の科学技術」の発見で、かなり大きな成果を
あげてきました、また今後も期待できると思います。しかし、宗教や呪術の研究ともなると、日
本の縄文考古学は、その研究方法を開発しておらず、無力・無知・無能です。その証拠は、
「何
らかの祭祀が行われていた」という遁辞の猖獗です。

３．忠生遺跡ムラにおける高度な祖霊崇拝の存在
町田市忠生遺跡ムラに「未開の宗教」が存在したことについて、３面から論証を試みます。
（１）環状集落中央墓坑には翡翠大珠や石匙を副葬した始祖の墓が存在した。
（２）その葬法は骨だけを埋めた二次葬墓であって、高度な祖霊祭祀が行われていた。
（３）巨大石棒が発見された焼失家屋は、あの世への「家送り」跡に他ならない。
このうち、（１）は自明です。墓坑への石匙（除草鍬）の副葬は重大なことを意味しています。
農耕が行われ、豊収が祈られていたのです（ホコラと新嘗祭さえ存在していました）
。
次に（２）。中央墓坑の寸法から、遺体を直接埋める葬法ではなく骨だけ埋める二次葬、複葬
が行われていたと推定されます。イノチがこの世ーあの世―この世と循環する宗教が存在してい
たと考えられるのです。この人生儀礼は種播―生育―結実―収穫―種播という穀物耕作循環をコ
ピーしたものに他ならなりません。
（３）は、第１回論考からの私の持論です。本連載のメーンテーマである「巨大石棒の謎」を
解くための試論であって、傍証史料を補いました。
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以上のうち、今後の課題として、真っ先にやらなければならないのは（２）の論証を、忠生遺
跡の以外の、縄文中期中葉環状遺跡の中央墓坑全般に広げることです。仮に、縄文中期中葉環状
遺跡中央墓坑の葬法が総て遺体埋葬方式ではなく、骨だけを埋める二次葬であったということが
明らかになれば、縄文中期中葉の祖霊崇拝の宗教の研究は一段と進展するでしょう。また、これ
はミルチア・エリアーデが『世界宗教史』で論証したごとく、農耕革命が宗教革命をもたらした
という世界史の流れにも符合します。

４．忠生遺跡ムラにおける３つの呪術――埋甕、土偶及び土偶破片接合の謎
まず台湾先住民社会とアイヌ民族における呪術の検証をします。その後に、忠生遺跡ムラにお
ける呪術の点検に挑みます。忠生遺跡ムラで出土している埋甕と土偶、そして石棒に限っての論
証です。
【第１に埋甕】埋甕については、日本の考古学は大きな傷跡を晒しています。埋甕とは何か？
これが分かっていないだけでなく泥仕合を演じて来ました。この泥仕合に、私は、私なりにケリ
をつけます。論証資料は
『茨城県稲敷郡美浦村御茶園西遺跡発掘調査報告書』
（2018 年 3 月）
であっ
て、そこには「2014 年ヒトの頭蓋骨の破片が入った埋甕が出土した」ことが報告されています。
主要個所はすべて抜粋しました。しかしながら、実を言うと、この発掘調査報告書も間が抜けて
います。そこで私は、今後の課題として以下のごとき注記を残しました。
「この際、是非とも要望したいのは、御茶園西遺跡出土埋甕中の「幼児頭蓋骨破片」の医学的
鑑定書だ。
『茨城県稲敷郡美浦村御茶園西遺跡発掘調査報告書』
には、
「抽出した骨は谷畑美帆氏
（明
治大学日本史文化研究所・黒曜石研究センター）と坂上和弘氏（国立科学博物館）に見ていただ
き、ヒトの頭蓋骨の骨片が含まれていることが確認された」とあるが、これは確認ではなく、谷
畑美帆と坂上和弘と報告書執筆者責任者＝馬場信子との私的会話にすぎない。埋甕研究史は渡辺
誠「縄文時代における埋甕風習」（『考古学ジャーナル』40、1970）にくわしく、日本考古学史
上の名だたる研究者が連なっている。後藤守一、宮坂英一、藤森栄一、渡辺誠、桐原健、木下忠、
水野正好ら。その業績に敬意を表して、いかげんに埋甕論争に止めを刺したらいかがなものか。」
【第２に土偶呪術】呪術についての第２論議は、土偶呪術です。忠生遺跡出土の土偶は、
「背面
人体文土偶」と呼ばれているオバＱ土偶です。その御本尊と目されている長野県富士見町井戸尻
博物館所蔵の重要文化財「坂上土偶」の点検に向かいます。私の仮説は、坂上土偶は妊娠呪術の
呪術具である、またオバＱ土偶は坂上土偶を御本尊としたコピー土偶であり、コピーをしたのは
旅の盲目の女呪師ではなかったか、というものです。土偶の研究は奥が深く、今の私の力では、
この程度の御伽噺を披露するのが精一杯です。
【第３に土偶破片の接合】第３の忠生遺跡ムラにおける呪術の論議は、環状遺跡南北群から発
見された土偶の破片が接合した事実は何を意味しているのか？

私の回答は、「北群 116 号住

居と南群 87 号住居の間でカリエラ婚が行われていた」です。カリエラ婚とは、どんなものか？
説明を試みましたが、ご納得いただけるかどうか。結論は、以下のごとし。
①忠生遺跡ムラにおけるカリエラ体系型の婚姻では、４つの半族の間で女性を交換していた。
②その婚姻規則をリアルに表示したのが大型男根亀頭の４つの◎◎◎◎（女陰印）に他ならない。
③忠生遺跡ムラで女性の交換が行われていたのは、農耕が行われていて、農耕する土地の世代
間相続のために、子供が希少価値を持っていたからに他ならない。
④「定住農耕社会では、
男性の交換ではなく女性の交換となる必然性がある」
（レヴィ＝ストロース）
忠生遺跡ムラにおけるカリエラ婚の説明が、ここでは尚不十分であることは承知しています。
全国で発掘されている縄文中期中葉の環状集落をつぶさに観察して、
忠生遺跡ムラと同じような、
カリエラ体系型婚姻の証拠を集めることを急がなくてはなりません。
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１．忠生遺跡ムラにおける「未開社会の科学技術」
（１）ビッグサイエンスとしての縄文土器作り
忠生遺跡Ａ地区からは縄文土器が大量に出土しています。例えば、図１は第 74 住居址から出
土した勝坂式土器ですが、輪積み成形した容れ物の表面に粘土紐で隆帯文を象った文様を配した
見事なシロモノです。こうした縄文土器はどのようにして作られたのか？
加曽利貝塚博物館にあって縄文土器の実験考古学的復元に努めた後藤和民（1932-2009）に
よると、土器づくりには大変な努力や技術や知恵が傾注されている。
「長い間の試行錯誤や重厚
な体験から生み出されたコツであり、それが一つの伝統的技術となって、土器型式に反映されて
いった」（「縄文土器をつくる」、埴原和郎編『縄文人の知恵』p.213、1985.4、小学館創造選書
所収、傍線引用者）
。
その 15 年後に可児通宏『縄文土器の技法』
（2005.2、同成社）は縄文の「土器作りはビッグ
サイエンス」だと断言しています。土器作りは、①粘土などの原材料の準備・素地形成→②土器
の成形→③器面の仕上げ（整形）→④文様の施文→⑤器面の仕上げ（研磨・削り）→⑥乾燥→⑦
焼成という７段階の基本工程を経るが、この各段階で小サイエンスが動員される（傍線引用者）。
粘土などの原材料の準備だけでも「セラミックや地質学についての知識が必要になる」
、文様の
施文にあたっては施文具の採用から使い方、文様のレイアウトに至るまでいろいろなルールがあ
る、焼成は一番の難関で製作実験でもここで壊れることが多い（同上 pp.17-18）
。こう言われて
みると、縄文人の土器造りの技術は、試行錯誤の経験を経て辿り着いた技術であり、繰り返し適
応可能な知の結晶であって、縄文の科学技術であることに異議ありませんネ。
町田市の忠生遺跡は、東京都と神奈川県の県境になっている境川の河岸段丘にありますが、さら
に境川を遡上した町田市小山町で、大規模な粘土採掘坑群（多摩ニュータウン№ 248 号遺跡）と
縄文中期の土器造りのムラ（多摩ニュータウン№ 245 号遺跡）が発見されました（安孫子昭二『東
京の縄文学』p.183-188、2015.11、之潮）
。縄文中期から後期にわたる 1000 年間にわったって大
規模な計画的採掘が行われたのです。忠生遺跡の土器も、この土採掘坑の素地を使って作られたに
違いありません。
「図１ 忠生遺跡Ａ地区 74 号住居址出土の勝坂式土器」をもう一度ご覧下さい。
図１

町田市忠生遺跡Ａ地区 74 号住居址出土の勝坂式土器

（資料）
『忠生遺跡Ａ地区（Ⅱ）』口絵
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図２

多摩ニュータウン№ 248 号遺跡（町田市小山町）の粘土層

（資料）
『多摩ニュータウン№ 247・248 遺跡調査報告書（図版編）』

これらは「ビッグサイエンス」を身に着けた者の知恵とワザの結晶であったことを知るべきです。

（２）翡翠大珠はどうやって加工されたのか？
忠生遺跡Ａ地区は縄文中期の典型的な環状集落ですが、その中心の 185 号墓坑から大珠が出土
しました。図３左端がその大珠です。完形品で長さ 110、幅 3、厚さ 21㎜。
「節理の貫入が激しく特に両側面の括れが目立つが全体の形状は両端の尖る鰹節形に整形されて
いる。全体に明るい灰色系の色調で緑色の部分は少なく縞状にみられる。孔の直径は約７mm で片
側から穿孔し、裏面の孔は小さくいびつで５mm 程度の直径であり、紐擦れの痕跡はみられない。」
（『忠生遺跡群』2006.3、p.41、傍線部については後掲の注 A を参照されたい。
）
図３にはＡ地区出土の、その他の大珠・垂飾（たれかざり）なども写っています。
この大珠は、新潟県姫川産の翡翠で作られているものと推定されますが、翡翠硬玉は非常に硬い
（モース硬度 6.5 ～ 7）が、それだけでなく、内部の鉱物組織が複雑に絡み合っていることから靭
性も大きく、このため鉱物の中で最も壊れにくいと言われる。モース硬度 10 の ダイヤモンドは、
特定の角度から衝撃を与えると割れるが、翡翠硬玉は割れない。185 号墓坑出土大珠は、見事に
鰹節形に成形されており、真ん中上部には真丸の孔がうがたれています。真丸の孔は写真右方の大
珠・垂飾にも貫通しています。この大珠や垂飾は、一体全体、どのようにして成形加工されたのか？
この謎は難解で、謎解きに長い時間と大きな努力を必要としましたが、縄文人との知恵比べの末に、
日本の考古学はついにその全容を解明するのに成功したのです。謎に挑んだ寺村光晴の『日本の翡
翠――その謎を探る』
（1995.12、吉川弘文館）によって、その概要を見てみましょう。
縄文人のヒスイ加工技術の発見に決定的な役割を果たしたのは、寺地遺跡（新潟県最西部の青海
町）の発掘であって（史跡寺地遺跡発掘調査報告書は 1987 年刊）
、同遺跡から縄文時代中期～後
半のヒスイ加工の完全工房址が発見された結果です。発掘責任者であった寺村が、その成果をもと
に探究したヒスイ大珠製作の技術を概括的に纏めると、以下のごとくです。
①採拾される原石は、大珠形に近い、形の良い礫（転石、漂石）の採取が心がけられる。
②礫は石の節理（石の脈）にしたがって適宜の大きさに打ち割られる（鰹節形になりやすい）。
③研磨に使った研磨剤はヒスイ、アルビタイト、蛇紋岩等を粉砕し、細粒・砕粉としたであろう。
擦切手法はほとんど見られない。
（傍線部については後掲の注Ｂを参照されたい）
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図３

忠生遺跡Ａ地区出土石製品

（資料）
『忠生遺跡

大珠・垂飾等

Ａ地区（Ⅲ）』口絵

図４

管錐

（資料）岡井盛夫「縄文人の生活とハイテク」http..://buntan.la.coocan.jp../back2/kodai/ulltra/ultra..html

④ヒスイ大珠の孔あけは管錐（くだきり、パイプ錐）で開けたものである。管錐は手のひらで
回すキリモミよりも、弓ドリル（弓錐）や舞錐（まいぎり）で回す方が効率がいい。
（図４参照）
⑤管錐には媒材として研磨剤を利用する。媒材としての石の粉は、ヒスイ、アルビタイト、蛇
紋岩などの細粒や、研磨のとき出る砥糞（とくそ、研磨剤）を使う。
⑥孔が貫通すると、最後の仕上げで、さらに磨く。

（寺村同上書、pp.198-201）

注Ａ、注Ｂ：地質学の専門家である富樫幸雄（元経済産業省技官）に本節の点検をお願いしたところ、上記
２個所の傍線部分について、以下のような指摘を受けた。
注Ａ：
「節理の貫入が激しい」という表現は意味不明。「貫入」
（intrusion）は、大規模な岩脈など（マグマの一部）
が地下から注入されるような現象に使われる。なお、
「摂理（石の脈）」とあるので、それなりに意味は推定される。
図 3 に見られる出土品（いわば岩石片）のうち、同図左端やその右下隣りのものをよく見ると（あまり鮮明で
はないけれど）決して均一な外観ではなく、白い鉱物（ヒスイ輝石以外？）の細脈が走っているように見える。
そのことを言っているのだろうか？
注Ｂ：寺村の記述には疑問があり、地質屋としては以下のように考える。「③研磨に使った研磨剤としては、
付近の海岸でいくらでも採集可能な石英砂が主であったろう。石英はモース硬度が 7 と、ヒスイ輝石よりも大
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きく、かつ、普通の石ころなどで容易に粉末化することが出来る。さらに量的な心配もなく、研磨剤としてもっ
とも普通に、かつ効率的に利用されていたものと考えられる。なお、寺村光晴（1987, 1995）が研磨剤として
挙げているヒスイ、アルビタイト、蛇紋岩については、とくに硬度が同じか小さい点、および採集可能な量に
限界があったであろう点などからあまり効率的な素材とはいえず、仮に利用されていたとしても特殊なケース
に限られたであろうと考えられる。
」

ヒスイ原産地（姫川流域）の真っただ中に位置する寺地遺跡ヒスイ工房では、原石採取―荒割
―形割―微調整剥離―研磨―穿孔―仕上げ研磨―完成という作業が完璧に行われていたのです。
このヒスイ製作技術は、ヒスイの性質を詳細に観察して、その規則性を発見し、ヒスイに働きか
けて意図した結果を引き出し、その技法を仲間で享有して工房を組織するという経験的・合理的・
組織的な思考の結果、もたらされたものです。
この一連の経験的合理的な知識は、
「縄文の科学技術」だと言っていいのではないでしょうか。
近代科学と区別してマリノフスキ流に表現するなら、
「初歩的な形態の科学」
、或いは「未開社会
の科学」です。
「未開社会の科学」は、近代科学のように自然現象を数式と実験によって捉える
のとは根本的に違い、経験的に論証できる限りの系統的な合理的認識で、その経験則を利用して
事物を改変・加工してヒトの生活に利用します。その場合、科学と技術は未分化で、狭い社会で
の組織的、継続的な伝承という範囲に止まっていますから、開かれた「未開社会の科学」と言う
よりも、閉ざされた「未開社会の科学技術」と言った方が的確かと思われます。

（３）5000 年前の「もじり編み」が現代にも
忠生遺跡の住宅址からは、上記のほかに縄文時代中期の「未開社会の科学技術」と思しき遺物
がたくさん出土しています。土堀具としての打製石斧、木材伐採加工具としての磨製石斧、竪穴
住居中央に存在する炉、黒曜石の矢尻や骨角器など。これら「第一の道具」の作られ方・使用方
法は日本の考古学の長年の観察・考察や実験考古学によって、大方は解明されていると見られま
す。「未開社会の科学技術」に対しては、物証があり、民族（民俗）学的研究があり、物理化学
的検証が可能で、実際に実験してみるという方法もあるからです。その結果は、考古学のガイド
ブック・研究書、各地博物館・研究所の展示のほかに市民参加の「縄文祭イベント」などでも紹
介されていますから、贅言は不要です。
しかしながら、当然のことながら一部には疑問を抱かざるを得ないもの、いまだ未解明のもの
も少なくありません。例えば、忠生遺跡Ａ地区出土品の中に、図５のごとき土器片錘がありま
す。土器片を利用した錘（おもり）という意味合いです。報告された 114 点のほとんど 113 点
が 49 軒の住居址から出土しています（うち写真 31 ～ 44 の 15 点はすべて中期中葉の第 49 号
出土）。形状は円形から長方形まで様々で、上下または左右に各々、２カ所えぐりがあります（ほ
んの一部４カ所）
。重さは 9.0 ～ 63.7 ｇで平均 24.2 ｇ。
土器片錘とは何か？『日本考古学用語事典（改訂版）
』
（2004.9、学生社）で引くと、
「とくに
縄文時代にあって、関東地方の貝塚などから発見される一種の漁撈用の錘」とあります。
しかし何かおかしい。町田は海から遠く隔たり、貝塚とは無縁で、縄文中期に漁撈ができる環
境にはなかった。川漁はあったでしょうが、子供時代にさんざん漁をした体験からすると、投網
や囲い網の錘は比重が重くなくちゃ。土器製の錘では比重が小さく、網は沈下速度が遅く、魚は
逃げちゃう。
忠生遺跡出土の土器片錘は漁撈用の錘ではない、
もしかして編物の錘ではないのか？
私の父親は米づくりの百姓で農閑期には家の入り口の土間に座って、藁（わら）で俵（たわら）
や蓆（むしろ）を織っていましたが、その編み台に列をなしてぶら下がっていた石の錘が、この
土器片錘とよく似ている事実からの連想です（図６参照）
。
俵づくりと同様の編み台を使って、編むのがアンギンという編み物です。火炎型土器の里・
7

図５

忠生遺跡Ａ地区出土の土器片錘

（資料）
『忠生遺跡

図６

Ａ地区（Ⅱ）』図版 97,98,99,100

米俵の編み台

（中央が編み台。上は米俵の胴部、下右は蓋に当たるサンダワラ、下左は縄紐と錘）

（資料）
『農耕図と農耕器具展』町田市立博物館図録第 85 集、1993.10p.37（原図は東京都公文書館所蔵の「農
具図 荏原郡」
。下左に描かれた錘は拡大して見ると、湾曲した三角錐に穴を穿って縄紐を通していて、イノシ
シの牙ではないかと思われる。私の旧家では平たい石製の錘を使っていた。
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図７

アンギン編み台

（資料）新潟県津南町 HP（http..s://www.town.tsunan.niigata.jp.）

図８

すご編み台と「すご」の編み方

（資料）名久井文明『生活道具の民俗考古学』p.39、
2019.10、吉川弘文館

新潟県津南町の HP を見ると、「アンギンとは、山野に自生する「カラムシ」や「アカソ」など
の植物繊維で作った糸を、もじり編みという技術で作った編み物製品を指します。
」
（http..s://
www.town.tsunan.niigata.jp./）編み台は図７のごとくで、先の図６米俵の編み台とそっくりです
が、錘は丸みを帯びており木の枝のように見えます。
「1986 年、山形県高畠町押出遺跡からはアカソと見られる繊維で作られたアンギン様編物が
出土しています（縄文時代前期）
。1987 年には秋田県五城目町中山遺跡からアンギン様編物（漆
をこすための布）が発見されています（縄文時代晩期前半）
。会津地方でも布に似たものが縄文
時代晩期の三島町荒屋敷遺跡から出土しています」
（カラムシの里＝福島県大沼郡昭和村 HP、
http://www.vill.showa.fukushima.jp./）
東京の縄文考古学者・安孫子昭二は、府中市本宿町遺跡の勝坂式土器の粘土帯の継ぎ目に細密
アンギン圧痕が、
土器づくりの際の乾燥防止に編布が使用されたことを発見しています。また
『東
京の縄文学』
「第 30 話

切目石錘で編んでみる――町田市野津田上の原・八王子市深沢遺跡」
では、

野津田上の原遺跡出土の「切れ目石錘を使ったもじり編み実験」をやっていて、写真入りで、編
み機と「編みあがった編布」を報告しています（
『東京の縄文学』pp. 120-124、pp.204-210、
2015、之潮、傍線引用者）
。さらに、岩手の民俗考古学者の名久井文明は、地元に残るカヤ製の
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炭俵を編む「すご編み台」を図と写真で紹介（図８）していますが、この編み機がもじり編み台
そのものなのです（
『生活道具の民俗考古学』pp.36-48、2019.10、吉川弘文館）
。
もじり編みの編み台は、
俵（たわら）
、
蓆（むしろ）
、
叺（かます）
、
菰（こも）
、
茣蓙（ござ）
、
簾（す
だれ）などの編み機として、現代においてもなお日本各地で稼働しています。もじり編みの研究
をした考古学者の渡辺誠は、
以下の２点を指摘しています
（
「編み物用錘具としての自然石の研究」
『名古屋大学文学部研究論集』LXXX）
１．錘具を用いたもじり編みの技術は、縄文時代前期より現代まで連綿として続いている。
２．その製品には編布（アンギン）・カゴ・コモ・ス・スダレ・米俵・炭俵など、各種の日用
生活に必要な品々が多数ふくまれている。
縄文人の知恵が開発した「未開社会の科学技術」が 5000 有余年、一代 20 年とすれば 250 代
にわったって、生活の知恵として、連綿として受け継がれてきたことに感嘆せずにはおれません。
われわれは、確かに「縄文の科学」の恩恵を被っているのです。
同様な「未開社会の科学技術」としてウルシや網籠があります。縄文人がウルシを採取・加工
する技術・文化や竹や樹皮から網籠を製作していく
「完成した」
技術が、
国立歴史民俗博物館によっ
て実験復元研究されています（工藤雄一郎／国立歴史民俗博物館編『ここまでわかった！
人の植物利用』
『さらにわかった！

縄文

縄文人の植物利用』2014.1、2017.3、新泉社）
「完成した」

技術とは、縄文時代に既に頂点に達し、その後は技術的発展が見られない最高の伝統工芸である
ことを含意しています。また、小杉康ら編『縄文時代の考古学 4

ものづくり――道具製作の技

術と組織』（2007.8、同成社）」には、打製石器、磨製石器、剥片剥離技術、石鏃、骨角器、漆
工技術、木の利用などについての研究論文が並んでいて、縄文サイエンスの広がりがわかります。

注１：もじり編みの錘と忠生遺跡の土器片錘についての考証
『日本考古学用語事典（改訂版）
』が土器片錘を「一種の漁撈用の錘」と記述しているネタ元は渡辺誠『縄文
時代の漁業』
（1973.2、雄山閣）と推測する。土器片錘が漁撈の錘として使われたことに異議はないが、渡辺
誠は忠生遺跡出土の土器片錘が漁撈の錘だということを論証したわけではない。またその後、渡辺は「編み物
用錘具としての自然石の研究」
『名古屋大学文学部研究論集』LXXX）を発表しているが、その冒頭で「これら
の錘具の材質には、木・石を主に竹・粘土・貝・コンクリートなどがある」と言っている。何故か、土器片を
除外しているのだ。編み物用錘具としての土器片を認めていないのだろうか？
もじり編みはタテ糸とヨコ糸を別々に用意して交互に絡ませて作布するという単純な作業で編んでいく。名
久井文明『生活道具の民俗考古学』の写真（図８）で言えば、ヨコ糸は萱、タテ糸は縄であって、錘はタテ糸
の先に連結しぶら下がっている。錘はタテ糸をヨコ糸に絡ませて締めた後、締め止めておくための重しなので
ある。私の考えでは、この重しは製品の素材材質に応じて重量を調節する。材質が固く・太く・こわばってい
れば重い錘を使い、材質が柔らかく・細く・しなんでいれば軽い錘を使う。図６ではイノシシの牙さえ使って
いる。カラムシを素材にする越後アンギンの場合は小枝の切れ端（図７）
。私の旧家では藁を使った筵や俵を編
むのに手の中に入るくらいの扁平な石であった。適度で均質な重さが求められるわけだ。
忠生遺跡出土の錘は石ではなく、土器片で重さが比較的軽い。土器片全 114 点の重さを細分すると、10 ｇ
以下未満 8 個、10 ～ 19 ｇ 34 個、20 ～ 29 ｇ 45 個、30 ～ 39 ｇ 17 個、40 ～ 49 ｇ 4 個、50 ～ 59 ｇ 5 個、
60 ｇ以上 1 個と分布していて、30 ｇ未満が 84％を占めている。安孫子昭二がもじり編み実験を行った町田市
野津田上の原遺跡の石錘は 24 ～ 64 ｇであって遥かに重いが、その一方で栃木県寺野遺跡の石錘は 20 ｇが最
多で重さを増すにつれて数が減少しているという（谷中隆論文）
。忠生遺跡出土の土器片錘は寺野遺跡の石錘の
重さと通じるところがあり、比較的材質が柔らかく・細く・しなんでいる素材を使った編み物であったであろう。
忠生遺跡出土の全土器片錘 114 点のうち 113 点が住居内から出土していることも重大な判断材料である。土
器片錘は屋内で使用されていて、戸外で使用されていなかったのである。編み物は女の戸内、川魚漁は男の戸外で
の作業である。台湾先住民族の世界では、編み物は女、狩猟と川魚漁は男の仕事と決まっている。また、祭祀の終
盤で山の狩猟が行われ、最終日には必ず川魚漁が行われる。これには深い宗教的意味合いが秘められている。私の
ガキの時代、遠州の田舎でのことながら、女が「殺生関白泥鰌大臣」をやるのはタブーであり、恵比須様には生魚
を鉢に放して供えたものである（放生）
。一軒北隣のばあさんは、畑で綿を耕作し、藁屋根の下で綿繰り―糸より
―織りを一人で一貫生産していて、その作業をガキどもは終日、尊崇の眼で見つめていた。
なお、本節の初稿に対して安孫子昭二から手厳しい批判を受け、この注を配した。いつもながら、傑出した考古
学者の教正に厚く感謝したい。しかし、門外漢の私は安孫子に媚びるいわれはなく、これは徹頭徹尾、私見である。
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２．忠生遺跡ムラにおける祖霊崇拝
縄文中期中葉の忠生遺跡集落＝忠生ムラの社会には、どんな宗教が存在したか？

そんなこと

は、忠生の縄文人に聞かなきゃ、わからないかもしれませんネ。しかし、あきらめることはない。
以下では「宗教は死後も魂は生き続けるという救済信仰である」というマリノフスキの定義に基
づいて、その物証を探す努力をしてみましょう。忠生遺跡から掘り出された遺物を眺めてみると、
「死後も魂は生き続ける」という信仰に関連しそうな遺物が散見されます。

（１） 翡翠大珠や石匙を副葬した始祖の墓が存在する
先に見たように、忠生遺跡Ａ１地区の環状集落中心である 185 号墓坑から翡翠大珠が出土し
ています。長さ 110、幅 3、厚さ 21㎜（図３参照）
。出土状況は、図９のごとくです。
土坑は円形基調で掘り込みが浅く、寸法は長径 125cm、短径 116cm、深さ 20cm。共伴遺物
は少なく、土器片 5、翡翠以外の「石器類」１。この翡翠大珠を発掘報告書は以下のように観察
しています。
「両端の尖った鰹節形の大珠であり、所々に粗割り加工のへこみを残す仕上げの粗い完形品で
ある。孔径は表 7mm、
裏 5mm。石材は節理の目立つ白色翡翠で、
縞状に淡く緑色を帯びる」
（
『忠
生遺跡

Ａ地区（Ⅲ）
』p.37）

Ａ１地区からは大珠が６点出土していますが、完形品はこれだけで、他５点は欠損品です。完形翡
翠大珠の存在は、185 号墓坑に祀られたヒトがタダモノでないことを証しています。この忠生遺跡ム
ラの開祖として祭られた始祖で、祖霊崇拝が行われていたと見ることに異論はないでしょう。
一方、Ａ１地区から 1.2km 北に寄った忠生遺跡Ｂ１地区の環状集落中心（１号ピット＝ P １）
からは完形の石匙が出土しています（図 10）
。
「P １の規模は長径 45㎝、短径 40cm の略円形で、
底面は丸底状で深さは 12cm 程度。完形の石匙が覆土の上層から２点出土した」（
『忠生遺跡

B

地区（Ⅱ）』p.8） 実はＡ１地区においても、
「埋納されていたとみられる石器で、特徴的に最も
多いのは石匙である」（『忠生遺跡

Ａ地区（Ⅲ）
』p.31）Ａ１地区の 180 号、187 号、190 号、

196 号、214 号、240 号ピットなどがそれです。
石匙とは、
「天狗の飯匕（めしがい）
」にちなむ命名（
『日本考古学辞典』1974.1、東京堂）
。日
本考古学は冗談がお好きだ！ しかし、
「皮剥ぎ」説（藤森栄一）が出たあと、石匙は穀物耕作の
ための中耕除草具で、石鍬の刃先に他ならないことが実験考古学によって見事に論証されていま
す。Ｂ１地区中央の１号ピット出土の写真左のごとき石匙は、図 11 に描かれているごとくに、藤
ヅルなどしなやかな材質のもので、ぎゅっと巻き挟んで着柄をして中耕草取具となる。この形の
石鍬は「有肩刃広鍬」と命名し直されています（小林公明井戸尻考古館元館長説、
『富士見町史
上巻』1991.3、pp.220-222。なお井戸尻考古館 HP 及び注２を参照のこと）
。
環状集落のヘソのような意味合いをもつ墓の中に、翡翠大珠と並ぶ重要副葬品として農耕具が
埋納されていたことが、どういう意味を持つか、よくよく考えてみなければなりません。第 193
土坑からは炭化種子すら出土しているのです（何故か、何の種子かの検証が放棄されている）
。こ
こで私は、台湾先住民の「祭祀」は、主食である粟（あわ）の豊収を祖先の霊魂に祈願し報謝す
る農事祭と、霊界にあって子孫を照覧している祖先を供養する供養祭とが主要なものだったとい
う事実を、改めて強調しておきます（第８回論考参照）
。
この世にしろ、あの世にしろ、ヒトが生きるに際して最も重要なモノが副葬品として埋められ
11

図９

大珠が出土した忠生遺跡Ａ１地区中央の 185 号土坑

（長径 125 ／短径 116 ／深さ 20cm。中央部北寄り・底面から３cm の高さで大珠が出土）

（資料）
『忠生遺跡群』p.27

図 10

石匙が出土した忠生遺跡Ｂ１地区中央の１号ピット

（長径 45 ／短径 40 ／深さ 12cm。略円形。完形の石匙が覆土から２つ出土）

（資料）『忠生遺跡群』p.104

図 11

石匙（有肩刃広鍬）とその巻込み式着柄

（資料）
『富士見町史

上巻』1991.3、p.222、富士見町教育委員会
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たのです。ちなみに、
農耕のいとなまれない狩猟社会における最重要品は弓矢の石鏃
（黒曜石）
だっ
たでしょうが、忠生遺跡中央墓坑からは石鏃は一つだけしか出土していません。石匙以外は、磨
製石斧、打製石斧、磨石、砥石、敲石、スタンプ型石器など、ほんの少数にすぎません（なお後
掲表１参照）
。縄文中期中葉の環状遺跡中央墓坑の石匙の存在がマジメに考え直されるべきです。
注 2：石匙（有肩刃広鍬）についての小林公明の考証
『富士見町史 上巻』のほかに以下の調査報告書を参照のこと。富士見町教育委員会『曽利』
（1978）第６章
「考察」
、同『唐渡宮』
（1988）第６章「考察」及び本連載第９回論考。

（２）中央二次葬墓坑で祖霊祭祀が行われていた
忠生遺跡Ａ地区の住居址群は、外径約 150 ｍ、内径約 40 ｍの範囲を中心に分布する環状集落
址です。発掘された南東部だけで外周の竪穴住居址が 145 軒、中央土坑が 247 基。土坑は墓坑
と貯蔵穴とが混在しています。そのうち「個体土器や石器、大形礫などが出土した」主要土坑
46 基を一覧にしたのが後掲の大きな表（表１）です。
また、次ページに掲げた図 12 はそれを遺跡地図上に墓坑を緑色、貯蔵穴を青色でプロットし
たものです。墓坑と貯蔵穴との区別は以下の如くです。
◆住居址群至近距離の土坑は深く、袋状なるものが見られる……貯蔵穴の可能性が高い
◆広場域は比較的浅めのものが多い……広場域は墓域の可能性が高い
ちなみに、個別的に見てみると――
翡翠大珠が出た 185 土坑（中央赤丸）……【浅い→墓坑】
完形磨製石斧を伴う 115 土坑（広場南東部）……【浅い→墓坑】
石匙を伴う 180（広場北西）
、187（北西）
、190（北西）
、196（北西）
、214（北西）
、240（南
東）……【浅い→墓坑】
炭化種子を伴うもの

193 土坑（広場北西）……【浅い→墓坑】

さて、そこで、後掲の大きな表１の点検に取り掛かります。表を睨んで下さい。注目すべきは、
長径／短径／深さ（cm）です。
全体を見てしまうと散漫なりますから、主要なものだけに集中しましょう。まずざっと、表１
のうち貯蔵穴を除外して、35 墓坑だけについて、長径／短径／深さ（cm）を点検下さい。その
うち翡翠大珠と石匙の出土した７つの土坑だけを、ここに表２として抜き出します。
表２の寸法を見て、ンー？

ここにヒトが埋まっていたと考えられますか？

第１で長径がヒトの身長に満たない。縄文の成人男性の平均身長は 159㎝と観察されています
（片山一道『骨が語る日本人の歴史』p.197、2015.5、ちくま新書）
。伸展葬ではない。屈葬とし
てどうか？

屈葬は手足を屈折させて葬る、上向き、横向き、伏せる、坐らせる等。何故、蹲踞

の姿勢で死体を埋めるのか、については複数説あります。一つは実用的な理由で穴を掘るのが大
変だから。二つ目は休息させる。三つ目は死者が戻ってくるのを恐れる。四つ目は胎児の姿勢を
とらせ母胎内へ戻す（後掲『葬制の起源』ｐ .84）。それにしても、小さすぎないか？ （なお、
土坑№
185
180
187
190
196
214
240

表２

翡翠大珠と石匙の出土した７土坑の長径／短径／深さ
出土遺物・数
うち翡翠・石匙数
長径／短径／深さ（cm）
土器片５、石器類（翡翠珠等）２
翡翠大珠 1
125 ／ 116 ／ 20
土器片２、石器類（石匙等）３
石匙 1
110 ／ 102 ／ 20
土器片 12、石器類（石匙 1）
石匙 1
110 ／ 101 ／ 17
土器片 13、石器類（石匙等）４
石匙 1
77 ／ 71 ／ 14
石器類（石匙）１
石匙 1
72 ／ 72 ／ 11
石器類（石匙）１
石匙 1
99 ／ 94 ／ 15
石器類（石匙）１
石匙 1
90 ／ 80 ／ 11
（資料）表１から抽出
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図 12

忠生遺跡 A 地区出土の主要土坑

（中央赤丸が 185 号土坑、緑丸は墓坑、青丸は貯蔵穴）

（資料）
『忠生遺跡Ａ地区（Ⅰ）』付録地図から作成
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表1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

土坑
№
185
180
187
190
196
214
240
193
44
321

忠生遺跡 A 地区出土の主要土坑の出土遺物

出土遺物・数

時期

土器片５、石器類（翡翠珠等）２
土器片２、石器類（石匙等）３
土器片 12、石器類（石匙 1）
土器片 13、石器類（石匙等）４
石器類（石匙）１
石器類（石匙）１
石器類（石匙）１

土器片２、炭化物、炭化種子
土器片 10、石器類１、大礫
台付土器片、石器類（台石状石器）１

長径／短径／深さ（cm）
125 ／ 116 ／ 20
110 ／ 102 ／ 20
110 ／ 101 ／ 17
77 ／ 71 ／ 14
72 ／ 72 ／ 11
99 ／ 94 ／ 15
90 ／ 80 ／ 11

中期中葉 2

(101) ／ 78 ／ 21
96 ／ 69 ／ 36

115 土器片２、石器類（磨斧等）２
116 ／ 83 ／ 19
48 個体４、土器片 28、土器片錘 1、朱彩土 中期後葉 3
204 ／ 194 ／ 18
器片、石器類（打斧等）４
65 ミニチュア土器、土器片 10、朱彩土器片、中期後葉２
105 ／ 89 ／ 21
石器類３
106 個体１、土器片５
中期後葉 3
*62 ／ *61 ／ *18
110 個体１、土器片４
中期後葉
110 ／ 89 ／ 15
113 個体２、土器片５
中期中葉 2
(85) ／ 83 ／ 26
140 個体２、土器片 26、石器類１
中期後葉 3
62 ／ (61) ／ 13
146 個体１、土器片 15、土偶、石器類１
中期後葉２
(94) ／ 85 ／ 30
150 個体１、土器片 59、不明発泡体
中期後葉 3
72 ／ 58 ／ 62
157 個体１、土器片錘
中期中葉 2
113 ／ 96 ／ 25
160 個体２、土器片 14、石器類（打斧等）２ 中期後葉２
87 ／ 73 ／ 11
164 個体１、土器片 19、石器類１
中期中葉 3
84 ／ 72 ／ 23
165 個体１
中期中葉 3
85 ／ (43) ／ 17
166 個体１、土器片５、石器類（スタンプ型石 中期中葉 3
80 ／ 78 ／ 14
器）１
167 個体１、土器片６、石器類１
中期後葉 3
59 ／ 49 ／ 9
176 個体２、土器片 10
中期中葉 3 ～後 116 ／ 99 ／ 36
葉1
189 個体２、土器片２
中期後葉 3
94 ／ 73 ／ 17
191 個体１、土器片１
中期後葉 3
84 ／ 83 ／ 7
194 個体１、土器片 12
中期中葉 3
180 ／ 142 ／ 23
201 個体１、土器片６
中期後葉 3
（114）／ 141 ／ 24
253 個体１、石器類１
中期後葉 2 ～ 3 115 ／ 79 ／ 17
273 個体１、土器片１
中期後葉 2
70 ／ 59 ／ 24
276 個体１、土器片１
中期後葉 3
113 ／ 98 ／ 21
287 個体１、土器片１
中期後葉 3
116 ／ 75 ／ 44
314 個体２、土器片 73
中期後葉 3
72 ／ 70 ／ 11
63 個体３、土器片 236、有鍔付土器片、石 中期後葉 3
217 ／ (188) ／ 84
器類（打斧・敲石等）５
91 土器半身 2
中期後葉 3
(147) ／ 119 ／ 74
93 個体２、土器片 29、石器類３
中期中葉 2
*111 ／ *84 ／ *86
102 個体１、土器片 18、石器類１
中期後葉 3
71 ／ 51 ／ 60
104 個体１、土器片３、石器類（軽石）等２ 中期中葉 2
95 ／ 90 ／ 56
142 個体４、土器片 165、土偶、石器類（砥石・ 中期後葉 3
上 106 ／ 101 ／ 63
石鏃等）10
下 103 ／ 94 ／―
151 個体１、土器片 61
87 ／ 84 ／ 78
170 個体２、土器片 41、石器類１
中期後葉 3
*107 ／ 87 ／ 58
183 石器片 25、石器類（打斧等）11、大礫
上 128 ／ 119 ／ 81
下 129 ／ 123 ／―
275 個体１、土器片４
中期後葉 3
135 ／ 85 ／ 49
318 個体２、土器片 32、石器類５
中期後葉 2 ～ 3 94 ／ 91 ／ 59

広場位置

貯蔵穴
（推定）

★中心
広場 NW
広場 NW
広場 NW
広場 NW
広場 NW
広場ＳＥ
広場 NW
広場ＳＥ
広場 NW( 地図左
上欄外 )
広場ＳＥ
広場ＮＥ
広場ＮＥ
広場ＳＥ
広場Ｓ W
広場ＳＥ
広場 NW
広場ＮＥ
広場ＮＥ
広場 NW
広場 NW
広場 NW
広場ＮＥ
広場 NW
広場ＮＥ
広場 NW
広場 NW
広場 NW
広場ＮＥ
広場 NW
広場 NW
広場 NW
広場 NW
広場ＮＥ
広場ＮＥ
広場ＮＥ

貯蔵穴

広場ＮＥ
広場ＳＥ
広場ＮＥ
広場ＳＥ
広場 NW

貯蔵穴
貯蔵穴
貯蔵穴
貯蔵穴
貯蔵穴

広場 NW
広場Ｓ W
広場 NW

貯蔵穴
貯蔵穴
貯蔵穴

広場 NW
広場ＮＥ

貯蔵穴
貯蔵穴

注１：
「個体土器や石器、大形礫などが出土した土坑」のうち、①大形破片以上の個体土器が纏まりをもって出土、②石器が覆
土下層以下から単体かそれに近い状態で出土、③ある程度の大きさを持つ礫を下層・坑底に配置の３つのうちいずれかを満た
した土坑として 46 基を選別して表にした。
（下記調査報告書）
					
注２：長径／短径／深さは開口部の基部。＊は残存径、（ ）内は推定。（下記調査報告書）
			
注３：貯蔵穴との推定は、袋状の断面を持つもの、坑底にピットを持つもの、大経で掘り込みの深いもの等の形状による。
（筆者推定）
（資料）
『忠生遺跡Ａ地区（Ⅰ）
』pp.72-94 から作成

15

言い落としましたが、骨は全く出土していません。また、環状集落中央墓坑に子供が埋葬される
ことは考え難い。何故なら、成人に達しない子供は未だムラビトたりえず、カミの内にあり、そ
の葬方が全く異なっていたからです。
）
第２に、表２を見ると長径と短径がほぼ同じで正方形に近い。人の生身の身体を埋めるのに正
方形の穴ぼこということがあり得るか？

屈葬でヒトの体を正方形に折りたためるものか？

第３に表２で深さは 20cm 以下だ。中には 11cm という薄っぺらいのが２つある。屈葬として、遺
体を正方形に折り畳んだとして、20cm 以下で埋まりましょうや？ 図９の 185 号土坑断面図を参照
されたい。調査報告書は全土坑断面を掲載しているので、興味のある方は是非点検下さい。
第 4 に、抽出した表２の７土坑以外の土坑を、表１で眺め回してみると、土坑寸法にバラツキはあ
るものの、７土坑と同様な寸法のものが少なくありません。
第５に、表１を概観すれば明らかながら、多くの土坑から土器個体及び土器片が出土しています。土器
の中に入っていたものは何か？ 生身のヒトではなく、ヒトの骨であった可能性が浮かび上がって来ないか？
さて、以上の観察から私は、忠生遺跡環状集落中央広場、少なくても表２の土坑にはヒトの遺
体が埋まっていなかったのではないか、と勘ぐるのですが、いかが？
中央墓坑に埋まっていたのは、生身の遺体ではない。この墓坑の多くは、ヒトの体を生のまま
埋めようがない。では、
何が埋まっていたのか？ 考えられる回答は、
別の場所で遺体処理され（一
次葬）、骨化を待って改めて拾われた骨が、土器内に納められ、土坑内に埋められたのではない
のか（二次葬）？

複数回にわたる葬法は、珍しいものでも何でもなく、複葬（考古学では再葬）

と言われている、ありふれた葬法です。
一次葬には、土中への埋葬、樹上葬、台上葬、モガリ葬、火葬、水葬、風葬、鳥葬などがあり
得ます。死者への恐れに基づき死者との関係の断絶に向う葬法です。二次葬は死者への尊崇に基
づき死体の保存に向かい、
死体の部分（例えば頭蓋骨）の永久的な儀式的利用をする葬法です（大
林太良『葬制の起源』pp.41-44、1997.9、中公文庫）
。沖縄の洗骨では、いったん埋められた死
体が発掘され、骨が洗われ、この骨が壺に納められ、葬儀が行われます。
複葬の実例は、埋め墓と詣り墓との両墓制として古来我が国に存続していますが、実は現代の
我々の間においても行われています。火葬で遺体と断絶し、骨上げ（コツアゲ）でホネを拾い、
祀り続けて三十三回忌の「弔い上げ（とむらいあげ）
」でようやく「ご先祖様」
、即ち祖霊となる
という常民の葬法です。
「弔い上げによって死霊は祖霊、即ちミタマの一つになる」
（柳田國男編
『民俗学辞典』
「先祖崇拝」p.331、1976.11、東京堂出版）
国分直一によると、複葬は「縄文時代の後期、晩期にはすでに登場している。西から東に、長崎
県北有馬村原山（現、北有馬村）の埋葬遺跡、福岡県矢幡永犬丸の貝塚、愛知県吉胡貝塚、青森
県東津軽郡野内村久栗坂（現、青森市）
、北中野天狗岱遺跡、青森県三戸群中川町平遺跡がそれで、
しばしば甕や壺の中に骨が入れられている。
」
（上掲『葬制の起源』ｐ .218）
忠生遺跡ムラにおける一次葬が土中への埋葬であったか、風葬であったか、樹上・台上のモガリ
葬であったかは定かでありませんが、中央土坑に副葬品とともに埋葬されたのは、コツアゲされた
遺骨ではなかったでしょうか。ホネと翡翠大珠、ホネと石匙、ホネが甕にということであれば、墓
坑の長径／短径／深さの寸法は合点がいきます。言い換えれば、
忠生遺跡ムラにおいてはプリミティ
ブな遺体崇拝や祖先崇拝ではなく、複雑な「未開の宗教」
、祖霊祭祀が行われていたと考えられます。
この宗教はかなり高度に考え抜かれたものだと見なければなりませんが、ここでは宗教の発展レ
ベルについて言及する余裕はありません。とりあえず、台湾総督府民生部事務嘱託の伊能嘉矩が明
治 32 年の時点で唱えた、以下のごとき宗教発展段階説を参考にして、忠生遺跡ムラの宗教レベル
を推し量ってみて下さい（後掲「表３

台湾先住民族における宗教の発展段階」参照）
。

（１）祖先崇拝――「各蕃族を通して該宗教的思想の性質は同じく祖先崇拝というべく、その儀
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式において信仰的本体の招降をなす等の慣習より推せば、宗教として具体をなしつつある
は明らか」である。
（２）第一段階（アタイヤル族、
ブヌン族、
ツオオ族）――「なお単に邀福避禍を祈る目的止まりて、
いまだ他の発達をなさず」
。
（３）第二段階（アミス族）――「福禍の邀避の他に出でざれども、その信仰的本体の定位に向
かいて、或る供物を捧ぐるごときは宗教上の儀式の一形成をなせる」
（４）第三段階（ツアリセン族、
スパヨワン族、
プユマ族）――「儀式上には犠牲的供備の発達あり、
或いは殿堂的初形の発達あり。
（伊能嘉矩『台湾蕃人事情』1899・1、p.130）
もっと重大なことがあります。大林太良『葬制の起源』は、複葬は長期間にわたる同一地の滞在
を前提としており、定住的な農耕民文化を基盤としている、と言い切っています。
「この考えは、全
世界における複葬の分布が、定住農耕民に集中していることからみてもたいへんもっともである。
」
「複葬は少なくともその大部分は、やはり農耕文化の所産と考えたほうがよい。
」
（同上 p.117）忠生
図 13

忠生遺跡Ａ１地区 67 号住居址の石棒等出土状況（写真）

（資料）
『忠生遺跡

Ａ地区（Ⅰ）』口絵
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図 14

忠生遺跡Ａ１地区 67 号住居址の石棒等出土状況（図）

（資料）
『忠生遺跡

Ａ地区（Ⅰ）』p.148

（資料）
『忠生遺跡

Ａ地区（Ⅰ）』p.148
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遺跡Ａ１地区中央墓坑の副葬品が、何故に石匙が最も多いのか、Ｂ１地区のヘソが何故に石匙であっ
たのかという謎は、この大林太良の洞察に沿って解法に向かい得る、と私は確信しています。

（３）巨大石棒焼失家屋は「家送り」跡である
忠生遺跡Ａ地区 67 号竪穴住居から発掘された巨大石棒等の出土状況は図 13、図 14 のごとく
です。この石棒の謎を解くのが本連載稿メーンテーマに他なりませんが、この住居全体が焼失家
屋である事実に注目したいと思います。石棒の表面が 1300 余の破片となって飛び散った直接的
な要因が被熱にあることは明白です。焼失家屋は 67 号だけにとどまらず、竪穴住居 149 軒中、
24 軒から多くの焼土や炭化材が出土しているのです。時期別では 24 軒中、勝坂期が 15 軒、加
曽利Ｅ期 9 軒、うち床面が確実に焼けているもの或いは炭化材の床集中が見られたものが勝坂
期 6 軒、加曽利Ｅ期 3 軒あります（
『忠生遺跡群』2006.3、p.8）
67 号竪穴住居の火災を、私は、本連載の開始に当たり（第１回論考）
、
「家送り」の跡である
と切り出しました。
「熊の魂をあの世に送り届ける熊祭（イオマンテ）は有名ですが、アイヌにはまた家送りとい
う祭祀がありました。
『人死すれば、其家をも調度をも皆焼捨てて、新たに造りて住むと云」
（立
松懐之「東遊記」
）
。
』
アイヌの考えでは万物に魂が宿っていて、タマが抜ければヒトもモノも廃物ですが、タマはあ
の世にいっても不滅です。この世とあの世とはなんら変わりなく、ただ上と下、左と右、昼と夜、
完全と不完全がアベコベの構造になっているにすぎない。そこで、この世のモノをあの世に送る
には、この世のものをアコベにする、即ち不完全にする・殺す・破壊する。生前の住居や調度は
燃やすことによって送り、あの世でヒトが改めてこの世と変わらない生活が出来るようにするわ
けです。
家送りに類似した遺風はヤマトの庶民の間にも活きています。小正月の火祭りであるトンドで
は、松や注連縄を集めて小屋を作りこの小屋を焼く、火の煙とともに元日に迎えた祖霊はあの世
図 15

アイヌの家送り

（資料）北方資料デジタルライブラリー「蝦夷島奇観
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下 26」より

に帰ってゆくと信じられています。お盆の門火は精霊の迎え送りで、この世を訪れた先祖をあの
世から迎え・送り返す行事です。ホトケは逆さ着物や逆さ屏風に囲まれ、通夜は夕方、即ちあの
世の朝に催されます。動物――例えば貝・イルカ・鰻・馬など、モノ――例えば筆・針・達磨な
どの御焚き上げ法要が営まれ、その塚が至る所に見出されます。
こうした民俗遺制から類推すると、忠生遺跡で営まれた祭祀はムラオサの死去に伴う送り祭祀
だったと考えられます（祭主は後継の新ムラオサ）
。
」
爾来２年余、この考えは全く変わっていませんが、ここで宗教論として補充をしておきたいこ
とがあります。
まず、江戸時代における「家送り」の存在証言から。
「蝦夷嶋死者ある時は、家を焼く事あり」
（間宮倫宗「北蝦夷図説」
）
。
「家は焼きすてて、又革めて作り居せり」
（阪倉源衛門「北海随筆」
）
1871 年（明治 4 年）に北海道開拓使が、
「死人有れば、其家を焼払い、他に移り候ならはし」
を禁じる命を下して以後、この風習は衰亡に向いました。オカミの目を盗んで行われるアイヌの
信仰と儀式に着目し研究したのは、二人の英国人です。一人は医者で人類学、民俗学に造詣が深
く、北海道南部のニブタニ（二風谷）に拠点を置いた N.E. マンロー（1863-1941）です。もう
一人は聖公会宣教師の J. バチェラー（1854-1944）で、主に日高地方の平取を伝道フィールド
としていました。
マンローは、遺作『アイヌの信仰とその儀式』
（原著 1968、小松哲郎訳、2002.9、国書刊行会）
で家送りを以下のように紹介しています。
「＜チセイ

ア

ライェ＞（家屋を死なせる）という古いしきたりがありました。これは、そ

の家の最年長である老女が亡くなった時には家屋を燃やしてしまうという風習でした。なぜその
ようなことをしたかと私が訊ねると、その女性があの世に行った時に住む家を送るために行って
いたということでした。これが男性の場合には、男は家屋を建てる能力があるのでその必要はな
かったようです。この風習はもうなくなってしまったようですが、それでもムカワ（鵡川）の地
域では今でもその代用とされている（小さな）家屋を建て、死者の霊魂があの世へ行っても再び
住めるようにとその家屋を燃やしています。
」
（同書 p.202）
一方、バチェラーは『アイヌの暮らしと伝承――よみがえる木霊』
（原著 1927、小松哲郎訳、
1999.1、北海道出版企画センター）で、平取のペンリ首長の母親の話を紹介しています。
ペンリ首長の母親は、死期を迎えた老女のために建てられた小さな家に暮らしていたが、やが
て亡くなった。
「そこに住んでいた故人を埋葬して弔いが終わると直ちにその家屋は燃やされる
のであった。その家屋を燃やす目的は、故人があの世へ行っても不自由なく暮らせるようにとい
う配慮が込められている。このことは奇異に聞こえるかも知れないが、これが間違いなくアイヌ
の信条なのである。
」
何故に？

宣教師のバチェラーはアニミズムとして、これを説明しています。ヤマトの常民の

間にも活きているアニミズムを理解するために、少し長い引用をお許し願います。
「アイヌは非常に敬虔な心情の持ち主であるばかりでなく、そのアミニスティックな哲学的思
考はかなり広い範疇にまで及んでいる。人びとが、存在するすべてのものに生命があると信じて
いるのは、鳥・獣・樹木・草本だけではなく、無機物にまで及んでいるのである。つまり、生命
あるものはすべて動くと考えるだけでなく、動きのあるものにはすべて生命が存在すると考える
のである。だからこそ、ふつふつと水の湧く泉、日の光にきらきらと映えて、細い流れへと移り
行く沢の水、やがて滑るように静かに流れ行く小川、そしてそれらの水を集めて激しく落ちて行
く川、空を漂う雲、ぴゅうぴゅうと吹きすさぶ風の音、篠突く雨、唸り声を上げてとおり行く嵐、
休むことなくうねり続ける大きな海、これらすべての自然現象には、裡（うち）に秘めたまこと
20

の生命が宿っていると信じられているのである。このような信条のあるが故に、先に述べた老い
た女性のために建てられる小さな家にも生命があって、その現実の形である家屋は老女の死と同
時に燃やされ、その家の生命である霊魂が天上界で老女の住まいとなるのである。この考え方に
従えば、大自然が不滅であるように、生命あるものはその善悪を問わず永遠に不滅なのである。」
（pp.128-129）
二人の英国人のほかに 1935 年（昭和 10 年）
、北海道の考古学者・北海道大学教授・河野廣
道（1905-1963）が「物送り」に対して非常に優れた理解を示しています。
「アイヌの考へ方に従へば、総ての物が生きているのであつて、それぞれ人と同様な精神生活
を営んで居り、霊がその物体を離れるのが死といふ現象であり、器具などなら破損して用をなさ
なくなった時がその死を意味する。この様な考へ方から、品物が毀れても物送り場に送り、動物
を殺しても、植物を採っても、不要の部分は総て物送り場に送るのである。そうすることによっ
て、殺した動物や毀れた器具の霊を天国に送り、祟りをまぬかれると同時に、その霊達が再びア
イヌを訪れる時にはよりよき幸を持ち来る様に祈るのである。アイヌにとって嫌なものに対して
は来ぬことを祈る。
」
（河野廣道「貝塚人骨の謎とアイヌのイオマンテ」
『人類学雑誌』50 巻 4 号、
1935、pp.17-18）
二人の英国人及び河野廣道の慧眼には敬服しますが、彼らが見損なったところを新発見し、ア
イヌの「家送り」に深い洞察を巡らした日本人研究者がいたことの方が、もっと重要です。ア
イヌ語研究の言語学者、民俗学者であった金田一京助（1882-1971）の教え子の寺久保逸彦
（1902-1971）。彼の『アイヌ叙事詩 神謡・聖伝の研究』1977.2、岩波書店）を第７回で援用し
ましたが、今度は『アイヌ民族の宗教と儀礼』
（
『寺久保逸彦著作集１』
）の要諦を紹介しましょう。
寺久保逸彦が洞察したアイヌの宗教の根本観念は、以下のごとくです。
「副葬品を何故破壊するのか。アイヌの信ずるところでは、死者の霊は、死後肉体から遊離して、
先祖たちの住む「地下の国」へ行って、ふたたび元の人間の姿となって再生する。死者の生前使
用した物――たとえば、眼鏡は、破壊されることによって、その眼鏡の霊は、形体から遊離する
ことができ、副葬されて他界に行き、元の眼鏡に再生して、死者に使われるということである。
これが、アイヌの宗教の根本観念なのである。
」
（
『アイヌ民族志』p.521）
寺久保は、大胆にも「アイヌの父」と呼ばれたバッチェラーに対して厳しい批判を展開してい
ます。「家送り」は主婦や老婆が死んだ時にだけ行われる、とバッチェラーは言っているが、広
く北海道各地のアイヌの習俗を調査すると、どっこい、そうとは限らない。
①老爺、老媼いずれが死んでも家を焼く。
（日高浦河在の杵臼、十勝高島、北見美幌）
②主婦や老婆が死んだときに焼く。
（胆振鵡川、日高沙流、釧路白糠、石川空知川筋）
③老爺が死んだ時にだけ焼く。
（十勝白人、釧路の虹別塘路）
この事実をどう認識するか？

アイヌのあの世観いかん？

「死者の他界に於ける生活は、現世そのままの連続なるが故に、この世ながらの家を必要として、
一家揃って、そこに団欒することになる。そうすれば、男女いずれが死んでも、その他界に於い
て必要とする家は、之を焼いて持たせてやらねばならないことになる。道東地方の故老の多くが
語る「男女何れの死んだ場合にも家を焼く」という形式は、恐らく、最も古い形式ではなかった
か。夫婦いずれが死んでも、先に死んだものが家を持って行けばいい訳である。
」
（傍線引用者）
さらに寺久保は、家を焼く理由を考察して、その古い→新しいを確言するのです。
「家を焼く理由としては、死霊に対する恐怖感に基づくものであることは、言を俟たない。死
霊が墓地から、元の住家に立帰って、種々の危害や災禍を、生ける人々に与えることを防止する
ためには、その帰り宿るべき家を焼却することが唯一の手段である筈である。アイヌの宗教観に
於いても、祖霊に親愛感を持ち、之を崇拝する段階は、かなり後の発達で、本来は、祖霊は恐る
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べきもの、墓地に屍を捨て去ったのを最後として、永遠に絶縁すべきもの、祭るべからざるもの
であったのである。従って、
他界に於いての生活の為に、
死者に家を持たせてやるという考え方は、
祖霊の崇拝乃至祭祀が起こってからの合理化でなければならない。
」
（同上、pp.232-233、傍線
引用者）
同じ推論を別の論文では、こう表現しています。
「この習俗の起こりは、その生前の家を焼いて、死霊が立ち帰って、祟りや禍をするのを免れ
ることにあったであろうが、その後に、家を焼いて、家の霊を添えて持たしてやるという風に、
進化していったのではないかと思う。」（アイヌ文化保存対策協議会編『アイヌ民族志』1970.4、
p.528、第一法規社、傍線引用者）
この「家送り」の発展段階説は、未開の宗教を考えるに当たって極めて重要だと思われます。
第１には、アイヌの古い考え方。墓地は、死体を遺棄 osura する所であり、詣でるところでは
なかった事実です。
◆「アイヌは死は穢れであり、従って墓場は禁忌であって、一切墓参ということをしない」
（
『金
田一京助全集』第 12 巻、p.103、1993.1、三省堂）
◆「道南の胆振や日高の各部落では、墓地では、死霊が後を追うことを恐れてか、何も死者にい
わず、慟哭の声も挙げずの帰るのだという。
」
（同上『寺久保逸彦著作集１』p.174）
◆死体は山へ投げる（raikur osura）もので、投げてしまった以上、あとを顧みず、ひたすら死
霊の追躡から逃れ、身の安全を図ろうとする。
（同上 p.195）
◆「死は恐怖であり、汚穢（おわい）であるとする観念が強い。
」
（同上 p.129）
◆「死が穢れであることは、葬式のあらゆる面に現れる。……葬式後、死者の家を焼き払う習俗
にはっきり、このことがうかがわれる。
」
（同上 p.489）
◆埋葬を終えると、墓地から帰途につくが、その際、taboo として守らなければならないことが
ある。①後を振返ってはならないこと、②途中どこへも寄り道せず、まっ直に帰らなければなら
ぬこと、③哭泣 rai-chish-kar してはならないことである。
（同上 p.195）大和の地にも「野がえり」
の作法があります。帰途他家に立ち寄ることを忌み、
家に入る際には塩を撒く等々（柳田國男『葬
送習俗事典』p.127、2014.7、河出書房新社）
。
第２には、墓参りをしなかったにもかかわらず、アイヌは祖霊祭り（シヌラッパ）を鄭重に、
繰り返し定期的に行っていた事実です。
◆「一歩深くアイヌの生活に入って見ると、祖霊に対する祭祀は極めて鄭重に営まれ来たったも
のであることを知るのである。
」
（同上『寺久保逸彦著作集１』p.43）
◆「「祖霊祭り」のことをアイヌ語で①ヌラッパ、②シヌラッパもしくはシンヌラッパ、③イチャ
ラバと三通りにいう。ヌラッパの原義は、
「涙をたくさん落とす」……シンヌラッパはシヌラッ
パを強めていった形。だから大ヌラッパすなわち「大祖霊祭り」の義となって、春・秋・冬の三
季に各戸それぞれたくさん酒をつくり、参加者も多く、大規模に営む祖零祭を意味した語と考え
られる。最後のイチャラバは原義、
「物を撒き散らし、
撒き散らしをする」……シンヌラッパは春・
秋・冬の三季に定期的に盛大に行われたものである」
（同上『アイヌ民族志』p.577）
◆「祖霊祭り」は①屋内での神々への祈り、②戸外と戸外の祖霊所（シヌラッパ・ウシ）での祖
霊たちへの祈りの二つからなる。前者は、火の神、家の守り神、家の主人の守り神の三神。後者
には戸内での六神（村の守り神、アイヌの始祖神など）と戸外の幣場で祭る四神（大幣の神、森
の立樹の神、狩猟の神、水の神）などがある。
（同上『アイヌ民族志』pp.581-582）

22

第３には、死霊と祖霊の違いです。
〔ヤマトのコトバでは新霊（あらみたま）と和霊（にぎみたま）
に相当するように思われます。
〕
◆「祖霊を意味するシンリッという概念には、死んで間もない死者の霊は入らないのではないか
と思われる。……死者の霊には、ある時日を経過しなければ、祖霊（シンリッ）の仲間入りがで
きず、したがって祖霊祭り（シヌラッパ）の対象になれないものがあるということは、よく考え
てみなければならぬことのように思われる。
」
（同上 p.578）
◆「アイヌの葬式とは――内地の葬式も恐らく、そうであろう――、死者を山野に送り、その霊
が立ち返ることのないようする宗教であろうと思う。……墓地にとどまり、あるいはその付近を
さまよって、ややもすれば、生前の住み家に未練を残して立ち帰って来るであろう恐れのある間
は、単なる死霊（ラマツ、ラマチ）ではあっても、まだ祖霊（シンリッ）と呼べるほど浄（きよ）
らかなものとなっていない。だから、祖霊の祭り（シヌラッパ）の祭りを享けられなかったので
はあるまいか。
」
（同上 p.578）
第４には、アイヌの葬法は両墓制ではないかと推測していることです。
〔この考えに私は賛同
します。〕
◆「その一方では、祖霊は、鄭重に、各家の祭壇 nusa-san の前なる祖霊祭祀幣壇 shinurapaushi で祀っていたのだから、
或る意味では、
アイヌは両墓制だといえるかも知れない。
」
（同上『寺
久保逸彦著作集１』p.172）
この第４の、アイヌの葬法は両墓制だとする考えに、賛成する理由を挙げます。
『葬制の起源』
で大林太良が紹介しているフロベリウスとシュテーアの見解にドンピシャなのです。
フロベリウス説：「未開民族が、死者を家の外に運び出して、墓穴に埋め、土をかけるのは、
死者と関係をもたないようにするためだ。これは幽霊を恐れる結果である。このような行いをす
るのは死者への恐れがまさっているからだ。これに、反して、死者への愛情と尊敬と、死者との
関係を維持しておこうという努力がまさっているときには、反対のしかたが始まり、死者をでき
るだけ保存しようとする。未開民族はいつも死者への恐れと死者への尊敬のあいだを動揺してい
るので、それに応じて、あらゆる葬式の習慣も死体の破壊と保存のあいだを動揺している。
」
シュテーア説：（フロベリウス説を前提にして、以下のように発展させた）
前者の行動様式では、死者を一回限りしかとりあつかわず。後者の行動様式では必然的に何度
も死体をとりあつかうことが必要になってくる。ここで一回かぎりの葬儀と、何回にも及ぶ葬儀
との区別がでてくる。つまり、単葬と複葬に区別だ。
」
（大林太良『葬制の起源』pp.41-42）
）
さて、以上に見たアイヌの葬式と祖霊崇拝から、忠生遺跡ムラでは複葬が行われ、何回にも及
ぶ祭祀、恐らくは時期を定めた定期的な祖霊祭が行われていたと見なせる、と思います。アイヌ
の祖霊祭は、稗酒を醸すことができる春、秋、冬の３季にわたって行われており、祖霊をあの世
から下ろし、直会（なおらい）するための酒づくりから始めたそうです。
「“ 酒を醸（かも）す ”
ということは、人間が飲むためというよりも寧ろ祭祀 kamui-nomi するためのものであり、また
祖霊祭祀をするためのものでもあった」
（同上『寺久保逸彦著作集１』p.45）
。ちなみに忠生遺跡
Ｂ１号住居からは、有孔鍔付土器（ゆうこうつばつきどき）と名付けられている酒造具が出土し
ています（第９回論考参照）
。
以上に見たアイヌの葬制を民俗モデルとして、忠生遺跡ムラの葬制を推定すると、どれくらい
のことが言い得るか？

以下は、私の仮説です。

①勝坂期３式期（5080 ～ 5000 年前）の時期、忠生ムラのムラオサが死去した。
②ムラオサの葬儀が営まれ、遺体は樹上葬、モガリ葬、風葬あるいは土葬で放擲された。
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③葬儀後、ムラオサの住まい 67 号竪穴住居は火がかけられ「家送り」された。
④家とともに、ムラオサが生前に使用していた「物」
、即ち司祭した祭祀に使用した巨大石棒
のほか、生存に必須の農耕にかかわる石器（打製石斧、小型石皿、磨石）
、穀物貯蔵土器（大型
深鉢）、酒器である無紋浅鉢、水入れである小型深鉢なども「物送り」された。
⑤「家送り」の司祭は後継ムラオサで、
「送り」の即応的な動機は、死去したムラオサの死霊
が立ち帰って、祟りや禍をするのを免れることだったであろう。あるいは、この時点で「送り」
の高次の反省的意義づけとして、他界における生活のために、家や物を焼いて、その霊を添えて
持たしてやるという考え方が芽生えていたかもしれない。
⑥付近の森で樹上、或いは土中に放擲された死体は、一定期間を経て風化した骨が拾われ、環状
集落中央の土坑に副葬品とともに埋葬する二次葬が行われたであろう。二次葬における副葬品は、
あの世で、この世と同様に生活している旧ムラオサの生活に支障のないように最重要生活品を持た
してやるという考え方に従ったものであったろう。翡翠大珠や石匙（耕作具）などがその類である。
⑦環状集落竪穴住居は、勝坂期１式期（5320 ～ 5380 年前）１軒、勝坂期２式期（5380 ～
5280 年前）９軒、勝坂期３式期 16 軒（5080 ～ 5000 年前）が掘り出されているから、１～
３式期合計 26 軒で、67 号住居以前に少なくとも 200 ～ 300 年の時間が経過している。20 ～
30 年をムラオサの任期と見なせば、10 代にわたる先輩ムラオが、67 号住居ムラオサ以前に二
次葬で葬られていた。即ち 67 号住居ムラオサは忠生ムラの新参者だったと見なせるだろう。以
上のように仮定すると、67 号住居ムラオサは 10 代の先輩ムラオとともに「祖霊」として祭ら
れることになったと見られる。
⑧祖霊祭祀が定期的に行われていたのは間違いないが、果たして忠生ムラの何処で行われてい
たかは不明だ。一つには中央墓坑の祭壇、二つにはアイヌのように竪穴住居屋内が想定される。
もう一つ有力なのは、私が第 10 回連載稿で書いた中央広場の第４号（４建）
、第５号（５建）
の掘立柱建物。
「４建と５建はともに、棟持ち柱をもった神明造りの建物である。４建の方は、
切妻造、平入りである。……遺構分布図で見て、正面入り口が右上（北東）か左下（南西）かは
即断できない。一方、５建の方も、切妻造、平入りである。正面入り口は、墓坑中央の位置が左
上（北西）にあるところから、墓坑中央を拝む形と見られ、右下にあったであろう。
」
「神明造り
は伊勢神宮の類型である。神明造りの特徴をあげれば、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」
。柱穴の上屋は備蓄倉庫＝穂倉（ほ
くら）であり、かつ祭祀用の祠（ほこら）であった可能性が極めて高い。

表３
発展段階

台湾先住民族における宗教の発展段階

台湾先住民族

第１段階

タイヤル族、ブヌン族、ツォオ族

第２段階

アミ族

第３段階

宗教的思想の発達程度
単に邀福避禍を祈る

邀福避禍を祈る＋供物を捧げる。パリシという宗教的作法
を形成
ツァリセン族、スパヨワン族、プユマ パリシという宗教的作法が発達。また犠牲的供備、殿堂的
族
初形が発達

注：パリシ（Parisi）とは、
「斎戒、祓除もしくは禁厭という意義を抱合、含有せるものにして、祭祀の儀式に際して斎戒を
なし、または疾病あるときは禁圧を行い、死者あるときは秡除（はらえ）を為す等すべてを概括していう」。
（資料）伊能嘉矩、粟野伝之亟『台湾蕃人事情』明治 32 年 1 月 9 日復命書、復刻版 p.130
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図 16

台湾先住民社会における通過儀礼図

（資料）台湾先住民史料から筆者作成

３．台湾先住民・アイヌ・縄文人の「あの世」と「この世」
以上の仮説から、もう一歩踏み込んで、忠生ムラで行われていた祖霊祭祀の具体的な姿を試論
として描き出したいのですが、それにはアイヌ民族のほかに台湾先住民族の「あの世」と「この
世」の観念を見る必要があります。
さきに見たところながら、台湾先住民族社会の場合、宗教の発生が以下のように総括的に観察
されています（台湾民生部事務嘱託・伊能嘉矩の後藤新平民生長官への復命書、明治 32 年 1 月
9 日、p.127）
。
①ヒトの死後、魂魄は不滅なり。
②夢は死魂の顕体（生体）に接する現象なり。
③ヒトの死魂は時として悪魔のごとき働きをなす。
④この死魂の崇孽（わざわい）を駆除し得るものは祖先の霊魂なり。
⑤而（しこう）して祖先の霊魂は同時に邀福（招福）に必要なる能力を有す。
帰結するところは、避禍邀福のために祖先の霊魂を祭る。うち最も重大な祭祖の儀式が、祖霊
の冥護にかかわる豊凶、
穀物の熟否であって、
種まき時の祈願祭、
収穫時の感謝祭に他なりません。
以上は、台湾先住民族の宗教を総括したものですが、各族を個別に見ると違いがあり、台湾先
住民族各族には「宗教の発展段階」の違いがあるとも報告されています（表３）
。
台湾先住民族においては、生と死、この世とあの世は、どのように観念されていたのか？
「高砂族（台湾先住民族）は、一の例外もなく霊魂の不滅を信じて居る。即ち、人間は死ぬが、
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それは肉体が死滅するに過ぎぬのであって、霊魂は永久に此の世にとどまり、祖先の霊とともに
子孫の行為を照覧するものであるとして居る。而してタイヤル族はこれを名づけてオットフと
云って居る。」
（大形太郎『高砂族』1942.12、育成社弘道閣、p.30）
私が先般作図した「台湾先住民族における通過儀礼図」を再掲載します（図 16）
。これを一瞥
されると分かりやすいでしょう。「通過儀礼とは、人間が一つの状態から他の状態へ、あるいは
一つ段階ら他の段階へ移行するとき、それをしるしづける儀礼であるといってよい。誕生とか出
生の場合は生まれる前のいわば胎児の状態から、オギャーと生まれてこの世の人間になる、そう
いう重要な移行をあらわしている。それに対して葬儀の場合は、現世の人間から他界の人間、つ
まり生から死者へ移行するという意味合いをもった通過儀礼なのである。
（大林太良
」
「葬送儀礼」、
前掲木村尚三郎編『生と死Ⅱ』所収 p.80）
タイヤル族は、人間にはオットフが宿っていると信じています。オットフは人間が死ぬと体か
ら離れ、神に相当するものになります。神の中にも善悪二神があって、善魂の神をバラックオッ
トフと言い、悪魂の神をヤッカ・イオットフと言います。幸福を授けるのは前者、災禍を与える
が後者です。（森丑之助『台湾蕃族志』大正 6 年３月、台湾日日新報社、p.279）
善神たるか悪神たるかの峻別は、虹橋において行われます。あの世のシロン〔＝海・池の彼方〕
には橋がかかっています。
「虹がそれである。オットフは、その虹の橋を渡ってあの世に赴くの
であるが、男なれば生前馘首（首狩）をしたことがないもの、女なれば機織をよくしなかったも
ののオットフは虹の橋を渡ってアトハンに入ることができない。そうしたオットフは途中から引
き返してきて、人界にさ迷っている。それが悪いオットフであり、無事にアトハンに入ることの
できたオットフが善きオットフなのである。
」
（小泉鉄『蕃郷風物史』1933 年、建設社、p.65）
善行を積んだ者は極楽に赴き、祖先のオットフと共に楽しく暮らす、悪行を積んだ者はヤッカ・
イオットフの住家、即ち地獄で永久の苦悩があるばかり。
（同上『高砂族』p.38-39）
あの世にあってイレズミは、虹の橋を渡って天国＝極楽に赴き善神となるためのパスポートの
役割をはたしていて、イレズミのないものは虹の橋から墜落して、地獄に落ちて悪神となる運命
を課されていたのです。通過儀礼の円環からのスピンオフは、この世にあっても、あの世にあっ
てもあったわけです。イレズミをいれられなかった者は、この世では無能者として軽侮を受け結
婚できず、あの世でもまた天国＝極楽にいけず、悪霊と化して永久の苦行にさいなまれるばかり
です。
一方、アイヌの「あの世」と「この世」の考えは、どうなっていたか？

寺久保逸彦の証言を

まとめると、以下のごとくです。
◇死者は地下に行き、その他界を「地下の国」
（ポクナ・モシリ）と呼ぶ。普通の死者は、こ
こに赴く。
◇「地下の国」のそのまた下には、
「じめじめした地下の国」
（テイネ・ポクナモシリ）がある。
ここは、この世で悪い行いをした者が落とされるところで、永遠に復活再生できない。
◇「地下の国」（ポクナ・モシリ）は、
「上方の国」
（この世、カンナ・モシリ）と同じで、こ
の世そのままの世界であり、この人の世そのままの連続である。
◇他界の人口の増大はこの世からの死者の訪れにより、減少は現世への再生（生まれかわり）
によって起こる。
◇他界の季節は現世と逆で、夏は冬、冬は夏となる。また、現世と他界は昼夜が逆になる。
（同上、『寺久保逸彦著作集１』pp.113-116、
『アイヌ民族志』pp.489-490）
台湾先住民族とアイヌとの「あの世」と「この世」を比較してみましょう。
台湾先住民族とアイヌとも「あの世」の存在を信じており、
ヒトの魂魄（タマシイ）は死後に「あ
の世」に行き、
その後、
また「あの世」から「この世」に立ち返ってくるという、
魂魄（タマシイ）
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図 17

アイヌと沖縄の「あの世」と「この世」

（衆生〔しゅじょう〕＝一切の生きとし生けるもの）

（資料）
『梅原猛著作集 17

人類哲学の創造』（p.333、2001.12、小学館）

の不変性を信じています。
「死後も生が続くのだという確信は宗教が贈る最高の贈り物である」
（マ
リノフスキ）
。台湾先住民族にもアイヌにも、
祖霊崇拝に基づく宗教が存在したと言えます。また、
台湾先住民族とアイヌには、
「地獄に落ちて悪神となる」
、悪者は「地下の国」に落とされるとい
う、因果応報の考えも認められます。
その一方、
両者の違いもあります。最も顕著なのは、
あの世の構造であって、
アイヌの
「あの世」
が「この世」とアベコベであることです。夏と冬、昼と夜のほかに上と下、右と左など、お互い
が裏返しの、逆転の関係になっています。あの世ではすべてがこの世と逆の関係にあるとの考え
は、シベリアのアルタイ系民族にも認められ、北方系統のあの世界観のようです。
（山田孝子『ア
イヌの世界観』1994.8、p.51、講談社選書メチエ）
「日本人のあの世観」を著した哲学者梅原猛（1925-2019）は、アイヌと沖縄の「あの世」観
を四つの命題に集約しています（同上 pp.328-333）
。
①あの世は、この世とまったくあべこべの世界であるが、この世とあまり変わらない。
②人が死ぬと魂は肉体を離れて、あの世にいって神になる。したがって、ほとんどすべての人
間は、死後あの世へいき、あの世で待っている先祖の霊と一緒に暮らす。
③人間ばかりか、すべての生きるものには魂があり、死ねば、その魂は肉体を離れてあの世へ
行ける。
④あの世でしばらく滞在した魂はやがてこの世へかえってくる。誕生とはあの世の魂の再生に
すぎない。
以上の四つの命題を図式化したものが図 17 です。梅原猛は、この「あの世観」を、
「おそら
くは弥生時代以前から日本に存在している「あの世」観をもっとも純粋なかたちで残しているも
のと考えざるをえません」と断じています。
（同上 p.328）
私は、この梅原猛説に賛同して、第１回論考以来、忠生遺跡の発掘遺物を考察し続けています。
忠生遺跡ムラで信仰されていた宗教は、
こうした構造をもっていたに違いないと推測します。
「死
人有れば、其家を焼払い、他に移り候ならはし」であるところの「家送り」は、四つの命題に集
約化された「あの世」観の中でこそパーフェクトに理解可能だと確信します。

27

３．台湾先住民社会とアイヌ社会における呪術
（１）呪術には私的呪術と公的呪術とがある
呪術は、まやかしではない、
呪術者はペテン師ではない。トロブリアンド島の「未開人の性生活」
を「参与観察」したマリノフスキは、島民の生活にとって呪術は極めて重要なものであり、その
成果を安全確実に収め得ないような大事な活動や事業に不可欠なものだと証言しています。
「呪術は現実性生活の特殊な一面であって、その成果を安全確実に収め得ないような大事な活
動や事業には、不可欠なものと考えられている。かくして、園芸、漁撈、カヌーの製造、貴重な
貝の採取のための潜水、風や天候の調整、戦争、恋愛や魅力の問題、海上の安全や事業の成功、
そして健康か敵に病をもたらすことなどに際して、原住民は呪術にうったえる。幸運か失敗か、
死か繁栄か、健康か病気か、そのいずれに帰着するかは、主として正しい呪術が、正しい状況で、
正しく適用されるかどうかにかかっている、と考えられまた信じられている。
」
（同上『未開人の
性生活』p.47）
呪術はまやかしだ、呪術者はペテン師だと明言したものの、J.G. フレーザーの研究はより広く、
より深い。世界諸地域の類感呪術（類似の法則）と感染呪術（接触の法則）とを克明に検討して、
呪術はほとんど私的呪術、すなわち個人の利害を目的として行われる呪術儀礼や呪文である、と
証言している事実には注目しないわけにはいきません（神成利男訳、同上 p.154）
。
類感呪術（類似の法則）の典型例は、日本の民俗例では丑時参（うしのときまいり）です。丑
の刻（午前 1 時～ 3 時頃）に憎き相手に見立てた藁人形に釘を打ち込む。また、感染呪術（接
触の法則）の典型例は、埋甕であって、甕には幼児が埋葬されていた。竪穴住居の出入口に夭折
した子供が葬られたのは、お母さんの股間から再びお腹に戻って生まれ直してもらいなさいとい
う切ない願いだったでしょう（第２回論考参照）
。
類感呪術にしろ、感染呪術にしろ、呪術は個人の利害を目的として行われる私的性格を帯びて
おり、ヒトが幸運か失敗か、死か繁栄か、健康か病気かなどの局面に直面した時に頼りとすれば、
ピンチをクリアする勇気を与えてくれるマジナイ、英語で言えばマジックです。ヒトの絶対的無
力を集団的、公共的に乗り越える聖なる信仰である宗教とは根本的に異なって、マジックは個人
的な俗なる信心なのです。日本人の日常坐臥に見え隠れしている呪術をあげれば、御神籤やお守
り、破魔矢・破魔弓、ダルマや招き猫、桐箱の臍の緒や戌の日の腹帯（岩田帯）
、小児の疳（かん）
の虫封じや茅の輪くぐり……。
病気治療は私的呪術の典型です。病気は、苦しみも悩みも極めて個人的なものであって、治療
も徹頭徹尾、私的な性格を帯びています。未開社会において個々人の運命を決める最も重大な要
因は健康・病気だったでしょう。京都大学総合博物館の展示によると野生チンパンジーは薬草を
摂取するそうですし、犬や猫でも体の調子の悪いときは草を食べます。未開人が薬草についての
知識があったのは確実です。
しかし、
薬草や休息など彼らの医療知識では対応できない病状に陥っ
た時にどうするのか？

未開社会においては呪術師が医師を兼ねていて（呪術医＝ウィッチドク

ター）、呪術という医術によって共同体の個々人の健康を保障していたのです。この国では古来、
薬師如来というありがたい仏様がありました。医療が高度に発展した現代にあっても、治療が医
学の限界に突き当たり、医者に見離された状態にたち至ったときは、僥倖を祈り、己の気力を奮
い立たせてくれる、呪術に頼るしかありません。
しかしながら、その一方でフレーザーは、野生の社会においては、公的呪術とでも言うべきも
のが一般に見られるとも洞察しているのです。
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図 18

藤内遺跡の天文図象

（深鉢に描かれた文様を、「天文図象」として解読している）

（資料）
『富士見町史

上巻』1991.3、p.431 小林公明稿、富士見町教育委員会

「それは共同体全体の利益を目的として行われる呪術である。この種の儀式が共通の儀式のた
めに行われる所では、呪術は単なる個人的実践者にとどまらず、ある程度公的な職能を有するに
至る」（同上 p.154）
。
公的呪術の代表は、風雨、地震、天象に対する祈りであって、万人の生活にかかわります。
「公
的呪術師が部族の幸福のために行う諸行事の中で主要なものの一つは天候の支配すること、特に
充分な降雨をもたらすことである。
」
（p.176）
。ということで、フレーザーは、世界各国未開社
会の「類感呪術または模倣呪術による雨乞いの例」を延々と挙げていっています（訳書にして計
36 ページ）。
「彼は太陽を照らさせ、また日没を早めたり遅らせたりすることができると考えている」
（事例
計 5 ページ）。「さらに野生人は、風を起こしたり静めたりすることができると考えている」
（事
例計 7 ページ）
。
そして、論断するのです。
「以上の諸例は多く土地の諸民族において呪術が人類の利益のために、自然の偉大な力を支配
しようと主張してきたことを如実に示している。そうだとすれば呪術の実践者は、その途方もな
い主張を真実と思いこんでいる社会において、重要で影響力のある人物になるのは当然であり、
また彼らが受ける名声とそれが与える畏怖心によって、軽信的な人々に君臨する地位に就く者
が現れるのも不思議ではない。事実、呪術師はしばしば首長や王に昇格したようである」
（同上
p.223）（事例 51 ページ）
。
この一事例には「ミカド」が挙がっています。
「日本の皇帝ミカドは太陽の女神、すなわち神々
も人間も含めた宇宙を支配する神の化身とされている。
」
（同上 p.272）
日本の縄文時代中期の社会での天文観測については、小林公明によって長野県富士見町井戸尻
考古館付近で追跡観測されていて、出土土器文様と照合した図像学が試みられています（図 18
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参照）。「〔縄文時代〕中期おける天文観測と陰陽暦の水準は、きわめて高度なものと推察せざる
をえない。そして井戸尻のその家の主こそが、天文の観測者であり、暦を司り、農事の時を告げ
る者であったに相違ない。その時分、八ヶ岳の山麓に展開していた部族最高指導者である。古事
記でいえば、月の満ち欠けを読んで日を数える月読命（つきよみのみこと）にこそ相当する人物
だ。」（『富士見町史上巻』p.431）
。

（２）台湾先住民における病気呪術と天象呪術
ここでは、未開社会である台湾先住民社会とアイヌ社会において、具体的に病気に対してどの
ような私的呪術が行われていたか、また降雨、地震、天象、気象がどのように考えられ、どのよ
うな公的呪術が実行されていたかを見ていきたいと思います。台湾先住民社会とアイヌ社会も縄
文時代中期中葉の忠生遺跡ムラも共に「近代科学の恩恵に浴さない未開人」の社会でした。台湾
先住民社会とアイヌ社会において行われていたのと似たような呪術が、縄文時代中期中葉の忠生
遺跡ムラにおいても行われていたとする推察が許されない道理はない。100 年ほど前の未開人
のアタマを借りて、4000-4500 年ほど前の縄文人のアタマの中を推測してみるという手法です。

〔１〕台湾先住民社会における病気呪術
明治 32 年１月９日付の伊能嘉矩の報告『台湾蕃人事情』は、疾病について概略、以下のよう
に伝えています。
台湾原住民社会において最も普通の病はマラリヤ、次いで眼病、胃腸病、外傷化膿、呼吸病、
甲状腺腫である。生まれて３、４歳までに病死するものがすこぶる多く、老人は病にかかれば死
亡すべき覚悟をし、子弟もこれを放置して省みない。疾病の原因は各族ともに死塊の祟りに帰し
て、 治療はほとんど迷信のほかにはない。草木の葉で病人の身辺を払ったり、身体を按摩した
りする。進んで吸引治療や、草木葉の生かじりし、煎じて服用、傷に脂肪類を火で炙って塗布す
るなどの方法も見られる。また、
天然痘などの流行病には隔離法で伝染を防いでいるが 10 人中 8、
9 人は死亡している。
（同上『台湾蕃人事情』p.125）
台湾の最高峰・新高山の支脈の阿里山に占拠するツォオの疾病の祈祷には 4 種の区別があった
そうです（伊能嘉矩「台湾ツォオ蕃族に行はるる疾病の祈祷及び死者の埋葬」
『東京人類学雑誌』
290 号、明治 43.5.20）
。同報告には、図 19 のごとき写真が併載されています。
①老巫は、まず酒と米を盛った新しい竹筒を取って祖霊に捧げる。次いで両手に茅草の茎各１
支携え、病者の身辺を払う。これがおわると、酒と米を屋外に棄てる。
②酒を盛った器を病者に持たせ、老巫は、左手で病者の頭部を押さえ呪語を念じ、右手で茅茎
を採って病者の身辺を払う。これを終わると、酒を外に棄てる。
③竹筒に水を盛り、口に呪語を念じ、木の葉を水に浸して、病者の身辺を払う。終わると、籐
製の円い箕の中の米と粟を子供に分け与える。
④病によっては、老巫は木の葉で病者の患部を払い、葉中より砂粒大の何者かを取り出し、病
根を除き去ったとして病者の心を安んじることもある。
また、台湾の東部の台東地方に分布するアミ族においては、疾病は悪魔（kawas）のせいだと
して巫者を呼んで、禳除を行ってもらう。その時、南部の巫者は酒を地に灌ぎ両手に芭蕉の葉を
携え口に呪語を唱えて病者の周囲を払う。北部の巫者は医師を兼ねたものらしく、病者の身体を
按摩した後に、患部に己の唇頭を接して吸引すること数次、口中より種々の物質を吐き出し、患
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図 19

図 20

台湾ツォオ蕃族における疾病の祈祷

（資料）
『東京人類学雑誌』290 号、明治 43.5.20）

図 21

卜瓢

（資料）『番族慣習調査報告書』第５巻ノ１（1920・3、p.51）

ツォオ族の祈祷

「蕃人の疾病は概ね祈祷を行ひ病魔を駆除するの風あり。此種族の祈祷者は多く男子にしてルイホと称し巫覡の術を行ふ。
病者に祈祷するには種々の方法あれど広く用ひらるる普通の方法は、タバニヨウなる草の葉を手に持ち病者の頭上及び患部
に振りつつ呪文を唱へて祈祷す。此図ルイホが一婦人に対し此祈祷を行へるものなり。」
（資料）森丑之介『台湾蕃族図譜 第２巻』 1915.9 臨時台湾旧慣調査会
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部より吸引したものだとして、これを示す。
（伊能嘉矩「台湾アミ土蕃に行はるる一種の治療法」
『東京人類学雑誌』159 号、明治 32.6.20）
コトバでの説明よりも具体的イメージが大切です。未開社会における病気に対する呪術がいか
なるものかを想起していただくために、図 19 のごとき写真を、他の調査報告書から、あと２点
複写しておきます（図 20、図 21 参照）
。

〔２〕伝染病に対して呪術は無力である
流行病に対する対処は、根本的に異なります。何故なら、伝染病は個人的、私的なものではな
く、公的な性格を帯びたものだからです。
｢天然痘をば、Tamatsongo-no-hhitsu（悪魔の病）と呼び、之を忌怖すること最も甚だしく、
社内に於て、一人の同患者を発すれば、未だ該病に罹らざる社衆は、悉く他の山中に逃避し、甚
だしきは、その家族すらも、独り病者を家に残して離隔するに至ります、さうして此病魔は、雄
鶏の声を聞けば追踪し至るとの迷信を伝へ、之を殺して去る風もあるといひます。
｣（同上）
大正期に台湾総督府内の調査機関で刊行された台湾原住諸民族に関する報告書『台湾番族慣習
研究

第１巻』
（
「疾病の圧勝」
）では、伝染病への対処法を以下のように観察しています。伊能

嘉矩「台湾ツォオ蕃族に行はるる疾病の祈祷及び死者の埋葬」
『東京人類学雑誌』290 号、明治
43.5.20）。
「伝染病あるときは之と火を共にせず又は食を同じくせず。或は又家族自ら他に避難し又は病
者を数丁を距つる小屋に移し敢えて接近せず。殊に天然痘、赤痢等に冒されたる者あるときは巫
師の圧勝も効力なきものとし必ず之を遠方に隔離し甚だしきは全社挙げて他地に移るものあり。
而して患者には数日の食糧と用水及薪材とを与へ放任して顧みず。之が為に斃死絶息することあ
るも一般に敢て惨酷を以って目するものなし。蓋し、医術治病の術なき之に因りて伝染を拒くの
外其途なきに因るものなるべし」
（同上、p.293）

〔３〕台湾先住民社会における祈雨求旱、地震、天象についての呪術
◇祈雨求旱の呪術
祈雨
アタイヤル族では、挙社一同盛装して付近の河畔に集合し、各自衣服を脱ぎ数回河水に投げ入
れ、天に向っ手を挙げ雨を招く。そのまま河原に露宿し、夜に入って盛んに篝火をたく。
ブヌン族では、男子が手に草葉を持ち、土器に入れた水に浸して屋上に登り、天に向ってその
水を散布しつつ、
「雨降れ、雨降れ、と連呼する。

求旱
ブヌン族中の

Take-Vukun

及び Take-Vanon 両部族では、蕃社内の男子、各々手に炬火を

携え、屋上に登ってこれを打ち振る。Take-Vuwatan 部族では、男子の頭髪三四本を切り、これ
を屋根裏に吊して焼く風がある。ツォウ族には草を炬火の中に入れて焼き、その上を盛装した女
が５、６回飛び越え、その後にその灰を収めて家に蔵すれば、必ず雨がやむという俗伝がある。
要するに、雨を祈る儀式は水に縁故のある手段をとり、旱を求む儀式は火に縁故のある手段を
とる。（伊能嘉矩「台湾土蕃の祈雨求旱」
『東京人類学会雑誌』260 号、明治 40.11.20 号）

◇地震についての迷信
（アタイヤル族）土地の中に大きい鯉がいて、そこに時々大蜂が飛んできて刺すため、鯉は身
を震わしてこれを追い払う。これが即ち地震である。
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（ブヌン族）土地の中に牛のごとき巨大なる生き物が棲んでいて、
折ふしい起きあがろうとする、
その時、土地が揺るぐのである。
（ツァリセン族）南部の主山中に悪魔が棲息していて、人が近づくのを忌み嫌い、もしも近づ
くと怒を発して地を振動せしむるのである。
（伊能嘉矩「地震に関する台湾土蕃の伝説」
『東京人類学会雑誌』241 号、明治 39.4.20 号）

◇天象についての呪術
日蝕、月蝕
日月の触、または彗星などの出現を、凶事の前兆または悪疫流行か、社の頭目・勢力者の死没
するような災厄があるとして、諸注意を払い謹慎する風がある。

月暈
月の暈（かさ）がたびたび出現するのは洪水の前兆である。

虹
虹は祖先の霊が架けた天界の橋である。死んで祖先の霊が安住する冥府に赴くのに、この虹の
橋を渡らなくてはならない。罪業の深いものは、橋の途中で転倒し、底知れぬ地獄に落ちる。
（森丑之介『台湾蕃族史

第１巻』pp.276-278）

◇天候の不順に対する呪術
天候の不順に対する対しては、巫師をして祈雨、祈晴、その他の圧勝を行なわしむるもの多し。
その方法は各族区々たりといえども、形式は一般的圧勝と異なる所なく、神に供物を為し、また
は犠牲を屠りて祈祷をなすを主とする。タイヤル族等においては一斉またこれに和して天に祈る
を例とす」（同上『台湾番族慣習研究

第１巻』.298）

〔４〕台湾先住民社会における卜占、呪詛、タブー
台湾先住民族の祈祷の主なものは、病気平癒と晴雨を乞う祈祷ですが、他に以下のような呪術
があります。
◇吉凶を卜する卜占には、鳥占と夢占の方法がある。
◇呪詛があり、
（イ）不吉不浄を祓い、禍を転ぜんとする場合、
（ロ）侮辱、虐待、横領、殺傷等
の怨を報ぜんとする場合に行われる。
◇否定的呪術（禁忌＝タブー）――オットフの御意に背反すると立ちどころに災厄を招くと信じ
て疑わない。例えば、
（イ）男子は婦女の用いる器具に触れてはならぬ、
（ロ）祭祀、狩猟、出草
（首狩）中には麻に触れてはならぬ、
（ハ）火は年中絶ってはならぬ等々。
（同上『高砂族』p.32-37）
蛇足ながら、タブーは、われわれの周囲にも存在するようですネ。
・夜、口笛を吹いてはならない。
・三人で一緒に写真を撮ってはならない（真ん中の人に災いが起こる）
。
・夜爪を切ると、親の死に目に会えない。
・くしゃみをするとき、他人が噂をしている。
・食事をしたあとすぐ横になると牛になる。
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（３）アイヌにおける病気呪術と天象呪術
〔１〕アイヌ社会における病気に対する呪術
解剖学者・人類学者の児玉作左衛門（1895-1970）たちがアイヌの病気と治療について書い
たものから見ていきたいと思います（
『アイヌ民族誌』1970.4、第一法規社所収）
。

◇アイヌの病気
明治 25 ～ 28 年に、アイヌの病気を医学的に観察した記録が残されています。観察者は関場
不二彦博士です。
①慢性リウマチ→内科疾患で最も多い。②梅毒→非常に多い。③肺結核→極めて多く、概ね死
亡する。④胃潰瘍と胃癌→稀である。⑤酒精→酒のために病気になったということは余り聞かな
い。⑥皮膚病→想像するほど多くない。⑦イム（特有の精神的状態）→蛇に関する刺激で起こり、
女性に多い。

◇病気の原因についてのアイヌの考え
病気の原因は次のように考えられています。
①神が与えた罰、神罰である。②祖先が行った罪業の応報である。③悪神、悪霊が与えた危害
である。④嫉妬するものが呪う祟りである。⑤腸の中にいる虫のために起こる。

◇エカエカ（護符）と霊薬
病気になった時は、魔除け・護符であるエカエカを身に付けて病魔を追い払います。
①エカエカは、白糸と黒糸、ときに白糸と赤糸を寄り合わせて作った細い紐。
②女にさせるもので、普通は白黒の木綿を右よりにする。長さは手首に巻きつけるものは二巻
きくらい、首にかけるものは下端が胸の上部にあるくらい。
③エカエカに魂（ラマツ）を入れるには、エカエカの両端に火をつけてもみ消す。
④首に下げるエカエカにはセッパ（鍔）を付けるが、この呪の威力で病魔が退散すると信じら
れている。
⑤病気になれば、エカエカをつけたり、いろいろな木皮草根の霊薬を用いたりして苦痛から逃
れようとする。
図 22

エカエカ（上は首にかける、下は腕に巻く）

（資料）前掲『アイヌ民族誌』p.616

34

◇祈祷と巫術
①エカエカをつけ、木皮草根の霊薬を用いても効験がないいときは、酋長に家に来てもらい、
火の神に祈りを捧げる。酋長はイナウを立て、火の神に憐れみを乞い除病を懇願する。
②ズスクル（巫術師、たいてい女）を招いて悪魔はらいをしてもらうこともある。ズスクルは
病人に祈祷を捧げ、宣託をさずける（ズス）
。
③宣託は、( ⅰ ) どんな薬がいいか、( ⅱ ) 薬はどの方角にあるか、( ⅲ ) 何の祟りか、( ⅳ ) 直
るか直らないか、など。
④重病なら病魔退散の行動に出る。いけまの根を噛んで液汁を病人の体や寝具に撒き散らし、
家の内壁、外壁に吐きかける。また、マキリや刀を持って病人の周りを踊り廻り、悪霊を病人の
体外、家外、村外に追い出す。種痘流行の場合は、村人全員で、この行動に出る。
⑤病魔に対して無力なことを察するや、病者を放棄し、家を棄てて山中に逃避する。この時、
顔に鍋墨を塗り、藁束で足跡を消し、病魔の追跡を避ける。
（以上、児玉作左衛門「病気と治療」より）
なお、悪魔はらいの儀式（肺結核の治療法）を、以下に写真で紹介しておきます。これは医者、
考古学者、人類学者のイギリス人Ｎ . Ｇ . マンロー（1863 － 1942）の著書『アイヌの信仰と其
の儀式』からの転用です。
図 23

悪魔祓いの儀式：肺結核の治療法

（資料）Ｎ . Ｇ . マンロー、小松哲郎訳『アイヌの信仰と其の儀式』（2002.9、国書刊行会）
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〔２〕アイヌ社会における祈雨求旱、地震、天象についての呪術
◇「照る照る坊主」式の天気まじない
雨天が長く続いた時に笊（ざる）を屋外に出す。祈り言葉は「いま火の神に頼んでこの笊を持っ
てきたから、雨の神はこの笊に一杯になるように雨を降らすがよい」
。そして、この笊を雨が晴
れるまで屋外に放置する。

◇雨乞い
雨乞いの時は、大雨の時に生まれた「雨降り子」を頼りとした。
「雨降り子」が一言「雨降れ」
というだけで雨が降り出すと信じられていた。上士幌や美幌のアイヌは、干天続きの時は、天気
の悪い日に生まれた子供を裸にして川に連れ出し、あるいは庭先に出して、水を浴びせて、雨を
降らせと繰り返し言って命令する。

◇地震に際のまじない
釧路の屈斜路のコタンでは、地震が始まると、家の中で男女共にマキリやタシロなどの刃物を
抜き払い、炉の中に突き刺して口々にイッケフ、イッケフ（腰、腰）と唱えながら前後に動かし、
地中にいる魔物の腰に刃物を刺して暴れるのを懲らしめる。地震がさらに激しくなると、危険を
避けて屋外に出て、今度は地面に刃物を刺して、激しくなるほど力強く刺してイッケフ（腰）を
連呼する。

◇雷に対するまじない
旭川地方では、鮭の骨や下顎の干したものを炉の火にくべて雷がやむのを待った。虻田では乾
魚、日高三石はシドイの木や昆布を火にくべて雷があばれないよう頼む。

◇大風の時のまじない
家屋を揺るがすような大風が吹き出すと、二風谷地方では、男たちは家の中で梁にぶら下がり、
家の神に力を出せと連呼する。また時によっては、梁から刃物を磨ぐ時に使う堅い砥石を下に、
柔らかい砥石を上に二枚重ねて縛って吊るして、家の神に力を出せと連呼することもある。
（以上、犬飼哲夫「呪術・巫術」より）

〔３〕アイヌ社会における巫女
アイヌ人学者の知里真志保は、アイヌの酋長は例外なくシャマンであったと言っています。こ
れに対して金田一京助の教え子で、アイヌ叙事詩＝神謡・聖伝の研究家の寺久保逸彦は、この知
里真志保に「到底賛成することは出来ない」と、断固否定しています。
「アイヌの宗教に於いては（少なくとも、現在の我々の調査資料や、古文献等の研究上からは）、
神々に木幣 inau を供え、神祷詞

Kamui-nomi-itak

を捧げることは、男子のみがやることであ

り、女子はこれに参与するのが認められないのが常である。女子は身の汚れたものとして、神々
を祀ることなどは、常に遠慮すべきものだという考えが強いからである。しかし、巫呪（ふしゅ
う）のことになると、これに関与するものは、主として女子である。
」
（寺久保逸彦『アイヌ叙事
詩

神謡・聖伝の研究』pp.9-10、1977、岩波書店）

要するに、酋長や司祭は男で、シャマンは女である場合が多い、現に男のシャマンは少なく、
女のシャマンが多いではないか、と反論しているわけです。
「アイヌの世界観」の研究家・山田
孝子も「巫術、呪術を行使する力は女性のジェンダーにあると考えられている」
「シャマンは、
女性が一般的である」と寺久保逸彦に賛同しています（同上『アイヌの世界観』pp.98-99）
。
この男女のすみわけは、台湾先住民社会でも見られるところで、縄文社会の宗教と呪術
を 考 え る 場 合 に 是 非 と も 踏 ま え て お く べ き こ と で あ る、 と 思 わ れ ま す。 ３ 世 紀、 邪 馬 台
国 の 卑 弥 呼 を モ デ ル に し て、 縄 文 の 女 神 像 を 研 究 し て い る 縄 文 学 者 も 少 な く あ り ま せ ん
36

が、祭政一致の権力者である卑弥呼を縄文宗教・呪術の原像とするにはミスマッチだ、と私は思
います。縄文中期社会においては宗教と呪術を別物としてとらえるべきであると同時に、司祭と
巫呪＝呪者とは分けて考えなければなりません。
では、アイヌの巫呪（ふしゅう or ふじゅ）は何をする人かというと、二つの側面があります。
一つは、人を呪う方面。しかし、これは、
「アイヌの故老などに訊ねても、顔色をかえるほど
であるから、外来者には到底窺い得ないものである」から、とらえ難い。
もう一つは、
「吉凶禍福を占う」方面。これは研究可能です。寺久保逸彦曰く―
「吉凶禍福を占う巫呪の方面には、主として女子が関与する。例えば、飢饉・洪水・海嘯・悪疫・
日月蝕、変死その他――村人にとっては思案に余る――不慮の災禍が起こったとする。そのたび
ごとに、酋長を初めとして、
村人たちが大勢集まり、
巫女をして神意を伺わせるのが常であった
（そ
れはちょうど日本内地や琉球の原始神道にも、朝鮮やツングースなどのシャマニズムにも見られ
るようである）
。まず、男たちが、木幣（イナウ）を供え、神禱詞を述べて、神々を祭り、神降
ろし kamui-nisuk の詞を唱える。巫女が神懸かりして、
異常意識に陥り、
口ばしる宣託の詞によっ
て神の意思を知るのである。
神懸かりした巫女は、
初めのうちは、
何かぶつぶつつぶやいているが、
次第に眼付きも変わり、体がふるえ出すなどし、時には、うつらうつら居眠りしたり、あるいは
嗚咽したりなどして、語るが如く、歌うが如く、調べ出るものだという。宣託する時には、声な
ども、不断の声とは違って、太い幅のある声で、まるで人柄が違ったようになってしまう。もち
ろん、後から訊ねても、本人は、何をいったｋ知らぬと言うのが常である。これが巫女の託宣歌
Tsusu-shinotcha というものなのである。
」
（同上 p.10）
図 24 は久保寺が写した樺太新間（にいとい）の巫女―春日コタンルケの姿です。
図 24

樺太新間（にいとい）の巫女―春日コタンルケ

（資料）前掲『アイヌ民族誌』p.747（久保寺逸彦写）
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（２）忠生遺跡ムラにおける埋甕呪術
〔１〕埋甕は加曽利Ｅ２～３式期の産物である
忠生遺跡Ａ地区から出土した物象で、呪術に使われた「第二の道具」であると断定できるもの
に埋甕（ウメガメ）があります。出土状況の一例を示せば、
図 25、
図 26 のごとくで、
ここに埋まっ
ている深鉢が埋甕（ウメガメ）です。まず、調査報告書によって、このＡ地区 99 号住居址の埋
甕出土状態を紹介しましょう。
「埋甕

南壁際に主軸方向で２基認められた。新旧関係はあきらかではない。埋甕１は 84 号

後址の既存の柱穴に位置し、正位に据えられた深鉢形土器胴部の上端が床面より５cm 下がった
状態で見られた。埋設後に壊れたものか口縁部を欠き、内径（20）cm、深さ（8）cm を留める。
図 25

Ａ地区 99 号住居址の埋甕出土状態

（資料）
『忠生遺跡群』2006.3、p.19

図 26

Ａ地区 99 号住居址（埋甕は南出入口に２つ））

（資料）
『忠生遺跡

Ａ地区（Ⅱ）』2010.3、p.154
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表４

忠生遺跡Ａ１地区の中期後葉（加曽利Ｅ期）の住居と埋甕数

時期別住居数
埋甕無 or 未見の住居数
（埋甕無 or 未見の住居数割合）
埋甕有の住居数
（埋甕有の住居数割合）
埋甕数

後葉 1 小計

5
5
100%
0
0%
1

後葉 2 小計
33
20
61%
13
39%
18

後葉 3 小計 〔細分不明〕小計
51
12
20
10
39%
83%
31
2
61%
17%
37
5

合計

101
55
54%
46
46%
60

①縄文中期後葉の全 101 住居中で埋甕の有る住居が合計 46 軒、埋甕の無 or 未見の住居が合計 55 軒ある。
②複数埋甕を持つ住居がある（後葉 2 期で 2 個 3 軒、3 個 1 軒。後葉 3 期で 2 個 6 軒、細分不明で 2 個 1 軒、3 個 1 軒）。
③細分不明には、後葉 1 ～ 2 式期、後葉 2 ～ 3 式期、後葉 1 ～ 3 式期の他に「中葉 3 式期及び後葉 1 ～ 2 式期」を含む。
（資料）
『忠生遺跡 A 地区（Ⅰ）忠生遺跡調査会』（2007.3）より作成

埋甕２は周溝にかかり、径 30cm、深さ 23cm の掘り込みに深鉢形土器の胴上部が正位で据えら
れている。土器は破損はなく、内径 24cm、深さ 19㎝を有する。時期

埋甕により中期後葉２

期に相当する。
」
（p.46）
99 号住居址のような状態で、忠生遺跡Ａ地区住居址から出土した埋甕は全部で 62 個ありますが、
何よりその時期を注視しなければなりません。時期的な内訳を点検すると表４のごとくです。即ち、
中期後葉（加曽利Ｅ期）２期＝ 18 個、
中期後葉（加曽利Ｅ期）３期＝ 37 個で不明を含め合計 60 個。
ほとんどが後葉２期から３期のシロモノです。忠生遺跡Ａ地区全住居 145 軒のうち 55 軒は、中期
中葉（勝坂期＝今から 5380 ～ 49000 年前）のものですが、この時期の住居から埋甕は１点も出て
いない。埋甕は中期中葉（勝坂期）には存在せず、中期後葉（加曽利Ｅ期）に特有な呪術用具なの
です。かつて埋甕研究の第一人者と目されてきた木下忠も、こう言っています。
「埋甕の習俗が連続して行われたのは、勝坂式土器と加曽利式土器が使用された圏内の関東地
方西部から中部高地にかけての地域で、石棒とか土偶などにも共通した信仰をもつ強力な部族の
エリアが推定される。埋甕の終末は、内陸部に栄えた大集落が急激に凋落する時期と一致する。
藤森栄一氏は気候の大激変などにその原因を求めている」
（木下忠『埋甕――古代の出産習俗』
p.41、1979.4、雄山閣）
木下忠の労作である住居内埋甕分布地図を次ページ図 27 に転載させてもらいます。この地図
で、「鶴川」とある所がわが町田市エリアです。
中期後葉（加曽利Ｅ期）１期は今から 4900 ～ 4810 年前、中期後葉（加曽利Ｅ期）２期は
4810 ～ 4710 年前、中期後葉（加曽利Ｅ期）３期は 4710 ～ 4520 年前とされています（小林
謙一「縄文時代の暦年代」
、小杉康、谷口康浩、西田泰民、水ノ江和同、矢野健一編『縄文時代
の考古学 2

歴史のものさし――縄文時代研究の編年体系』P.264、2008.2、同成社）
。中期中葉・

勝坂期は、縄文海進によって山の幸、海の幸に恵まれた豊かな生活を保証されていましたが、こ
の中期後葉（加曽利Ｅ期）になると次第に寒冷化し、海が引いて行って（縄文海退）
、自然環境
が悪化し、生存条件が厳しくなっていきます（寒冷化のピークは 4400 ～ 4100 年前＝イベント
Ⅳ・3700 ～ 3500 年前＝イベントⅧ）
。忠生遺跡Ａ１地区の大環状集落は、後葉 4 期には解体・
放棄されてしまっています。大繁栄をとげた、さしもの八ヶ岳山麓の中期中葉文化も 4000 年前
頃には大崩壊する運命にあります。埋甕がピークに達した後葉３期は忠生遺跡Ａ１地区大環状集
落が最後の光芒を放った時機だったのです。人々の生活は生活物資が次第に枯渇する中で、それ
までの生活物資は激減し、最も弱い存在である幼児と妊婦は生存を脅かされる破目になったこと
を踏まえておかなければなりません。後で見ますが、実は、この後葉３期は忠生遺跡Ａ１地区の
土偶出土のピーク時期でもあり、埋甕と土偶とは非常に親密な関係にあります。埋甕の謎を解け
ば、女性＝出産と関係が深い土偶の謎も、また解くことが可能かもしません。

39

図 27

住居内埋甕分布図

（資料）木下忠『埋甕――古代の出産習俗』p.41、1979.4、雄山閣）巻末折込図

〔２〕
「住居内埋甕」と「住居外埋甕」とはどう違う
忠生遺跡Ａ１地区の埋甕は、ほとんどすべて竪穴住居の内部に埋められています。
◆住居内の埋設箇所は、住居の出入り口が設けられている南側周辺壁際、南西～南～南東の場合
が圧倒的に多く、例外的に西側周辺部が３例、北東側周辺部が３例、北側隅２例、主軸中央付近
が１例見かけられる。
◆埋設土器は二次的使用の深鉢で、完品は皆無、底が抜かれていたり破損したりしている。甕の
口を上にして正位で埋まっているのがほとんどで、逆位の場合は６例のみ。
◆１住居内の埋甕の数は多くが１個。２個以上の場合もあり、２個が 10 戸、３個が１戸、５個
が１戸となっている。複数個数の場合は２つのケースが考えられる。１つは１家族が複数の埋甕
を残した。もう１つは、そこに歴年にわたり居住した数家族が残した。
◆埋甕のある住居の中から土偶が発見されている住居がある。
土偶３個が１戸、
５個が１戸となっ
ている。土偶複数個数の場合は２つのケースが考えられる。１つは１家族が複数の埋甕を残した。
もう１つは、そこに歴年にわたり居住した数家族が残した。
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図 28

木曽中学校遺跡出土の「住居外埋甕」

（資料）
『町田市木曽中学校遺跡』p.87

竪穴住居の内部だけでなく外部からも埋甕が発見されています。忠生遺跡Ａ１地点から北西
200 ～ 300 ｍ、境川近くの①忠生遺跡Ａ５地点及び②木曽中学校遺跡の屋外から、それぞれ口
縁部を下にした埋甕が出土しているのです（骨は出ていない）
。このサンプルによって、住居内
埋甕と住居外埋甕の違いをはっきりさせておきましょう。
（図 28 参照）
①『忠生遺跡群』調査報告書は、忠生遺跡Ａ５地点埋甕を、
「土壙墓」と推定しています。
「土
壙と思われるのは１基でＪＴ〔住居址〕１に近い位置にある。底部欠損の深鉢形土器が逆位に埋
設されており、木曽中学校遺跡の勝坂１式古（狢沢段階）
〔次の②〕の土壙墓と同じように口縁
部を下にして斜めに遺体の特定部位に被せたような格好で出土した。いわゆる「甕被り葬」だが、
当地域ではこの埋葬様式が五領台式期末段階まで遡ることが明らかとなった。
」
（
『忠生遺跡群』
2006.3、p.56、傍線引用者）
②『町田市木曽中学校遺跡』調査報告書は、埋甕について以下のように記載しています。
「出
土位置は住居３から南東８ｍの屋外。
「土器は正位でやや南に傾いた状態で出土した」
「把手部２
箇所欠くだけでほぼ完形に近い」
、
土器の時期は「中期前葉の所産であろう」
。報告者（川口正幸）
所見では、埋甕は炉に使用されたものではなく、埋葬に使用されたとするのが妥当であろう、と
している。（同 pp.85-86）
町田の遺跡を長年掘り続けてきた考古学者の川口正幸は２つの「土壙墓」を、ともに「甕被り
葬」としています。無論のこと、
忠生遺跡Ａ１地点中央の墓坑とは性質を異にしています。また、
重要なことは、土器文様から判断して、２つの甕の時期を勝坂期前の五領台式期（今から 5470
～ 5380 年前）ないし中期（勝坂期）前葉と見定めていることです。住居内埋甕が盛行したのは
加曽利 E 期２～３期でしたから、両者の間には 500 年ほどの差があり、時代が違う習俗だった
のです。両者を混同しちゃいけません。
そこで、二つの埋甕を区別し、住居内埋甕だけを一般的に「埋甕」と言い、住居外埋甕は特別
に「住居外埋甕」と呼んで、単に「埋甕」と言わないことにしましょう。

〔３〕埋甕の中身は、胞衣か、幼児か？
埋甕とは何か？ 『日本考古学事典』
（田中琢・佐原真編、2002.5、三省堂）曰く。
「貯蔵施設説、
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死産児や死亡した幼児を人の出入りの多い場所に埋めて再生を願ったとする説があったが、現在
では木下忠・桐原健の胎盤（胞衣〔えな〕収納説が有力」
（筆者署名：中村大、傍線引用者）
。
しかし、私は胞衣収納説に疑問をもっています。最も初歩的な疑問は、先に見た忠生遺跡住居
址数と埋甕出土数の関係にあります。以下は第２回論考です。
「胞衣（えな）とは、出産に際しての「後産」
、胎盤や羊膜・卵膜・臍帯などの総称で、出産に
必ず伴います。胞衣を埋甕に入れて埋納する習慣があったとすると、ほとんどすべての家屋に埋
甕があってしかるべきです。ところが、後葉２期においては６割以上、後葉３期においては４
割近くに埋甕が無いのです。さらに言うなら、平均 1 家庭で２人以上の子どもがあったはずで、
２回以上の出産で一家に２個以上の埋甕があってしかるべきですが１住居に２個以上の埋甕は後
葉２期で２個３軒、３個１軒、後葉３期では２個６軒、細分不明で２個１軒、３個１軒に留まり
ます。」
「胞衣（えな）を埋甕に入れて埋納する習慣・風習は無かったと判断するしかありません。」
木下忠『埋甕――古代の出産習俗』は、日本全国遺跡発掘の「埋甕資料」を 2700 点余も集め
て成った労作ですが、住居址数と埋甕出土数の関係の検証は全く行われていません。これは木下
忠埋甕学の盲点です。というより、致命的欠陥です。まあ、王様は裸、と言いいましょうか、縄
文考古学のエライさん方は、誰も気が付かなったというだけのことです。
では、埋甕内に埋納されていたモノは、
何なのか？

小林達雄編『総覧縄文土器』
（2008.6、
アム・

プロポーション）は明解に言ってのけています。
「住宅の出入口部床面から検出される特異な埋設土器・埋甕の性格については、妊娠や出産な
どの女性原理にかかわる呪術的な施設、とりわけ胎児や新生児・乳幼児を埋葬する幼児埋甕とい
う見方が一般的である。埋甕は単なる埋葬の容器ではなく、被葬者の再生を願う儀礼的な施設と
して存在していたのであり、しかも埋甕に用いられた土器は、その葬者とその母親との結びつき
を表示するシンボリックな役割をも有していた。
」
（同上 p.1122、佐々木藤雄稿、傍線引用者）
しかしながら、「幼児埋甕という見方が一般的」という表現は微妙です。ちょっと腰が引けて
います。「多くの人が賛成」
、だが「決定的な定説ではない」というニュアンスでしょう。
埋甕は幼児埋甕であると何故、断定できないのか？ 理由は単純で、その証拠が見つかっていな
い、
埋甕の中に幼児が埋葬されていた証拠が掘り出されていないからです。関連報告は２例あります。
一つは、千葉県松戸市殿平賀（とのひらが）貝塚住居址南西部西壁の、
「口縁から底部まで３
分の１あまりを欠失した甕」の中から「小児の頭骨片と思われる直径２cm の骨片と歯」が発見
されたことです（1967 年報告）。この甕は渡辺誠平安博物館講師（当時、後に名古屋大学教授）
によって埋甕幼児埋葬と見なされたのですが（注３参照）
、木下忠が断固否定したのです。これ
は「住居内埋甕」ではなく、
「甕を割ってその破片で幼児の遺骸をおおったもの」
、埋甕の範疇に
属するものではない、と（同上『埋甕――古代の出産習俗』p.127）
。木下忠の埋甕内幼児否定
論をたどると、以下の如く鞏固な「防戦」の形式論理で一貫していています。
①甕の中から幼児の遺骸が出たことは認める。
②その甕は「住居内」にあったが「埋甕」ではない。
「住居外埋甕」と同じ「住居内の伏甕」である。
③幼児の遺骸は「埋甕」の中に入っていたのではなく、
「住居内の伏甕」に入っていたのだ。
④したがって、殿平賀貝塚は「埋甕」の証拠にはならない。
さて、もう一つの出土証拠は、群馬県田篠中原遺跡（中期末）の埋甕内の土壌から高等動物の
胎盤に由来する脂肪酸が検出されたことです
（中野益男、
1990 年）
。これは佐々木藤雄論文がきっ
ぱり否定していますから贅言を要しません。
「脂肪酸分析の科学性については多くの疑問の声があり、胎盤収納説を補強する材料にはなり
得ない」。
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しかしながら、佐々木藤雄は、以上の二つ以外の新たな埋甕内幼児出土証拠を示し得ていない。
そこで、「幼児埋甕という見方が一般的」という微妙な表現をしているわけですネ。私は、渡辺
誠や佐々木藤雄の幼児埋甕説に軍配を上げます。第２回論考では、埋甕内幼児の出土の決定的証
拠を示しました。これは「新発見ニュース」ですから、以下に図解方式で念入りに再論します。

注３：渡辺誠論文と木下忠論文
渡辺誠「縄文時代における埋甕風習」
（『考古学ジャーナル』40、1970）は、
「千葉県松戸市殿平賀貝塚にお
いて確実に幼児骨が検出され、この風習に関しては新たな研究段階を迎えたのであった」と書き出されている。
論文構成は、
「１. 研究歴史」
「２. 住居内埋甕の分布」
「３. 住居外埋甕の分布」
「４. 各遺跡における埋甕のあり方」
の４部構成であって、手堅い論証がなされており、埋甕研究論文として傑出している。『日本考古学事典』が、
この渡辺誠論文を何故に認めなかったのかは、編集人＝元佐原真国立歴史民俗博物館館長の以下の証言にかか
わっていよう。
「百万の民俗例をもってしても、殿平賀貝塚竪穴住居内の幼児骨を埋葬した埋甕の一例には組し
がたいであろう」
（
「1971 年の考古学会の動向――弥生時代（下）」
『考古学ジャーナル』74、1972）。佐原真の、
このファナティックな罵倒は何に起因しているのか？
胎盤（〔えな〕収納説を唱えた桐原健は、その後 27 年を経て書いた論文がある（桐原健「埋甕」
（加藤晋平・
小林達雄・藤本強編『縄文文化の研究１ 縄文人とその環境』所収、1994.7、雄山閣）。「“ 埋甕 ” に限っては
現在のところ小児葬棺とするケースは皆無である。胎盤収納については木下忠と桐原が発言しているが、これ
を裏付ける物証は勿論ない」
。ところが、桐原健はそのまた６年後に、平城京の貴族邸宅より発見された胞衣壺
から検出された高級脂肪酸とコレステロールを決定的な「物証」とみなして、胞衣説を唱導したのである（桐
原健『縄文の酒』pp.42-43、2000.11、学生社）。

〔４〕御茶園西遺跡で幼児の頭蓋骨破片入埋甕が出土した
茨城県美浦村の霞ヶ浦を望む丘陵の御茶園西（おさえんにし）遺跡で、2014 年ヒトの頭蓋骨
の破片が入った埋甕が出土したのです。2018 年 3 月に刊行された『茨城県稲敷郡美浦村御茶園
西遺跡発掘調査報告書』
の中から注目すべき事実を確認していきます。
図版を、
とくとご覧下さい。
◆「図 29

御茶園西遺跡５号住宅址」
：上図において桃色にマークしたのが中央炉で、右下の緑

マークが当該埋甕。埋甕の位置は、ほぼ真南で、住宅の入口と推定されます。下の写真では右斜
め上、柱穴の間に見える円形が埋甕です。
◆「図 30

御茶園西遺跡５号住宅址の埋甕（№ 109 土器）出土状況」
：当該埋甕の出土写真と

その出土図です。報告書曰く。
「住居址南壁面で検出された埋甕は、
床面から 50cm ほど地上ロー
ムを掘り込んだピットに口縁部を上位に向きは竪穴の中央方向を向いて傾いた状態で検出され
た。口縁部から胴部中央付近までほぼ欠けることのない状態で出土し、胴部下半から底部にかけ
ては欠損していた」
（p.33）
。深鉢であって、口を上にした正位です。中央線から右（住居中央部
に向け）30 度ほど傾いています。埋甕寸法は報告されていませんが、下図のスケールから口径
直径約 30cm、口縁部から破損底面までも 30cm 余と推定されます。蛇足ながら、これは「住居
内の伏甕」ではい。正位の埋甕以外の何者でもありません。
◆「図 31

御茶園西遺跡５号住宅址出土の埋甕（№ 109 土器）
」
：埋甕表面の拡大図です。この

遺跡に多い「縦位羽状縄文」を施した深鉢です。口縁部をはじめ上部は完体です。下部は破損・
遺棄されたと見られ、この穴に破損部分も見当たらなかったようです。この「縦位羽状縄文」は
縄文後期前半の堀之内１式期のものでしょう。堀之内１式期とは、今から 4240 ～ 3980 年前
（BC2290 ～ 2030 年）の頃の土器様式です。
〔なお、忠生遺跡 A 地点で埋甕が盛行したのは加曽
利 E ３期＝今から 4710 ～ 4520 年前頃でしたから、両者の間には約 500 年のズレがあること
を確認しておきます。
〕
◆「図 31

御茶園西遺跡５号住宅址出土の埋甕（№ 109 土器）
」
：この土器の内面には複数条
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の黒色物（痕）が見られ、その黒色物の材質分析がおこなわれた結果が調査報告書巻末に掲載
されています（藤根久・山形秀樹・小林克也「土器内黒色物（痕）の材質分析」
、同上 pp.168169）。その結論は「海産物（主に海産魚類）を含む C3 植物・草色動物に由来する炭化物と推定」。
この事実は何を意味しているのか？

私の推論は以下のごときです。①この深鉢は海産物（主に

海産魚類）入れに使用されていたことがあり、その第二次使用として埋甕に転用された。②甕内
の幼児遺体は、海産物（主に海産魚類）残滓と共存したことによって完全消滅をまぬかれ、骨片
が残され得た。
◆図 32

御茶園西遺跡第５号住居址出土の埋甕、埋甕の内面と埋甕内覆土出土骨：ここが正念

場です。調査報告書を正確に引用します。報告書の編者名は、美浦村教育委員会の馬場信子、樋
泉岳二、黒住耐二、窪田恵一、齋藤弘道の５名で、執筆責任者は筆頭の馬場信子と推定します。
「土器内の土は土器から分離する際にはすでに乾燥が進んで硬化していたが、骨のようなもの
が観察されたため、後日その土を崩したところ、土の塊の一部から当初観察されていた骨が集中
して出土した。しかし骨は土がこびりついていて
（写真 39）
骨そのものの抽出が難しく竹串を使っ
て少しずつ土を除去し骨の形まで抽出できたのはわずかであったが（写真 40,41）参照〕
。抽出
した骨は谷畑美帆氏（明治大学日本史文化研究所・黒曜石研究センター）と坂上和弘氏（国立科
学博物館）に見ていただき、ヒトの頭蓋骨の骨片が含まれていることが確認された。写真 40 の
図 29

御茶園西遺跡５号住宅址

（上図の桃色が中央炉、右下の緑が埋甕。下写真では右斜め上が埋甕）

（資料）『茨城県稲敷郡美浦村御茶園西遺跡発掘調査報告書』
（2018.3）

図 30

御茶園西遺跡５号住宅址の埋甕（№ 109 土器）出土状況

（資料）
『茨城県稲敷郡美浦村御茶園西遺跡発掘調査報告書』（2018.3）
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図 31
出土状況（①

御茶園西遺跡５号住宅址出土の埋甕（№ 109 土器）

底部が欠損している。②縄文後期前葉（堀之内１式期＝今から 4240 ～ 3980 年頃）③土器

の内面には複数条の黒色物（痕）が見られた。④黒色物は材質分析の結果、「海産物（主に海産魚類）を含
む C3 植物・草色動物に由来する炭化物と推定」）

（資料）
『茨城県稲敷郡美浦村御茶園西遺跡発掘調査報告書』（2018.3）

図 32

御茶園西遺跡第５号住居址出土の埋甕、埋甕の内面と埋甕内覆土出土骨

「骨は土がこびりついていて（写真 39）骨そのものの抽出が難しく竹串を使って少しずつ土を除去し骨の形
まで抽出できたのはわずかであった（写真 40、41）。抽出した骨は谷畑美帆氏（明治大学日本先史文化研究
所・黒曜石研究センター）と坂上和弘氏（国立科学博物館）に見ていただき、ヒトの頭蓋骨の破片が含ま
れていることが確認された。写真 40 の a は後頭骨の一部（Parsilaris）で、サイズ（前後径 13mm、最大幅
15mm）から生後直後～ 3 ヶ月と推定される。また。四肢骨の一部も存在したことから、土器内には全身の
骨が入っていた可能性があることも指摘された。」

（資料）
『茨城県稲敷郡美浦村御茶園西遺跡発掘調査報告書』（2018.3）
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a〔図 32 参照〕は後頭骨の一部（Pars basilaris）で、サイズ（前後径 13mm、最大 15 mm）か
ら生後直後～３ヶ月と推測される。また、四肢骨の一部も存在していたことから、土器内には全
身の骨が入っていた可能性があることも指摘された。調査時に埋甕と判断した土器であることか
ら土器内の骨が人骨であることは当然の結果ではあるが、骨検出時は抽出した骨が細かく人骨で
あることや部位などについて明瞭に判断出来なかった。しかし、土器が埋甕としての用途をもつ
ことが骨資料からも裏付けることができた。骨が現在まで土器内に残った要因の一つには第５号
住宅跡に多量の貝が堆積されていたためと考えられる。ただし、土器の埋甕としての使用と土器
内面の滲みの成因、また両者の関係は現段階では解明できていない。
」
（同上 p.33）
さて、以上に見た御茶園西遺跡における幼児の頭蓋骨破片が入った埋甕出土によって、長年に
わたる縄文の中期以降の埋甕論争は決着したと言えます。ここで、門外漢の私が断を下します。
◆埋甕は幼児を埋葬する幼児埋甕である。
◆埋甕に胎盤（胞衣〔えな〕
）が収納されていたという木下忠説、桐原健説は虚妄であった。渡
辺誠「縄文時代における埋甕風習」が読み返されるべきである。

注４：御茶園西遺跡出土埋甕中の「幼児頭蓋骨破片」の医学的鑑定書
この際、是非とも要望したいのは、御茶園西遺跡出土埋甕中の「幼児頭蓋骨破片」の医学的鑑定書だ。『茨城
県稲敷郡美浦村御茶園西遺跡発掘調査報告書』には、
「抽出した骨は谷畑美帆氏（明治大学日本史文化研究所・
黒曜石研究センター）と坂上和弘氏（国立科学博物館）に見ていただき、ヒトの頭蓋骨の骨片が含まれている
ことが確認された」とあるが、これは確認ではなく、谷畑美帆と坂上和弘と報告書執筆者責任者＝馬場信子と
の私的会話にすぎない。埋甕研究史は渡辺誠「縄文時代における埋甕風習」
（
『考古学ジャーナル』40、1970）
にくわしく、日本考古学史上の名だたる研究者が連なっている。後藤守一、宮坂英一、藤森栄一、渡辺誠、桐原健、
木下忠、
水野正好、
丹羽祐一ら。その業績に敬意を表して、いかげんに埋甕論争に止めを刺したらいかがなものか。

（５）幼児は何故に埋甕に葬られたのか？
先に忠生遺跡の葬法において、私は一つの発見をしました。
忠生遺跡の中央広場に埋まっていたのは、生身の遺体ではなく、別の場所で遺体処理された後
のヒトの骨だった。一次葬は土中への埋葬か、風葬か、樹上・台上のモガリ葬であったかは定か
でないが、中央土坑に副葬品とともに埋葬されたのは、コツアゲされた遺骨以外には考えられない。
忠生遺跡の中央広場に埋まっていたのは「祖霊」となるべき人間で、当然のことながら大の大
人です。大人は、死ねば、土中への埋葬か、風葬か、樹上・台上のモガリ葬、あるいは人知れな
い所に放擲されたのです。この一次葬の深層心理学的な所見は、死者に対するオソレです。民俗
的な遺風は、アイヌにも沖縄に存在しています。
「アイヌは死は穢れであり、従って墓場は禁忌
であって、一切墓参りということをしない」
（
『金田一京助全集

第 12 巻』p.103、1993.1、三

省堂）。のちのち祖霊祭が丁重に行われます。琉球における風葬は、天然の洞窟や森の中に亡骸
をただ置いて帰る、置いて帰ったら、再び墓参りするでもなく、法事をするのでもない（河村只
雄『南方文化の探究』p.88、1999.3、講談社学術文庫）
。琉球では一定期間を経れば洗骨の風習
が存在します。現代のわれわれ日本人の場合はスピーディに処理され、死ねばたちまち荼毘に付
され骨片と化して、おもむろに引導渡しの祭壇に祀られ、お年忌は 33 回忌までも続きます。
大人ではなく、子供の場合はどうか？

埋甕は幼児を埋葬する幼児埋甕です。縄文中期後葉２

期～３期の忠生遺跡ムラでは、
埋甕葬法が行われていました。埋甕は忠生遺跡ムラだけではなく、
図 25 の地図のごとく、長野、山梨、東京、埼玉を中心に広域に分布し、500 年後の縄文後期に
は霞ヶ浦など千葉、茨城などの沿海部に再び立ち現れました。大人の葬法と子供の葬法とは何故
違うのか？

民俗学には「幼児葬法」の研究が蓄積されていて、これに回答を出しています。
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「子供の葬法方は大人の葬法と、種々の点で形式を異にしていた。埋葬後の墓のしつらいにも、
この区別を定めている所があり、また子墓・子三昧・ワラベ墓などと称して、その墓を一般の墓
地とは全く別の地点にしているところまる。……まだ完全には人の世界には入らず、霊の世界か
ら離れきっていない幼児の死霊が、ふたたびわが家に戻りくることを容易にするためには、大人
の場合のような葬法を避ける必要がある。幼児の遺骸を家の床の下に埋める風も、これを助長す
る手段だったのではないかと思われる。なお早産の嬰児を床下や一定の墓地に埋めることは一般
である。」（「幼児葬法」
、柳田國男監修『民俗学辞典』
、1951.1、東京堂）
大塚民俗学会編『民俗学事典』
（1972.2、弘文堂）の方は、もっと直截に説明しています。
「生まれたばかりの赤ん坊は肉のかたまりに過ぎないものであって、これに霊魂が入ってはじ
めて人となり、社会的にも認められてきたので、幼児を人間以前の形とする気持ちが強かった。
……まだ完全には人の世界に入らず、霊の世界から離れ切っていない幼児の死霊が再びわが家に
戻って来やすいように幼児の死体を家の床下に埋める習慣も、人眼をはばかるというだけでなく
て、再生復活を助長する手段であったろう。
」
（中村大執筆）
この「幼児葬法」が形成される前提には、ヒトの「あの世」から「この世」へ、
「この世」か
ら「あの世」への通過儀礼の認識が存在しています。さきに掲げた「図 16
ける通過儀礼図」と「図 17

台湾先住民族にお

アイヌと沖縄の「あの世」と「この世」
」とを、もう一度ご覧下さ

い。誕生→結婚→死去→虹橋→誕生→結婚→死去→虹橋→誕生と連鎖して、死を乗り越える宗教
観を、日本人も、縄文人の昔から抱いてきたのです。
「日本の民俗宗教では、人間の一生は他界からもたらされた霊魂が、新生児に来触することか
らはじまる」
。そのとき「ウブガミ」が生児に霊魂を付着させるのである。
」
（宮家準『日本の民
俗宗教』ｐ .230、1994.11、講談社学術文庫）
「図 16

台湾先住民族における通過儀礼図」においては、誕生→結婚→死去がこの世、死去→

虹橋→誕生があの世ですが、この世の前半はさらに誕生→臍の緒落下→命名→穿耳→抜歯→イレ
ズミ→結婚と連鎖しています。この通過儀礼は、
あの世からこの世に復活した「カミの子」が「ヒ
トの子」となり、
「ヒト」に成長する宗教的通過点です。台湾先住民社会においては、イレズミ
が一人前の「ヒト」となった証なのです。忠生遺跡ムラにおいてもイレズミが存在したことは、
出土土偶にくっきりと示されていますから、忠生ジョーモン人もイレズミが入ってはじめて、一
人前の「ムラビト」と認められたことでしょう。
「ムラビト」はやがて結婚し、
「カミの子」を宿
し、赤子を生み落とし、その子を「ヒト」に育てあげ、やがて老い、死を迎える運命にあります。
死去に伴う「埋葬」や「葬霊式」は「ムラビト」が「あの世」に旅する祭祀として行われ、司祭
は「ムラオサ」が務める「ムラ」共同体の宗教的儀式としてとり行われることになります。
ところが、この人生の通過儀礼サイクルからスピンオフしてしまう者があります。水子、死産
児、夭折児など。穿耳・抜歯・イレズミなど「ヒト」となるための諸通過儀礼を経ていない幼き
者たちです。俗にいう「七つ、八つはカミのうち」にある者です。水子、死産児、夭折児などの
死児のタマシイは、
「ムラビト」と同様に「あの世」に旅することは叶いません。出口を塞がれ
たからには入口に戻る、もう一度出直してもらう、お母さんのお腹の中に戻って、カミの世界に
さかのぼって、やり直してもらうしかありません。これが、民俗学が発見した「幼児葬法」です。
幼児は「ムラビト」
ではなく、
生育途上の
「イエビト」
です。したがって、
「ムラビト」
ではなく、
「イ
エビト」として葬られることになります。葬儀は「ムラ」共同体の宗教的儀式祭祀ではあり得ず、
「イエ」のものとして執り行われたに違いない。葬儀を取り仕切ったのは「ムラオサ」ではなく、
巫者、呪術師、恐らくは女性の有力者である「オババ」だったでしょう。
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図 33

Ａ地区 119 号住居址の石棒と埋甕出土状態

（資料）
『忠生遺跡群』（2006.3 口絵）

図 34

Ａ地区 119 号住居址の石棒と埋甕

（
（資料）
『忠生遺跡群』（2006.3）p.25

（６）無頭石棒を使った埋甕呪術を推理する
以上の考証から、縄文中期後葉の埋甕がいかなるものか、大体の見当はついたでしょうが、埋
甕呪術がどのように行われたかについて、もう一歩突っ込んで検証してみたいと思います。忠生
遺跡Ａ地区 119 号住居址からは、図 33、図 34 のように、無頭石棒とセットになった埋甕が出
土しているのです。石棒とセットになった埋甕は、埋甕呪術を考える際に極めて重要なヒントを
与えてくれます。
図 35 において、二つの住居址が重複し切り合っていますが、上が 119 号住居址です。その主
軸東南側の壁際の位置（出入口）に埋甕（左）と石棒（右）とが併設されています。図 35 のように、
円形を呈する径 35cm、深さ 15cm の掘り方に、埋甕として深鉢型土器の胴上部（胴下部は欠損）
が正位で据えられている（土器内径 21cm、深さ 15cm。掘り方は径 36cm、深さ 18cm）
。深鉢
型土器時期は中期後葉 3 期に相当。埋甕に隣接して石棒が立っている。石棒は壁側に寄りかか
るように傾いた状態で、長さ 46cm、直径 17mm。石棒は表裏面及び末端面に小さな多数の凹み
をもっている。
この無頭石棒とは何者か？

石棒研究家の鈴木素行は、これを「大型石棒の破片」と見なし
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図 35

Ａ地区 119 号住居址

（資料）
『忠生遺跡

Ａ地区（Ⅱ）』2010.3、p.172

ています。
「忠生遺跡のＡ地区 119 号住居址から「立位で壁に寄りかかるように傾いた状態」と
いう大型石棒の破片も検出されている。埋甕に隣接した位置にあり、長さ 48cm を図り、下部
18mm が埋設されている」
（鈴木素行「大形石棒が埋まるまで」
、
谷口康浩編『縄文人の石神』p.124、
2012.5、六一書房）
専門家ともなると、偉いことを考えるものです。フツー人の目には、どう見ても「破片」には
見えません。釈迦に説法しときます。無頭石棒は、同時代の石棒工房である西野牧小山平遺跡か
ら出た、制作途上の数々の証拠品と見ると、有頭のものと無頭のものが並行して製作されていた
ことが解ります（松井田町遺跡調査会等『西野牧小山平遺跡（恩賀遺跡）
』pp.93-99、1996.3）
。
忠生遺跡Ａ地区 119 号出土の無頭石棒は正真正銘の完品です。
言わずものことながら、石棒の頭は亀頭で、亀頭は幼少期に包皮に包まれていて、思春期になっ
てようやく露出します。無頭石棒は子供の包茎チンチン以外の何物でもありません。これが埋甕
の隣に屹立していたことが肝心要の事実です。
しかも、この石棒には凹み穴が多数穿たれています。凹穴は女性マークで、
「石棒と凹み穴は
男と女の象徴として合体したものと考えるのが自然だろう」
（能登健『列島の考古学
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縄文時代』

図 36

119 号住居址出土の石棒スケッチ（右）〔左は 119 号住居址中央炉址内の石皿破片〕

（資料）
『忠生遺跡

Ａ地区（Ⅲ）』（2011.）p.130

p.77、2011.6、河出書房新社）。無頭石棒の小さな◎は、ランダムな並びであり、各々大きさが
違い、正円をなしていません。
出来上がっている無頭石棒に、
後から穿った穴ぼこだと断じてよく、
祭祀を行うたびごとに祈祷者がマーキングしていったと判断できます。一方向からのみスケッチ
した報告書の図 36 からは 33 の凹穴を数えることができます。円柱をぐるっと廻して数えれば、
この倍以上の凹穴が記されていると推測されます。仮に概数で 60 とすれば、忠生遺跡 A 地区か
ら出土した埋甕数と一致します（報告書では凹穴数が数えられていないので、後日、町田市教育
委員会生涯学習課に申し入れ、点検させてもらいます）
。
物証はまだあります。119 号址中央部の楕円形石囲い炉の
「半割の石皿片」
です
（図 36 参照）
。
「炉
石には長径 12 ～ 19cm の長楕円礫と、径 24cm ある半割れの石皿片がみられており、内側に楕
円礫を並べて、外側に石皿片を立てるように配している」
（
『忠生遺跡

A 地区（Ⅰ）
』p.56）
。炉

は神聖であり火は絶やしてはならない――これは未開社会の鉄則です。
「火の神はすべての先祖
の霊を代表する神であるし、また先祖の霊は＜アペ

ラ

ウン

カムイ＞（囲炉裏のすぐ下に住

む神々）と呼ばれる場合が多い」
（Ｎ．Ｇ．マンロー『アイヌの信仰とその儀式』
、同上 p.127）
。
呪術儀式は炉において行われ、
石皿は砕かれたことによって先祖のもとに送られたと見られます。
石皿が女性器の象徴であることは一般的に認められているところです。
さて、そこで以上の物証から、119 号住居址における埋甕呪術が、どのように行われたかを
推理し直してみましょう。
◆ 119 号住居において、夭折した幼児の葬儀が催された。ムラビトではなく、イエビトである
幼児のタマシイは、あの世に送るわけにはいかない。仮にあの世に送ったならば、あの世でもま
た生まれ出ることができなくて、この子は永遠に生を見ることが叶わない。死児は、この世のう
ちに止めおき、お母さんの胎内に戻して、生まれ直してもらう（
「胎内送り」
）
。そうすれば、も
う一度、生を授かることができる。この世とあの世とのイノチの循環を絶たれてしまった幼児は、
「胎内送り」でイノチを再循環させ、この世に復活し、改めて成人となって、この世とあの世と
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のイノチの循環の軌道に乗せることも可能となる。
◆ムラビトのタマシイとは違いオソルルに足りないイエビトの幼児の遺骸は、底を抜いた深鉢に
納められ、正位で住居出入口に埋められた（埋甕）。口を上に向けているのは、出入口を跨ぐ女
性の股間から死児のタマシイが遡上して胎内に入る僥倖を期待したからであろう。
◆イノチのリセット儀式を行う石棒は無頭
（包茎）
であって、
未成熟なことを象徴している。また、
この石棒はひょいと持ち上げることができ、別の家の中の穴に立て、別の祭祀を執り行うことが
できる。無頭石棒はあの世に送る必要はなく、ムラに 1 本あれば十分で、忠生遺跡Ａ１ムラ出
土の中期後葉 60 個の埋甕はすべて、この無頭石棒によって、埋甕祭祀が行われている。その証
拠は、石棒にマーキングされた凹穴の数と埋甕数とが一致することにある。◎◎◎◎◎◎◎◎◎
◎◎付の無頭石棒は、マグワイを重ねて、もういちどイノチを授かって、生まれ直しおいでなさ
い、という祈りを、リアルな世界で実現保証する象徴的デモンストレーション（呪術＝マジック）
である。忠生ムラでは、約 60 の凹穴数から、60 回のデモンストレーションが行なわれたのだ。
◆埋甕呪術を司祭した呪術師は、また呪術医でもあり、助産婦を兼ねていたにちがいない。出産呪
術を行うのは、男性は務め難く、女性でなければならず、恐らくは忠生ムラの女性有力者のオババ
であったろう。ムラの公共的共同祭祀は男のムラオサが司祭し、イエの私的な祭祀は女が行うとい
う未開社会の一般的慣習からも、この役割分担が是認される。ちなみに、アイヌ社会では、宗教儀
礼が男の手に委ねられるのに対し、
呪術的行為は女性のものとされていた（山田孝子、
同上書、
p.99）
。
◆住居入り口とは別に、119 号住居中央の炉の中から「半割の石皿片」が出てきたのは、また
別に考えねばならない。女性有力者の呪術師オババといえどもヨソモノであって、イエ中央の炉
はイエの主人の座であり、アンタッチャブルだからだ。
「アイヌの家屋は、それが家庭であると
同時に礼拝の場でもありました。
」
「個々の家屋自体がその家の寺社であり、それぞれの家には＜
カムイ

フチ＞に捧げる囲炉裏の火が祀られていました」
（Ｎ．Ｇ．マンロー、
同上書 p.90）
。
「何

事で神を礼拝するにしても、
必ず祈詞を捧げ一等先に礼拝する神は火の女神である」
（金田一京助、
同上書 p.89）
。中央炉には、
「火の姥神」
が棲んでいると信じられていた
（寺久保逸彦、
同上書 p.50）。
119 号住居中央炉では、入り口での儀式とは別に、この家の主人が、
「火の姥神」と祖霊に祈る
儀式を行ったに違いない。その残滓が「半割の石皿片」に他ならない。石皿は女性器を象徴して
いる。その女性器を破壊して、
「火の姥神」に捧げているのは、
「火の姥神」に我が家の女性器を
送る、もう一つの「送り」儀式ではなかったか？

さらに、119 号住宅址からは土偶も出土し

ているが、その出土個所は中央炉近くではなかったかと私は睨んでいる（報告書に記載なし）。
石皿呪術にくわえ、土偶呪術が中央炉で行われていた可能性が大きいのだ。
◆埋甕と石棒とセットされた埋甕呪術の忠生遺跡Ａ１地区事例は、
決して例外的なものではない。
縄文中期中葉～後葉の時代の遺跡で、住居の出入り口部に埋甕と石棒がセットになった出土例が
他にあるかどうかを調べてみると、以下の如く類例を見出すことができる。
木下忠『埋甕――古代の出産習俗』巻末の「埋甕の資料」によれば、
諏訪富士見町の藤内遺跡（中
期・井戸尻Ⅰ式期）の第 7 号住居址に１例ある。
「南西隅に大型の鉢型土器の埋甕があり、上部
に有頭石棒が直立して立っていた。
」
（p.229）
また、国学院大学のデータベース
（
『縄文時代の大形石棒――東日本地域の資料集成と基礎研究』
2011、国学院大学研究開発推進機構学術資料館）から以下の４例を発見できる。
① 中期中葉――山梨県古林第 42 住
② 中期後葉――長野県伊久間原 89 住
③ 中期後葉――埼玉県上本田 57 住
④ 中期後葉――神奈川県市ノ沢団地 11 住
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（３）忠生遺跡ムラにおける土偶呪術
〔１〕密接に関連する埋甕呪術と土偶呪術
先に表３によって忠生遺跡Ａ１地区の中期後葉（加曽利Ｅ期）の住居と埋甕数の関係を見まし
たが、さらに報告者・川口正幸による埋甕と土偶との関連を見たのが表４です。埋甕も土偶も中
期後葉（加曽利 E 期）２期及び３期に集中していて、３期がピークになっています。この表を
見る限り、埋甕呪術と土偶との間には、相関関係があると見られます。無頭石棒と埋甕出土の
119 号住居址からは土偶も出土していて、３者がワンセットになっているかのようです。埋甕、
土偶、石棒は、生き難く、住み難く、産み難い日々が打ち続く加曽利 E 期２～３式期の忠生遺
跡ムラのムラビトが、いかんとも生き難い現実を突破する方途を呪術によって見つけ出そうとす
る窮余の策でなかったかと思われてくるのです。ヒトは老いを待たずに若死し、死者の数が生者
をしのぎ、次第に人口減少が目立ってくる。女性は妊娠することが希になり、早産・死産が多発
する。幼児は育ちが悪く、子供はひ弱で、成長がはかばかしくない。そうした中での生と死に直
接かかわる呪術に次ぐ呪術、複合的呪術が行われたのではないのか？
忠生遺跡の土偶については、第４回論考において初歩的な考察を試みてあります。しかし、土
偶の何たるかは百花斉放で定説はない。埋甕呪術と土偶呪術とはどういう関係があるかを究める
のは安直にはできません。

〔２〕
「背面人体文土偶」の御本尊＝坂上土偶
忠生遺跡出土の土偶は、図 37 の如きシロモノです。目鼻口の揃った顔の表現がなく、ノッペ
ラボ－。第一印象はお化け、オバＱですネ。２足型で立ち、高さは最大 10.2㎝、ほとんどすべ
てが数 cm にすぎない。形は両腕を広げる十字型が基本で、乳房が造形されていて、腹が膨らん
でいるものもある。明らかに女体。体には前面から背面に続く文様が施されていて、この文様か
ら「背面人体文土偶」と呼ばれています。出土個体総数 104 個体、うち約７割（75）が住居内
から出土していて、うち 41 個には正中線が刻まれています。このオバＱは「町田市新指定有形
文化財」に指定されていて、HP で市民に以下のように紹介されています。
表４

石棒
土偶
埋甕数
住居数

忠生遺跡 A 地区縄文中期後葉における住居内石棒・土偶・埋甕数の変化
中期後葉 1

1
3
0
5

中期後葉 2

1
8
18
33

中期後葉 3

2
28
37
51

細分不明

0
4
5
12

合計

4
43
60
101

注：①細分不明には、後葉 1 ～ 2 式期、後葉 2 ～ 3 式期、
後葉 1 ～ 3 式期の他に「中葉 3 式期及び後葉 1 ～ 2 式期」を含む。
本表は中期後葉だけをまとめているが、ほかに中期中葉 57 軒中 2 軒から 1 個体ずつ計 2 個出土している。②忠生遺跡
A 地区環状遺跡のほぼ半分が工場建設のために破壊されていたため全体は不明だが、この 2 倍の住居が存在したと推測
されている。③忠生遺跡 A 地区における土偶の出土個体数は 107（破片数 127 点）を数える。うち 104 個体（124 点）
について報告されていて、住居址出が 75 個体（91 点）
、
土坑出土 2 個体（２点）
、
P6 ピット出土が 1 個体（1 点）である。
遺構外出土は 26 個体（30 点）である。④安孫子昭二『縄文中期集落の景観』P.78 によれば、多摩ニュータウン№９遺
跡の場合、土偶伴出期の住居跡と捨場の出土割合は、土器（7 割方）、土偶（8 割 5 分）が「ごみ捨場」＝送り場からで
ある、という。忠生遺跡 A 地区の場合は、
「ごみ捨場」＝送り場に調査が及んでいない。送り場とは、モノに内在すると
信じられたタマシイのあの世への送り場である（第１回論考参照）
。忠生遺跡Ａ地区にも「ごみ捨場」＝送り場が存在し
たのは間違いないが、送り場の遺物は、この世で役割を終えたモノの中に尚生きているタマシイを抜いた残骸に他なら
ない。その一方で、住居内に存在するモノの方は、タマシイがこもった、この世で生きているモノなのである。両者は
厳密に区別されなければならない。筆塚、硯塚、針塚、包丁塚などの道具塚は、日本各地に今なお盛行しているモノ送
りの遺風である。机上の筆、硯、針箱の針、台所の包丁にはタマシイが籠っているが、塚に送られた筆、針、包丁は最
早タマシイが無い。
（出所）『忠生遺跡 A 地区（Ⅰ）』より作成
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図 37

忠生遺跡出土の背面人体文土偶

（資料）
『忠生遺跡

図 38

A 地区（Ⅱ）』 口絵

忠生遺跡の代表的な土偶

（資料）阿部芳郎『土偶と縄文社会』（2012.5、雄山閣）pp.162-163

「標準サイズ完形品は高さ 8.2㎝、重量 46.7g。縄文時代の妊娠出産に関わる祭祀具として縄文
時代全体を通じて作成され続けた。中期後半の土偶は立像の女性像を基本として
「背面人体土偶」
とも呼ばれる文様を施し、顔面表現を行わない特異な形式で、当遺跡出土の土偶もこの時期の特
徴をよく表している。
」
（傍線引用者）
この土偶の特徴については、発掘責任者である川口正幸が図と表とを添えて簡潔に報告してい
ます（「東京都忠生遺跡の土偶と集落」、阿部芳郎『土偶と縄文社会』所収、2012.5、雄山閣）
。
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そのほんの一部を抜粋させてもらえば、図 38 と以下の文のごとくです。
「多くは……棒状に突
出させた頭部を芯にして粘土紐を巻きつけ、顔面部を隠してしまう。本遺構ではこの「顔なし」
を最大の特徴とする。顔隠しの最も単純な形態が 12 であるが、多くは粘土紐巻きつけの後に頸
部接合部の調整を行い、文様も付加している。例えば 10 は頭巾状、11 は皿状であるが、基本
的には粘土紐巻きつけのアレンジである。
」( 同上 162-163)
ここで指摘されている「顔なし」＝顔隠し、粘土紐巻きつけ、は記憶しておくに値します。人
体を模倣した傀儡子（くぐつ）が何故に「顔なし」なのか？

顔に目・鼻・口がなければノッペ

ラボー、ヒトではなくオバケに変じます。あるいは目が不自由という表現かもしれない？
頭の粘土紐巻きつけは、中期中葉の土偶「縄文のビーナス」の頭に乗っかっているターバン状
の帽子に通じています。
ターバンは私の考証では蛇符のマムシを載せる被り物です
（第６回論考）。
このオバケのＱ太郎は、崩れてはいるが、はっきり女呪術師の特徴を宿してます。
「背面人体文土偶」は、じつは中部高地と取り巻くように、関東の南西から石川、冨山、岐阜、
愛知からも多数出土しています。東京の安孫子昭二や山梨の小野正文、新津健ら土偶研究家が、
図 39 のような「背面人体文土偶」の分布図を各々描いて研究した結果を見ると（安直には井戸
尻考古館編『坂上遺跡出土土偶重要文化財指定記念講演録集』参照）
、二つのことが判かります。
第１には、「背面人体文土偶」の造形上の中心が長野県富士見町の坂上（さかのうえ）遺跡出土
の坂上土偶（曽利Ⅱ式期＝加曽利Ⅱ式期）にあることです。言い換えれば、中心の坂上土偶が周
辺部に波紋が広がるように拡がっていったごとし、坂上土偶は聖なる御本尊のごとし。
第２には、坂上土偶は芸術的逸品で 2015 年重要文化財に指定されていますが、周辺にあたる
東京・神奈川方面の土偶は稚拙で、
「芸術的価値のない」ものになっていく。安孫子によれば「非
常に貧弱な姿」
であって
「一般受けしないため図録などにもあまり取り上げられない」
。
もうちょっ
と注意深く見ると、坂上から西にたどって山梨→神奈川・東京・埼玉と周辺に行くほど次第に粗
略なシロモノになっていく。背面人体文土偶は坂上の土偶製作専門家が一手に造形して各地に供
給したものではなく、各地において各々見様見真似で、模造品をつくった結果と見受けられます。
安孫子は忠生遺跡の土偶の出自を以下のように推定しています。
「背面人体文土偶は本場山梨方
面から曽利集団が持ち込んだ、
祭祀にかかわる御神体のようなものではなかったか」と（同上『東
京の縄文学』p.194）。坂上土偶が御本尊だとすれば、各地の模造粗略土偶は、遊行僧が残した
木食仏のように、間に合わせの即席模造代替品ではなかったか、と思えてきます。
以上の第１点から、
「背面人体文土偶」の何たるかを極めるには、坂上土偶を研究すればいい、
という方法が導き出せます。そこで、早速、土偶の生命線（あるいは妊娠線）である「胸の間か
ら臍まで伸びる一本の線」に着目してみます。この正中線は何か？

ドイツの縄文土偶の研究家

＝ネリー・ナウマンによれば、
「生の緒」です。
「じつに多くの縄文土偶にみられる臍から胸部ないし喉へとつながる縦線は、ほぼ確実にこの
緒の描写であろう」
（
『生きの緒』pp.250-251）
。
「生の緒」というコトバは実は
「万葉集」
に由来します。
『日本国語大辞典』
第 3 巻を引いてみます。
「いき－の－お【息緒】①（息が長く続くのを緒にたとえた表現）命。たまのお。万葉集では「息
の緒に」〔命がけで〕の形だけが見られる。②転じて、息。呼吸。
」
「たま－の－お【玉緒・魂緒】
②いのち。生命。
「玉」は「魂（たま）に通じるところから、霊魂が身から離れないようつなぎ
とめておく紐の意から転じていう。息の緒。
」
私は、ここからイマジネーションを膨らませて、次のように書きました（第４回論考）
。
「トロブリアンド島で未開人の性生活を観察した文化人類学の B. マリノウスキーは、あの世に
行った霊が再び現世に戻りたくなると年齢を跳びこえ、
小さなまだ生まれぬ胎児になるという
「霊
児」の神話を紹介しています。また、アニミズム研究の祖である E.B. タイラーは、祖先や親類
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図 39

坂上遺跡の土偶と同じ文様を持つ土偶の分布

（資料）井戸尻考古館編『坂上遺跡出土土偶重要文化財指定記念講演録集』p.65、2016

図 40

坂上土偶

（資料）井戸尻考古館編『坂上遺跡出土土偶重要文化財指定記念講演録集』p.65、2016
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の魂が子供の中に入るという信仰を、アニミズムの根幹に位置付けています。
「高級宗教」であ
るキリスト教においても、処女マリアに天使のガブリエルが降り、マリアが聖霊によってキリス
トを妊娠したことを告げるという受胎告知のエピソードを残しています
（
「ルカによる福音書」
）。」
「あの世からこの世へ送られたタマシイは、一体全体、何処に、どのように帰還するのか？

何

処は、単純で、女性の胎内でしょう。しかし、何処から、どのような経路をたどって、母胎に霊
魂が宿るようになるのかがわからない。
」
以上から、背面人体文土偶呪術は妊娠にかかわる呪術と直感されないでしょうか。埋甕呪術
は、母親の胎内への死児のリセットが目指されていましたが、そこまでであって、新たな生命の
着床、即ち新児の妊娠は別の呪術が必要です。
「祖先の魂が子供の中に入る」というサイクルは、
「図 16

台湾先住民族における通過儀礼」で言うと、右端の「腹帯」以前であって、あの世から、

この世への帰還に相当します。日本でも、
「祖霊が産神（うぶがみ）のみちびきで赤子にやどり
再生するとの信仰も認められる」
。その通過儀礼図は、宮家準『日本の民俗宗教』によって描か
れていますから是非参照して下さい（同上 pp.123-124）
神はどこからやって来るのか？

柳田國男は語っています。
「やはり空からこられる。天だか

空中だかははっきりしないが、
高いところからくるのです。私は山の上に来るように思っている」
と（『柳田國男対談集』同上 p.254）
。
坂上土偶の正面図 - 側面図 - 背面図を見ると、臍―正中線の上の顔が特異です。顔の形はハー
ト型で、皿のように凹んでいる。斜め前方の天を仰いで、アーモンド型の目はうつろで、口を開
けている。鼻の穴は上を向き、鼻下に二列の筋が長く伸びている。短くデフォルメされた両腕は
斜めに上がって、深呼吸しているかのごとく、何かを迎えるかのよう。やはり、空から来る、高
いところからくる、何かが来るという印象を漂わせています。
坂上土偶の基本造形が、空から来る、高いところからくる、
「何か」を受け止める構造をして
いるという印象は、ネリー・ナウマンも表明しているところです。その「何か」を彼女はイン
ターナショナルな未開社会の出土物と神話から、
「生きの水」だと推測しています。
「それらは神
の分泌物であり、神のさまざまな資質を分有する液体なのである。しかも、各月末に死んでから
新月の開始とともに死者の国から登場してくる神そのものの生の液汁であり、それは『原始的思
考ではことごとく永遠の復活や不死、
永遠性を』を表す神に他ならない（Briffault 1927, Ⅱ :601）
（ネリー・ナウマン、檜枝陽一郎訳『哭きいさちる神スサノオ――生と死の日本神話』p.170、
1989.10、言叢社）
。
わが沖縄の「月の水」神話は、
Ｎ・ネフスキー、
岡正雄編『月と不死』
（1971.4、
平凡社東洋文庫）
が採取しているところです。
「月夜見」神話は「万葉集』に若返りの霊水「をち水」を持つ者と
して登場しています。北京のど真ん中・北海公園には承露盤をささげる仙人の像が立っています。
「承露盤は天から降る甘露を承けるためのもので、これにたまった甘露を服用すれば、八百歳ま
で長生きできるという」
（竹内実『世界の都市の物語 9

北京』p.129、1992.9、文芸春秋）
。

坂上土偶の点検に戻ります。土偶の正面ボディを上から下にたどると、胸には形のいい乳房が
隆起し、その間を鋭く正中線が直下に下降して巨大に膨れた出臍に至っている。また、臍から下
腹部→股間→下肢に、さらに臍から脇腹をへて背面へ、胸下から背面にも刻線が連絡している。
左側面から背後をまわって見ると、背中の左右両側に、脇下から腰部を経て臀部、腿に連続的に
刻線が流れ落ちています。これが、安孫子昭二が発見・命名したところの「背面人体文」に他な
りません。
「この土偶のモチーフの特徴は、正面から側面・背面に連続して描かれることにある。背面は、
腰の部位でＸ状を呈して逆ハート状に桃割れした尻が描かれていて、肩からあたかも両腕を胸下
に差込んで抱きついたような恰好のようにも見える。粗面の土偶の背中に、背後霊のような別の
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人格が刺青あるいはボディペインティングが施されたかのようである。
そこでこのモチーフを
「背
面人体文」と呼ぶことにした」
（同上『縄文中期集落の景観』p.226）
私のイレズミの研究結果から見ると、
「背面人体文」は実際に呪術師の人体に刻まれていた刺
青である可能性が高い（第７回論考参照）
。刺青はともかく、土偶の「背面人体文」は、人体を
巡る血液循環図や古代中国の医学の経絡図を連想させます。恐らく、これはハート型顔の皿で受
け止めた「生きの水」を体中にめぐらすイノチの配給網でしょう。こうした連想を喚起させずに
はいない文様だということが重要です。この連想イメージを非科学的だと笑う科学主義者は、呪
術の何たるかが理解できず、永遠に土偶の何たるかがわからないでしょう。第 12 回論考で参照
した、呪術研究の権威 J.G. フレーザーの断定を思い出していただきたい。
「呪術は自然法則の偽りの体系であるとともに誤った行動の指針なのである。呪術は不正確な
科学であるとともにむなしい技術である。
」
（神成利男訳）
「呪術というのは人を導いて惑わす行為であると同時に、自然科学の体系に見せかけたものな
のである。未熟な技術であり、まやかしの科学なのだ。……未開の呪術師にとって、呪術という
ものはいついかなるときも術であって、決して科学ではないのだ。その未熟な頭脳には科学とい
う観念そのものが欠落しているのである。
」
（吉岡晶子訳）
呪術はマジックに他ならない。呪術者（マジシャン）にとっては虚を真に見せる術こそが肝心
要のテクニックなのです。近代科学に基づいた科学的な思考から見れば全く信じられない、たぶ
らかし以外の何物でもない。呪術者と呪術依頼者の関係は、騙し―騙される関係なのです。
「背
面人体文」の呪術者は、呪術者の願いに応じて、呪文とともに、その願いを叶えるための魔法の
テクニックを用意しています。坂上土偶呪術の場合の「魔法の箱」は、
「背面人体文」土偶であり、
その信憑性を保証しているのが、民族のアイデンティティたる「月の水の神話」なのです。
呪術の騙しのテクニックは、二つありました。
◇類感呪術（類似の法則）＝類似は類似を生む（結果は原因に似る）
◇感染呪術（接触の法則）＝以前互いに接触していたものは、物理的接触が終わって遠く離れて
しまってからもなお、お互いに働きかける
坂上土偶の場合は、前者の類感呪術（類似の法則）が駆使されています。まず未開人のメンタ
リティの前提として、
「生きの水」
「月の水」
「若水」、
「甘露」などとして伝え語られている神話
の存在が重要です。神話は当該未開社会のレゾン・デートルそのものです。天から降り注ぐ水を
受け止める装置としては、左右に広げた両腕、凹んだ顔面、天を仰ぐ両目、開いた口元などの形
象があります。そして、顔面で受け止めた「生きの水」を体の上から下に、前面から背後にと体
全体に配給する配水網が巡らされています。正中線と大きく盛り上がった臍は配水ポンプの役割
を果たしているかのようです。
この土偶に込められたテクニックに、ナウマンも、ナウマンに師事した小林公明も騙され、門
外漢の私も騙されています。縄文人のメンタリティで、騙されるか、騙されないかの見極めが
肝心です。縄文人の頭脳知数は我々現代人と全く変わらず、
「縄文人のメンタリティ equal 現代
人のメンタリティ minus 近代科学知識」だと私は確信します。騙される者も、騙されない者も、
土偶呪術の研究は、縄文人が縄文人を騙す「騙しのテクニック」の研究であることを踏まえてお
かねばなりません。敢えて言うなら、この研究に近代科学的知識を以って、さかしらに「信じら
れるの、信じられないの」と言い出すのは愚の骨頂です。
「騙しのテクニック」は人間のメンタリティの奥底に共通して存在する何者かにあり、地域性、
国民性、民族性、
時代性を突き抜け、
普遍的にインターナショナルなのです。これはフレーザー
『金
枝篇』が蒐集している膨大な呪術例を見れば明明白白です。坂上土偶に刻まれた図像の謎を証明
するのは、「生きの水」
「月の水」
「若水」
、
「甘露」を希求してやまない、人間の頭脳の深奥の深
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層心理です。
それでは、騙される方＝呪術依頼者から騙す方＝呪術者を見たら、どういうことになるのか？
その逆転の観点が J.G. フレーザーの教え子であったマリノフスキの呪術に対する考えに他なりま
せん。未開社会においては、未熟・貧弱な科学の及ばない生活の広大な、ありとあらゆる領域で
呪術の力が求められました。騙し―騙される関係は、癒し―癒される関係でもあったのです。呪
術師はマジシャンでもあり、ドクターでもあったのです。
「呪術の未熟さや無意味さを見てとるのは易しい。しかし、その力と導きがなければ原初の人
間は実際に為しえたように実際的な困難を克服することはできなかっただろうし、人間が文化の
高度の段階へと進むこともかなわなかっただろう。……私の考えでは、その中に希望という崇高
な愚かさが体現されているのを見るべきであり、それは今も人間性を知る上での最上の学び舎で
あり続けているのだ。
」
（
『呪術・科学・宗教・神話』同上 p.120-121）
「希望という崇高な愚かさ」――これは至言です。
呪術師と呪術依頼者の間の心理的な駈け引きさえ誤らなければ、呪術は成功し呪術師は絶対的
に勝利します。妊娠呪術においては、月経が遅れる、つわりがある、やがて腹が膨らむ、ご先祖
様の霊が鼓動打つ。その逆の場合には、もっともらしい理由・原因が用意されていて、それはそ
れで呪術依頼者の悩みが癒されるわけです。
「呪術は秘術であって神秘的なイニシエーションを
通じて教えられ、世襲かそうでなくても非常に排他的な継承関係の中で伝えられている。科学が
自然の力という概念を基礎にしているのに対して、呪術はほとんどの未開民族が信じているあの
神秘的で非人格的な力の観念から発している」
（同上 pp.18-19）

〔３〕信濃国巫女「外方箱」の人形と隻眼の土偶
まだ残していることがあります。坂上土偶の研究の結果、明らかになった第２の問題です。
坂上から東にたどって山梨→神奈川・東京・埼玉と周辺に行くほど次第に粗略なシロモノになっ
ていく。背面人体文土偶は坂上の土偶製作専門家が一手に造形して各地に供給したものではなく、
各地において各々見様見真似で、模造品をつくった結果であろう。とすれば、オバＱ土偶は誰が
作ったのか、誰がどんな呪術に利用したのか、という問題が浮上します。
「背面人体文土偶は本場山梨方面から曽利集団が持ち込んだ、祭祀にかかわる御神体のような
ものではなかったか」という安孫子説は卓見です。背面人体文土偶は、坂上から波紋が広がるよ
うに周辺部に伝播していき、遠方にいけば行くほど、稚拙なものになってゆく。同一地域でも時
代を経るに従って次第に、稚拙なもの、下手くそなもの、手抜きされたものになっていくことは、
忠生遺跡土偶を掘出し考察した川口正幸によっても観察されています（
「東京都忠生遺跡の土偶
と集落」、阿部芳郎『土偶と縄文社会』pp.160-166）
しかし、疑問もあります。
「曽利集団」とは何者か？

土偶は集団＝ムラあるいは一族の祭祀

の道具ではなく、呪術の道具です。何故なら、町田の忠生遺跡では、土偶の大部分は住居址から
出土していて、居住家族にかかわるイエのマツリであると観察されるからです。
「曽利集団」の
ムラ祭りはムラオサによって司祭されますが、イエの呪術は呪術師によって行われ、その呪術師
は女性である可能性が高い。先に私は、
埋甕呪術の呪術師をムラのオババと想定しました。また、
呪術は「世襲かそうでなくても非常に排他的な継承関係の中で伝えられている」というマリノフ
スキの証言が浮かび上がります。呪法が違えば、呪術師も異なる。これは日本の民俗学による巫
女の研究を一瞥するだけでも明白です（例えば中山太郎『日本巫女史』2012.6、国書刊行会）
。
呪法は同じ地域でも数々あり、呪術師も集団で複数存在し、所変われば呪法が変わり、巫女・巫
覡は縄張りを擁して地方割拠しています。柳田國男では「鉢たたきの七兵衛」
、
折口信夫では「マ
レビト」「ホカイビト」
。
「旅をつづけて不可解な経路をたどって、この村へ来た。それがすでに
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神秘的な感じを持たせるほかに、その出現の時期だとか、状態だとか服装だとかいろいろな神聖
観を促す条件がある」
（折口信夫発言、上掲『柳田國男対談集』ｐ .230）
。
信濃国小県郡禰津村は、江戸期 300 年を通じて我国随一の巫女村（みこむら）
」で、
「同村に
は明治維新頃までは、四十八軒の巫女の親方宿があり、一軒で少なきも三四人、多きは三十人も
巫女を養成して、年々諸方へ旅稼ぎに出したものである。
」
（中山太郎、同上 p.269）三河刈谷地
方の市子、美濃太田町付近の市子もありました。三河、美濃も西の背面人体文土偶の出土するエ
リアです。
ここで注目してみたいのは信濃巫女が携えていた呪具です。極めて重大な証言なので、長文に
なりますが、
中山太郎の採取した記録の中枢部を引用します。土偶の何たるかに興味のある方は、
辛抱強くお読み下さい。
「信濃巫女は「外方箱」
（げほうばこ）と称する高さ一尺ほど、長さ八寸ほど、巾五寸ほどの小
箱を、紺染めの風呂敷を船型に縫い合わせたものの中に入れて、背負うているのを常とし、呪術
を行う際には、片手または両手を箱へ載せ、頬杖ついて行うのが習ひであった。そしてこの箱の
中には、一個（又は二個）の人形を入れて置くのが普通で、しかもこの人形が呪法の源泉とせら
れていたのである。
しかるにこの人形がどんなものであったかについては、報告が区々であって判然としないが、
（一）は普通の雛だというし、
（二）は藁人形だというし、
（三）は久延毘古神を形代とした案山
子のようだというし、
（四）は歓喜天に似た男女の和合神だというし、
（五）は犬または猫の頭蓋
骨だというし、
（六）さらに奇抜なのになると、外法頭と称する天窓の所有者であった人間の髑
髏というのもある。
しかして、こうした臆説は、巫女が外法箱の中のものを隠しに隠したために生じたもので、私
が郷里にいたころ目撃したものは、第三の案山子ようの人形であった。しかしこれは、その一例
だけであって、これを以て他の総てがそうであるとは決して言われぬのである。何となれば、同
じ禰津村の巫女であっても、四十八軒も親方宿がある以上は、それが悉く同じ流儀で、同じ師承
のものとは考えられぬからである。現に、信州の北部では、巫女をノノーといっているのに反し、
南部ではイチイといっている。しかもイチイは、武蔵の秩父地方にも行われているのを見ると、
信濃巫女の間にも幾つかの異流があったと考うべきである。
」
「古代の巫女の持っていた人形の姿は、
今から確然と知ることは不可能である。考古学者の「土
磐」と称するものは、あるいはこれが原型であるかもしれぬが判然とせぬ。
」
（同上、pp.269271）なお、「土磐」とは、立たない、自立できない土偶に他なりません。
私は、第５回論考末尾注において以下のようにメモを残しました。
「シャマンの相続においては、血脈継承のほかに門付けする瞽女（ごぜ）のように、盲目の女
性の間で法脈を継ぐ師資相承制がとられる（櫻井徳太郎『日本のシャマニズム研究（上）
、吉川
弘文館、1988.3、pp.56-57）
。縄文中期中葉の世では、頭に蛇を載せ、片目をつぶした土偶の存
在が気になるところである（図 41

山梨県天神堂遺跡「隻眼の土偶」参照）
。目に疾患があるこ

とを表現した土偶は、このほかに多数見受けられる。コピー土偶は、縄文の世での旅の流れ巫女
（柳田国男が言う、村の人々の求めに応じて口寄せをする「口寄せミコ」
）がもたらしたという想
像も駆け巡るのである。
」
私は事物から空想の世界に飛躍していますが、インスピレーションは研究の導きの糸になり得
ます。何はさておき、事物を再確認します。
隻眼の土偶は、甲府市勝沼町天神堂遺跡の遺構外から発見されたものです。曽利Ⅱ式期（加曽
利Ｅ２期）の長胴甕形土器、土器片、深鉢とともに出土しており、忠生遺跡の土偶と時期的に一
致しています。即ち、隻眼の土偶と忠生遺跡のオバＱ土偶とは同時代のシロモノです。
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図 41

隻眼の土偶（甲府市勝沼町天神堂遺跡）

上のカラー写真の実測図が下の図であり、６方向から観察している

（資料）釈迦堂遺跡博物館『峡東の土偶』2017.9

以下は、『天神堂遺跡』の報告書の観察所見です。
「頭部は中空の球状を呈し、最も特徴的なのは目である。左目はとび出し、黒目の部分の表現
もみられる変わったものである。右目は埴輪の顔のように細長くくりぬかれていて、中空土偶の
場合に通常みられるような構造になっている。また鼻が猪の鼻のように表現されていて人間離れ
している点もおもしろい。さらに口も均整のある楕円形ではなく、左側が小さく開けられ、あき
らかな歪みを表現している。各地でときどきみられる片目の土偶、あるいは片目に傷をもつ土偶
に共通した土偶といえ、土偶の意味、役割を考える上で示唆に富む資料である。
」
（
『天神堂遺跡
甲州市文化財調査報告書第２集』p.27、2008.3）
）
左片目がふさがっていて、目が不自由です。片目土偶は、山梨県笛吹市御坂遺跡、神奈川県青
ケ台貝塚、東京都二宮森腰遺跡、東京都屋敷山遺跡出土などでも出土しています。頭の後ろの左
右二つの渦巻きが肝心要です。これは何か？

蛇、マムシです、左右に二匹。これも中期中葉の

土偶に多々見られるシロモノです。頭上に蛇を載せた最も有名な土偶は、茅野市棚畑の「縄文の
ビーナス」や長野県諏訪郡富士見町の藤内土偶です。山梨県立考古博物館がシンボルマークにし
ている「イッチャン」と「ニイチャン」も後頭部に蛇が雄渾に立ち上がっています（図 42）
。こ
れらは蛇巫を行う巫女に他なりません（谷川健一「巫女と巫娼」
『民衆史の遺産』第６巻巫女収
録 p.7、2015.6、大和書房参照。なお、頭上の蛇については、第６回論考で詳論してあるので、
ここでは再論しない）
。
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図 42

一の沢西遺跡出土土偶

上が「いっちゃん」
。下は同時に出土したもの（仮称「にいちゃん」
）

（資料）釈迦堂遺跡博物館『峡東の土偶』2017.9

次に、土偶の顔に注目してみましょう。
「イッチャン」は左右共に目の下に２本線が垂れ下がっ
ていますが、これはイレズミです。しかし、
「ニイチャン」はイレズミを入れていない。イレズ
ミは通過儀礼で「成熟」のサインであって、イッチャンは結婚可能な成熟巫女、左右共２本線が
記されているからには既婚です。イレズミのないニイチャンは未熟な少女・オボコ。同一地点か
ら出土ですから、
ニイチャンはイッチャンの従者、
巫術の補助者、
あるいは見習修行中の巫女です。
それでは、
「隻眼土偶」はどうか？

ニイチャンと同じく、結婚していない巫女ながら、その

理由は齢のせいではなく、隻眼のためであろう。目に疾患のある女性は、巫女になるべく、修行
をうけ、巫術を学び、特別な技能を身に着け、ムラの外に出て、ムラからムラを巡って生き抜く、
春をひさぐ天女でもありました。その証拠に、奥州のイタコはすべて盲女です。
「盲女としては、
積極的に生くる道が無かったのと、消極的には、神憑りするには、却って眼の見えぬ方が雑念を
去る便利があったので、相率ゐて此の道に入った様である」
（中山太郎、同上 p.585）
。
民俗学の巫女研究がもたらした成果によれば、巫女（みこ）には二種類ある、一つはカンナギ
系巫女の「神子」
、もう一つは口寄せ系の「みこ」です。前者は宮廷や神社に属し、後者は生霊、
死霊、神霊に憑依します。谷川健一の以下の洞察には深い含蓄があります。
「私が、注目するのは、巫女は神のみに従属して、特定の男に従属していないということである。
その点、不特定の複数の男を相手とする娼婦も同様である。この両者の共通性が巫女から娼婦へ
の移行を可能にする。その変遷を媒介するのが巫娼の存在である。巫女から巫娼へ、そして娼婦
へと、古代から現代へ貫く一筋の道がつけられている。この意味で「遊行女婦」という言葉は深
い意味をもっている。日常的な羇絆を脱して、
「神を遊ばせ、
神を求めて遊行する」
巫女の特性を、
「男
61

を遊ばせ」る娼婦も、遊女も姿を変えて受け継いでいると思われるのである。
」
（同上 pp.34-35）
私、中村公省が考察した結果では、成熟し、妊娠しているのに、イレズミ無しの「縄文のビー
ナス」は、キリストを生んだマリアと同様に、処女懐胎した巫女であり、カンナギ系巫女の「神
子」です。藤内土偶は左目の下の２本イレズミがあり、年頃ながら処女の巫女（みこ）でしょう
（第７回論考参照）
。
時間の経緯にも注目すべきです。
「縄文のビーナス」は中期中葉の土偶です。
「イッチャン」と
「ニイチャン」とは縄文中期中葉末の井戸尻３式期（勝坂３式期）
。そして、
「隻眼の土偶」と忠
生遺跡土偶は共に縄文中期後葉で、曽利Ⅱ式期（加曽利Ｅ２式期）以後です。
「縄文のビーナス」
→坂上土偶→「イッチャン」
「ニイチャン」→「隻眼の土偶」と忠生遺跡土偶、と経緯していま
す。この 500 年ほどの時の流れの中で、カンナギ系巫女の「神子」の巫術が、口寄せ系の「みこ」
によって換骨脱胎され、悩み惑う常民の巫術に形を変わって、
「ビーナス」が「オバＱ」に変じ
た？

流れ流れの旅の盲目の巫女の類が、
「芸術的価値のない」
「非常に貧弱な姿」の土偶を作り、
、

使い神奈川、東京、埼玉近辺の縄文ムラにおいて特別にキキメのある妊娠呪術を行ったのではな
いのか？

これは白昼夢です。作業仮設になるかどうかも疑問です。しかし、縄文研究にはロマ

ンもなくちゃ。本論の文脈においては、ここで、これ以上の空想を広げるのは無茶であって、ま
た改めの機会にチャレンジを期するしかありません。忠生遺跡の土偶については、まだ論じなけ
ればならない大問題が残っているからです。

注５：片目の土偶についての補注（河野重義の顔面把手論所感）
図 43
①

河野重義稿掲載の顔面把手
②

④

③

⑤
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本節執筆のために、隻眼土偶に関する論文の紹介を安孫子昭二に依頼したところ、以下の文献の恵贈を受けた。
河野重義「片目の顔面把手について――神様は片目であったか」
（多摩中央信用金庫『多摩のあゆみ』第 62 号、
1991.2、
「特集・多摩の縄文中期概観」所収）
。該博な研究業績のストックに感嘆・感謝し、早速拝読したところ、
５つの隻眼土偶を検証し、私とは異なる民俗資料に基づいた考察が見られる。興味津々。下記は河野重義稿へ
の所感である。
河野は、３種（A ～ C）
、５出土例を対象にしている。その写真を転載させてもらい、私が注目する各々の特
徴を抜粋メモする。
（➡は私の解釈）
A. 片目を切られた把手３例
①東京都秋川市二宮 二宮遺跡出土……勝坂式期住宅跡址覆土から出土。右目は無残な刀傷を受けたように
半月状に切られている。髪の毛は隆起線を刻みつけた蛇行文が施され、頭上で結い上げ、前、横から円い穴が
あけられ環状になっている。
（➡頭上の蛇に注意）
②東京都武蔵村山市 第三小学校敷地出土……左目が顔の中央から左頰中央にかけて鋭く長く切り込まれて
いる。少女の面影が残る。
（➡少女に注意）
③山梨県八代郡中道町上の平遺跡出土……頭部は渦巻き文（➡頭上の蛇に注意）と三叉文が多用されている。
右目は十文字に切り込まれている。
B. 片目をつされた様な把手
④神奈川県相模原市磯部郡山谷遺跡出土……左目がつぶされている。蛇体の頭部が歯をむき出し何かに襲い
かかる様相（➡頭上の蛇に注意）
ｃ . 片目をつむったような把手
⑤神奈川県横浜市、青ケ台貝塚出土……右目は沈線で丸く描き目を閉じた様。あどけない少女の面影がうか
がえる。
（➡少女に注意。左右の目が異なり。右目は光を失っている）
所感（１）
河野はこれらすべてを土器の上部につけられた把手（顔面把手）としている。把手だけが出土した顔面把手
と土偶の顔部分との区別は微妙なものがある。私が考察対象にした天神堂遺跡出土土偶や「いっちゃん」や「に
いちゃん」も顔面把手の可能性はある。しかし、ここでは、顔面把手か土偶かの区別は問題ではない。
所感（２）
河野は頭上の蛇に関心を示していないが、
（➡頭上の蛇）とした５例中３例は、頭の上に蛇を載せた造形であ
ろう。また（➡少女）が２例ある。ここから、これらには蛇巫を行う巫女を含んでいると見なせる。
所感（３）
河野の目の観察は、
「無残な刀傷を受けた」
、
「鋭く長く切り込まれている」、
「十文字に切り込まれている」「左
目がつぶされている」
という具合で、
他者による目つぶしの被害妄想にかかっている。何故に先天的、後天的な「目
の不自由な人」の姿をイメージし得ないのか？
所感（４）
河野は「A. 片目を切られた把手３例」について、「予期できないような、呪術的要素をもった愛くるしい少女
の片目を傷つけた片目の顔面把手があります。しかもその目は無残にも刃物によって切り込んだ様にＸ字に切
られています。これは縄文時代の呪術の世界を反映しているといえるでしょう」と言っている。少女は呪術の
犠牲になったと見ているわけだ。私はと言えば、少女自身を呪術師と見ている。少女の頭上の蛇は、何なのか？
健全な目の方は真丸の見開いたのが２例見られるが、顔面把手の場合はアーモンド型の切れ長が定型である。
所感（５）
河野は、柳田國男の「一つ目小僧その他」の民俗学的想像にとらわれて、顔面把手の観察・考察をしている。
「大昔いつの代にか、神様の眷属にするつもりで、神様の祭りの日に人を殺す風習があった。恐らく最初は逃
げてもすぐ捉るように、その候補者の片目を潰し足を一本折っておいた。そうして非常にその人を優遇し且つ
尊敬した」。しかしながら、
「一つ目小僧」は男でござる。藤森栄一らによって研究された諏訪神社の虐殺され
る「神使」（おこうさま）も少年である（古代部族研究会編『古代諏訪とミシャグチ祭政体の研究』pp.49-55、
2017.9、人間文庫）
。私は、男の顔面把手を知らない。顔面把手土偶は女でござる。私の説も柳田國男頼りで、
「村の人々の求めに応じて口寄せをする口寄せミコ」に拠っていて、民俗学は縄文の呪術を解き明かすには必須
の証言ながら、鵜呑みにするわけにはいかない。絶えず批判的考察が求められる。
所感（６）
中山太郎『日本巫女史』には、以下のような「いい話」がある。
「イタコは悉く盲女であったが、盲女が此の
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事を専ら営むやうになつたに就いて、聴くも哀れな伝説が残ってゐる。奥州では気候が寒冷のため、年穀の稔
が充分でないところから、大昔は盲人ができると、官憲がそれを一つ処に集め、五年に一遍、十年に一度とい
う工合に、悉く殺害したものであった。……然るに、或る年に盲人を殺すことになったとき、領主が盲人にて
も何かの役にたつ者もあらうとして、一名の盲女を召し、庭前に何があるか言うて見よと命ずると、その盲女
はイタコとしての修養があったものか、松の木の下に燈籠があると言ひ当てたので、爾来、盲女はイタコとし
て、生命を助くべしと定まり、これからイタコが公許されるやうになったと云われてゐる。」（同上 p.585）私は、
こうしたムラオサが縄文の信州、甲州の世にも存在したことを信じたい。信濃国小県郡禰津村の親方の存在は
意味深長である。ここから新たな仮説が生まれ得る。
所感（７）
忠生遺跡Ｂ地区からは図 44 のような顔面把手が出土している。中期中葉の勝坂式把手土器によく見られる
特徴的な顔つきで、目尻の切れあがったアーモンド形の目、上を向いた豚鼻と太い眉毛、ぽっかり開けた口、
さらに頭上に蜷局を巻いた蛇。両目を見比べると、どうか？ 右目には黒目がなく、眼光を失っている。所感
（８）の東京都清水ケ丘出土の顔面把手は、
右目が描かれておらず、左目も閉じている。隻眼土偶（顔面把手）は、

図 44

忠生遺跡Ｂ地区出土の顔面把手

（資料）
『忠生遺跡

Ｂ地区（Ⅱ）』2011.3

p.62

中期中葉の時代から存在したと見られ、中期中葉～後葉にかけて隻眼の巫女の存在をうかがわせる。隻眼の巫
女の存在は疑う余地がない。
所感（８）
安孫子昭二から後日、さらに以下の研究論文の追加提供を受けた。
吉本洋子・渡辺誠「人面・土偶装飾付深鉢形土器の基礎的研究（追補）」（『日本考古学』第８号、1999.10）
。
1999 年時点で人面・土偶装飾付深鉢形土器の発掘事例が集大成されていて、隻眼の把手（顔面把手、土偶）
も散見される。そのうち河野重義論文にない写真２点だけを採録させてもらう。

図 45

図 46

東京都清水ケ丘出土の顔面把手

東京都草花松山前出土の顔面把手

（資料）吉本洋子・渡辺誠「人面・土偶装飾付深鉢形土器の基礎的研究」
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（４）忠生遺跡ムラ土偶片接合の謎に挑む
〔１〕 土偶片の南北接合は婚姻関係を表している
忠生遺跡は中央広場＝墓群を挟んで南北の集落が相対している大環状集落です。図 47 をご覧
ください。この中央部の住居址群分割想定線（点線）の斜右上が南集落、斜左下が北集落です。
図 47 は、この集落から各々発掘された土偶の破片が、ピタリ接合したことを図示したものです。
この地図において、28 の土偶は住居址 102 号（北）と 9 号（南）とで接合（約 70 ｍ）。また
住居址 116 号（北）と 87 号（南）で接合（約 50 ｍ）
。両者ともに中央広場を介在して南北両
群で接合しているのです。一番上の 70 の土偶は住居址 134 号（南）と住居址 93 号（北）の覆
図 47

忠生遺跡発掘の土偶の接合図

（注：水平方向左が真北、右が真南）

（資料）忠生遺跡Ａ地区（Ⅱ）2010.3p.287

65

第 209 図（部分）

土上層出土抱合層との接合と見られ南北群接合（約 25 ｍ）です。ほかに南群内結合が 1 例、北
群内結合が 2 例あります。
この土偶の破片の接合という発掘例は、一体全体、何を意味しているのか？

姻戚関係を表し

ている、と私は解答しました。以下は第８回論考です。
当時の婚姻が婿入り婚であったか、嫁入婚であったかは定かでありませんが、嫁入婚が行われ
ていたと仮定します。妊娠出産の主役は女性ですし、原始農耕社会にあっては女性が生産・消費・
資産相続の実権を握っていたことが、台湾原住民社会の男女関係から察せられます。
「28 の土偶
は住居址 102 号（北）と 9 号（南）とで接合」は、以下のような関係を意味していたでしょう。
①住居址 9 号（南）で生まれ育った女性が、住居址 102 号（北）に嫁入って身ごもった。
②巫女（シャマン）による妊娠出産の呪術儀礼が嫁の実家の住居址 9 号（南）において催された。
③呪術具として土偶が使われ、
「ご先祖様」が女性のお腹に復活したことを寿ぎ、その成長と
安産を祈った。
④土偶の胸から臍、臍から下腹部に連なる線刻、いわゆる正中線＝妊娠線は、あの世の魂がこ
の世の女性の中に宿って子供の形で現れる産土神（うぶすながみ）のたどる道筋に他ならない。
⑤祈祷成就の証として、土偶を破砕して、あの世のものが、この世のものとなったことを確
証し（送り儀礼の完了）、その証としての破片を実家の住居址 9 号家（南）と嫁ぎ先家の住居址
102 号家（北）との間で分かち合った。
⑥（なお、逆に住居址 102 号（北）で生まれ育った女性が、
住居址 9 号（南）に嫁入って身ごもっ
たと想定してもいい。
）
他の土偶破片の接合も、同様な婚姻関係を意味していると解釈し得ます。婚姻関係は子供や財
産、墓の命名・帰属などに直結していて、土偶破片の分かち合いは、この大環状集落の幾世代に
もわたる存続を保証する世代継承様式の象徴的儀礼であったことでしょう。

〔２〕忠生遺跡ムラにおけるカリエラ婚の概念図
私の旧稿が踏まえていたのはカリエラ婚です。カリエラ婚とは、オーストラリアの先住民アポ
リジーニのカリエラ人の婚姻形態で、母系社会のイトコ同士の結婚にあたって、結婚してよいイ
トコと、結婚してはいけないイトコを峻別・規定した準則です。忠生遺跡Ａ地区においてカリエ
ラ婚が行われていた、その証拠が土偶の接合に示されている、というのが私の考えです。しかし、
カリエラ婚の説明をし出すと非常に厄介な話になるので控えてきましたが、その理解無くしては
土偶の接合は説明し得ない。そこで、この際、カリエラ婚に立ち入ってみます。
カリエラ婚が当該社会の幾世代者にもわたる存続ための最高知であることを解き明かしたの
は文化人類学者レヴィ＝ストロースです。しかし、その著『親族の基本構造』
（福井和美訳、
200.12、青弓社）は大部・難解で、私の歯の立つようなシロモノではない。そこでそれを易し
く解説した小田亮『レヴィ＝ストロース入門』
（2000.10、ちくま新書）に依拠して紹介を試み
ます。まず、イロハのイの字から。
①イトコとは、親の兄弟姉妹の子供を指すが、人類学では、これを交叉イトコと並行イトコに
分ける。交叉イトコとは、
「母の兄弟の子供」と「父の姉妹の子供」を指す。一方、
平行イトコは、
「母の姉妹の子供」と「父の兄弟の子供」を指す。双方の親の性別が異なる場合が「交叉」
、同じ
の場合が「平行」していると見なされる。
②人類学の発見によれば、平行イトコ婚は大抵の社会で禁止されている。また、交叉イトコ婚の
うち母方交叉イトコ婚規定のある社会が広く認められる。即ち、母系社会のイトコ同士の結婚にあ
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たっては、結婚してよいイトコと、結婚してはいけないイトコを峻別・規定していて、平行イトコ婚
→禁止、父方交叉イトコ婚→禁止、母方交叉イトコ婚→推奨、という準則が広く認められる。
③カリエラ人社会の人々は、バナカとカリメラ、ブルンとパリエという４つのセクション（母系
半族）に属していて、バナカの成員は必ずブルンの成員と結婚し、カリメラは必ずとパリエと結婚
するという婚姻規則がある。そして、子供の帰属についても次の規則がある。1. バナカを父とし
ブルンを母とする子はパリエとなる。2. ブルンを父としバナカを母とする子はカリメラとなる。3. カ
リメラを父としパリエを母とする子はブルンとなる。4. パリエを父としカリメラを母とする子は
バナカとなる。
（図 48 参照）➡ン―、モー、わからない
図 48

デスネ！

カリエラ人社会の４セクション体系と婚姻規定

（資料）小田亮『レヴィ＝ストロース入門』（2000.10、ちくま新書）p.91

④レヴィ＝ストロースも、なんとかわからせようと必死です。彼はフランス社会に引き付けて嚙
み砕いた絵解きをします
（図 49）
。こちらを見ましょう。 1. パリのデュランの男はボルドーのデュ
ポンの女とのみ結婚できる結婚規則がある。また、その間に生まれた子供は、母から姓（半族）を
受け継ぎ、父から地名（居住集団）を受け継ぐ子供の帰属規則がある。この二つの規則によって、
子供はパリのデュポンとなる。以下同様に。2. ボルドーのデュランの男はパリのデュポンの女と
結婚し、子供はボルドーのデュポンとなる。3. パリのデュポンの男はボルドーのデュランの女と
結婚し、子供はパリのデュランとなる。4. ボルドーのデュポンの男はパリのデュランの女と結婚し、
子供はボルドーのデュランとなる。➡ソレデモ、わからない
図 49

デスネ！

カリエラ体系の図

（資料）小田亮『レヴィ＝ストロース入門』（2000.10、ちくま新書）p.92
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⑤私は忠生遺跡ムラにおけるカリエラ婚を理解するために、レヴィ＝ストロースの説明に耳を
傾けているわけですから、忠生遺跡Ａ地区ムラ社会に移し替えて図 50 をつくり直して、レヴィ
＝ストロースの説明を鸚鵡返ししてみます。
「パりのデュラン」→「南集落のシロ姓家」と置き
換えます。同様に「ボルドーのデュポン」→「北集落のクロ姓家」
「ボルドーのデュラン」→「北
、
集落のシロ姓家」
、
「パリのデュポン」→「南集落のクロ姓家」という具合に置換します。以下図
50 がその図です。➡シンボウヅヨク、わかってネ！
図 50

忠生遺跡ムラにおけるカリエラ体系の図

「南集落のシロ姓」

＝

「北集落のクロ姓」

「北集落のシロ姓」

＝

「南集落のクロ姓」

記号
＝

：婚姻しあうセクション同士の結びつき

→

：母のセクションと子のセクションとの結びつき
Ｘ１

＝

Ｙ２

Ｘ２

＝

Ｙ１

（資料）小田亮『レヴィ＝ストロース入門』
（p.92、2000.10、ちくま新書）に掲載の「カリエラ体系の図」を真似て作成。

（１）「南集落のシロ姓」の男は、
「北集落のクロ姓」の女とのみ結婚できる。
（２）上の（１）の夫婦の間に生まれた子供は、
母から姓（半族）を受け継ぎ、
父から集落名（地
名＝居住集団）を受け継ぐ。従って「南集落のクロ姓」となる。
（３）上の（２）と同じように、
「北集落のシロ姓」の男は、
「南集落のクロ姓」の女と結婚できて、
子供は「北集落のクロ姓」となる。
（４）上の（１）
（２）同じように、
「北集落のクロ姓」の男は、
「南集落のシロ姓」の女とのみ
結婚でき、子供は「北集落のシロ姓」となる。また、
「南集落のクロ姓」の男は、
「北集落のシロ
姓」の女とのみ結婚でき、
子供は「南集落のシロ姓」となる。さらに、
「北集落のクロ姓」の男は、
「南集落のシロ姓」の女とのみ結婚でき、子供は「北集落のシロ姓」となる。
（５）（文化人類学では、明確に二つの集団に分けられている社会組織を「双分組織」と言い、
その二分された各集団を「半族」と言います。南集落、北集落は各々「半族」です。そこで、図
50 によって各家族を描き出してみます。
）忠生遺跡ムラの２つの集落が互いの絆を強固に結ぶた
めに、一方の南集落は他方の北集落とのみ結婚するという規約を作ったとする。そうすると、
「南
集落のシロ姓」
、
「北集落のクロ姓」
、
「北集落のシロ姓」
、
「南集落のクロ姓」という４つの婚姻ク
ラスができる。すなわち、
「南集落のシロ姓」の男は「北集落のクロ姓」の女とのみ結婚でき、
そのあいだに生まれた子どもは母から姓（半族）を受け継ぎ、父から集落名（居住集団）を受け
継ぐことになるから、
「南集落のクロ姓」となる。同じように、
「北集落のシロ姓」の男は「南集
落のクロ姓」の女と結婚し、子供は「北集落のクロ姓」となる。また、
「南集落のクロ姓」の男
は「北集落のシロ姓」の女と結婚し、子どもは「南集落のシロ姓」となる。そして、
「北集落の
クロ姓」の男は「南集落のシロ姓」の女と結婚し、子どもは「北集落のシロ姓」となる。母から
受け継ぐ家族名のシロ姓とクロ姓をそれぞれＸとＹ（母系半族に相当する）
（６）子どもの出生地となる父の居住地の南集落と北集落をそれぞれ１と２（父系居住集団に
相当する）という記号で表し、
「南集落のシロ姓」
、
「北集落のクロ姓」
、
「北集落のシロ姓」
、
「南
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集落のクロ姓」のそれぞれにＸ１、Ｙ２、Ｘ２、Ｙ１の記号をあてはめると、図 50 下図となり、
図 48 のカリエラ型の婚姻規定が再現される。

〔３〕 忠生遺跡ムラにおけるカリエラ婚の存在証明
➊南群居住区と北群居住区出土の土偶破片が接合した
以上の〔２〕の「忠生遺跡ムラにおけるカリエラ体系」は、カリエラ体系一般を理解するため
に描いたにすぎません。忠生遺跡ムラにおいてカリエラ体系型の婚姻が行われていたかどうかの
検証はまた別の問題です。
忠生遺跡ムラでカリエラ体系型の婚姻が行われていたという証拠として最も重要なのは、土偶
破片の接合です。そこで何はともあれ、町田市『忠生遺跡Ａ地区（Ⅱ）
』（2010.3）から、土偶
破片の接合を記した全文を抜粋します。
「中期後葉の土偶が出土した住居址の分布は、第 209 図〔図 47〕の破線で示したような住居
群の間隙で南北２群に分けた場合、北群が 47 軒中 26 軒から 51 点、南群は 37 軒中 14 軒から
39 点が出土している（グリッドＳライン以南は別の環状であり、ここからの出土分で該期３軒
分はカウントしない）
。このうち、
接合個体数は 13 個体である。住居址間接合は中期後葉にみで
〔報
告書番号〕２、23、28、38、45 の５個体が明確である。注目されるのは２と 28 である。前者
は住居址 102 号と９号で約 70 ｍ、後者は 116 号と 87 号で約 50 ｍ離れた住居址間で、両者と
も中央広場を介在した南北群での接合になる。なお、
〔報告書番号〕70 は 134 号と包含層出土
の接合になっているが、包含層扱い分は出土位置からすると 93 号の覆土上層出土の可能性もあ
り距離は約 25 ｍ、
中央広場の介在は位置的に殆どないが南北群の接合である。また、
〔報告書番号〕
23 は南群内、
〔報告書番号〕38 と 45 は其々に北群内での接合である。
」
（p.63）
図 51

忠生遺跡 A 地点出土の南北接合土偶

（資料）忠生遺跡Ａ地区（Ⅱ）2010.3
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表４

忠生遺跡 A 地点出土土偶接合状況

〔接合土偶２、
（報告書№ 28）接合土偶３（報告書№ 70）については図 51 参照〕
接合

№

（１）南北接合

（２）南群内接合
（３）北群内接合

報告

1

図版

出土位置

2 183 図 北群

部位

高さ

102 号住居 頭～胸

10.0

2

南群 ９号住居
胸～足
28 186 図 北群 116 号住居 頭

5.7

3

南群 87 号住居
70 191 図 南群 134 号住居

頸～胸
頭～胸

8.7

1

北群 15 セ・Ⅲ
23 185 図 南群 89 号住居

胸～足
頸～腹

8.6

1

南群 87 号住居
38 187 図 北群 95 号住居

腹～足
頭～胸

6.4

北群
2

45 188 図 ―
北群
北群
北群

107 号住居 胸～足
頭～胸
102 号住居 左腕
112 号住居 右腕
112 号住居 腹～足

（資料）忠生遺跡Ａ地区（Ⅱ）2010.3

重量

文様等

色調

遺構時期

50.0 背 面 人 体 文、 紋 付（ 前 赤褐色
後）、頭部頭巾型、２足
型

中期後葉３

赤褐色
26.3 頭部逆三角形で頭巾型、赤褐色
紋付（前後）
、正中線
赤褐色
60.7 頭 部 芯 巻、 面 人 体 文、赤褐色～濃灰色
紋 付（ 後 ）、 正 中 梯 子、
４足型
赤褐色～濃灰色
63.4 背面人体文、正中点列、橙褐色
紋付、４足型

中期後葉３
中期後葉３

43.5 背面人体文、紋付（後）
、赤 褐 色 ～ 暗 赤 褐
背 面 弧 線、 正 中 点 列、色
４足型
赤褐色～暗赤褐
色
8.0 38.5 頭部芯巻、背面人体文、赤褐色～濃灰色
（推
紋 付（ 前 後 ）、 腹 部 凸、
定）
４足型
赤褐色
赤褐色～濃灰色
赤褐色～濃灰色

中期後葉３
中期後葉３

中期後葉３
中期後葉３
中期後葉３
中期後葉３
中期後葉３
中期後葉３
中期後葉３

より作成。（１）南北接合の３例、即ち接合土偶 1（報告書№ 2）

忠生遺跡Ａ地区出土土偶接合状況を表４にまとめました。南北接合３例、南群内接合１例、北
群内接合２例、計６例です。図 51 の方は、南北接合３例、実際に接合してみた図像であって、
元の姿です。出土報告書とこの図・表を参考にして、土偶の接合状況を点検していきます。
忠生遺跡で土偶は、ほとんど住居内出土です。これは、土偶はムラ共同のマツリゴト（祭祀）
に使われたのではなく、イエの願い事（呪術）に使われた呪術具であることを示しています。ま
た、何を願い求めた呪術であったのかは、先に土偶自身を観察・推定しました。背面人体文土偶
は乳房があるから女、臍の上下に伸びる「生の緒」があるから妊娠。背面人体文土偶は妊娠呪術
に使われた呪術具に違いない。妊娠は、
次代の担い手である子供の有無にかかわり、
数世代に渉っ
て存続するための財の継承に直結している重大事。以上のごとき自説を前提にして、忠生遺跡ム
ラにおいてカリエラ婚姻体系が実行されていた可能性の検討に入ります。
土偶破片の接合とは、正逆二つのことを意味しています。南北接合の場合は以下の如くです。
【発見経緯】
南集落（半族）出土の土偶破片と北集落（半族）土偶破片とがピタリ接合して、元の一体の土
偶になった。
【保存経緯】
元の一体の土偶は、二分されて、半分は南集落（半族）住居中に、あと半分は北集落（半族）
住居中に保存された。
このうち【保存経緯】の方が肝心です。以下、忠生遺跡ムラにおける【保存経緯】にそって例
証しなければなりません。北群 102 号住居と南群９号住居、北群

116 号住居と南群 87 号住

居との２組、４家族がカリエラ婚で結ばれていた可能性を具体的に見ます。
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南北接合１（北群 102 号住居と南群９号住居の接合）と南北接合２（北群 116 号住居と南群
87 号住居の接合）がカリエラ婚だとすると
（Ａ）北群 102 号住居と南群９号住居の接合ケースの場合
まず北群 102 号住居家族＝「北集落のクロ姓」
、南群９号住居家族＝「南集落のシロ姓」と置
換します。また北群 116 号住居家族＝
「北集落のシロ姓」
、
南群 87 号住居家族＝
「南集落のクロ姓」
と置換します。
次いで４つの家族の間の関係を見ていきます。
（１）「南集落のシロ姓」の男は、
「北集落のクロ姓」の女と結婚でき、
現に結婚している。即ち、
南群９号住居家族だ。
（２）上の（１）の夫婦の間にできる子供は母からクロ姓（半族）を受け継ぎ、
父から南集落名（地
名＝居住集団）を受け継ぐ。従って子供は「南集落のクロ姓」となる。即ち、南群 87 号住居家
族と同じ様になる。
（３）そこで、土偶を使った妊娠呪術は以下のように行われたであろう。①「南集落のシロ姓」
夫婦の住まう南群９号住居において妊娠呪術が行われ、呪術具の土偶が叩き割られた。②叩き割
られた土偶の半分（胸～足）は夫婦が居住する南群９号住居（シロ姓）に留められた。③叩き割
られた土偶の残り半分（頭～胸）は女の出身住居である北群 102 号住居（クロ姓）に分与された。
④生まれ出てくる子供は「南集落のクロ姓」となる。⑤この子には「クロ姓」家の財産（土地に
対する支配権）の分与が約束されている。
（Ｂ）北群 116 号住居と南群 87 号住居の接合ケースの場合
（１）「北集落のシロ姓」の男は、
「南集落のクロ姓」の女と結婚でき、
現に結婚している。即ち、
北群 116 号住居家族だ。
（２）上の（１）の夫婦の間にできる子供は母から姓（半族）を受け継ぎ、父から集落名（地
名＝居住集団）を受け継ぐ。従って子供は「北集落のクロ姓」となる
（３）そこで、
（Ａ）の場合と同様に土偶を使った妊娠呪術は以下のように行われたであろう。
①「北集落のシロ姓」夫婦の住まう北群 116 号住居において妊娠呪術が行われ、呪術具の土偶
が叩き割られた。②叩き割られた土偶の半分（頸～胸）は夫婦が居住する北群 116 号（シロ姓）
に留められた。③叩き割られた土偶の残り半分
（頭～胸）
は女の出身住居である南群 87 号住居
（ク
ロ姓）に分与された。④生まれ出てくる子供は「北集落のクロ姓」となる。⑤この子には「クロ
姓」家の財産（土地に対する支配権）の分与が約束されている。
（Ｃ）「北群 102 号住居と南群９号住居」、
「北群 116 号住居と南群 87 号住居」の間でカリエラ婚
が行われていたと見ることも可能
小田亮『レヴィ＝ストロース入門』が示したカリエラ婚モデルは、
「南集落のシロ姓」
、
「北集
落のクロ姓」、
「北集落のシロ姓」
、
「南集落のクロ姓」というように、４つの家族の組み合わせに
よってなっています。したがって、２つの家族間だけでの例証では不十分でしょう。４つの家族
の組み合わせも考えてみましょう。
仮に「北群 102 号住居と南群９号住居」と「南群Ｘ号住居と北群Ｙ号住居」の４つの家族の
間でカリエラ婚が行われていたという想定に立って、成立可能なモデルを描いてみることにしま
す。先に見た家族モデル①②に加え、新たに③④の南群Ｘ号住居家族と北群Ｙ号住居家族モデル
を付け加えます。
71

①「南集落のシロ姓」の男は、
「北集落のクロ姓」の女と結婚でき、現に結婚している。即ち、
南群９号住居家族。
②「北集落のシロ姓」の男は、
「南集落のクロ姓」の女と結婚でき、現に結婚している。即ち、
北群 116 号住居家族。
③「南集落のクロ姓」の男は、
「北集落のシロ姓」の女と結婚でき、現に結婚している。即ち、
南群Ｘ号住居家族。
④「北集落のクロ姓」の男は、
「南集落のシロ姓」の女と結婚でき、現に結婚している。即ち、
北群Ｙ号住居家族。
南群Ｘ号住居家族と北群Ｙ号住居家族は、仮想家族モデルですが、こうした４家族の存在は十
分考え得ます。
上記の（Ａ）
（Ｂ）と同じように、
「北集落のクロ姓」の男は、
「南集落のシロ姓」の女とのみ結
婚でき、子供は「北集落のシロ姓」となる。また、
「南集落のクロ姓」の男は、
「北集落のシロ姓」
の女とのみ結婚でき、子供は「南集落のシロ姓」となる。さらに、
「北集落のクロ姓」の男は、
「南
集落のシロ姓」の女とのみ結婚でき、
子供は「北集落のシロ姓」となるという図式が成りたちます。
同じ図式を、
「北群 116 号住居と南群 87 号住居」
の接合ケースに即して描くことも可能でしょう。
以上の例示をもとに、「北群 102 号住居と南群９号住居」の家族及び「北群 116 号住居と南
群 87 号住居」の家族との間でカリエラ婚が行われていた、という仮定も図示し得ます。しかし、
ここでは、いたずらに時間とスペースを割くことは割愛しましょう。また、以上は、
（１）南北
接合であって、
（２）南群内接合や（３）北群内接合に触れ得ておらず遺憾ながら、より重要な
問題の検討のために、先を急ぐことをお許しください。

注６：世代を追っての忠生遺跡ムラにおけるカリエラ婚
以上に紹介したカリエラ婚の説明は、最も単純な４セクションの間での事例にすぎない。実際にはもっと複
雑でレヴィ＝ストロース『親族の基本構造』はそれを、数学を駆使した一般理論として論証している。しかし、
ここでは難解な理論に立ち入る余裕はなく、これだけに止める。以下には、一つだけ補論として、
「世代を追っ
ての忠生遺跡ムラにおけるカリエラ婚」の図を作成しておきたい。（なお、この図は「共同体社会と人類婚姻史」
（http://bbs.jinruisi.net/blog/2010/08/866.html）を真似て作図したものである。）
図 52 は、忠生遺跡ムラにおける、南集落の父方居住集団のシロ姓及びクロ姓のワンペアの夫婦と、北集落の父方
居住集団のシロ姓及びクロ姓のワンペアの夫婦との間での婚姻が世代に渉ってどのように行われるか、を示している。
この図を理解するには、図の左端の中央（上から３番目）にある【自分】を中心にして解読されたい。
自分【（シロ（南）
】は妻【
（クロ（北）
】と結ばれている。では、息子はどうなるか？ クロ（南）となる。
居住集落は動かず、姓が変わる。
息子【
（クロ（南）
】は妻【
（シロ（北）
】と結婚するが、息子の息子はどうなるか？ シロ（南）となる。
逆に、自分を起点にして、親の世代の遡ってみたら、父母はどうであったか？ 父はクロ（南）、母はシロ（北）
である。
左端の南集落に位置している、
【父の父】
【父】
【自分】
【息子】
【息子の息子】は、南集落を動かず、姓がシロ
→クロ→シロ→クロ→シロと一世代毎に変化している。一方、彼らの結婚相手である【父の母】【母】【母の兄
弟の娘】【姉妹の息子】
【娘の娘】はどうかと言えば、一貫して北から嫁入っていて、その姓はクロ→シロ→ク
ロ→シロ→クロと変化している。即ち、南集落の男の許には、一貫して北集落の女が廻ってきている、言い換
えれば嫁の里は北集落と決まり切っているのである。
同じような詮索を、自分の嫁の里である北集落の男についても行ってみたら、どうなる？ 右から２列目が
北集落の男の系譜である。
【母の父】→【父】→【母の兄弟の息子】→【姉妹の息子】→【娘の息子】は、北集
落を動かず、姓がクロ→シロ→クロ→シロ→クロと一世代毎に変化している。一方、彼らの結婚相手である【母
の母】【母】【姉妹】
【娘】
【息子の娘】はどうかと言えば、一貫して南から嫁入っていて、その姓はシロ→クロ
→シロ→クロ→シロと変化している。即ち、北集落の男の許には、一貫して南集落の女が廻ってきている、言
い換えれば嫁の里は南集落からと決まり切っているのである。
以上を総括する。
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図 52

世代を追っての忠生遺跡ムラにおけるカリエラ体系の図

父方居住集団（南集落）

シロ（南）

＝

【父の父】

クロ（南）

クロ（北）

クロ（北）

【父の母】

＝

【父】

シロ（南）

＝

【自分】

＝

【息子】

シロ（北）

シロ（北）

【母】

【父】

クロ（北）

クロ（北）

【息子の息子】

シロ（南）
【母の母】

＝

クロ（南）
【母】

＝

【母の兄弟の息子】

シロ（北）

シロ（北）

【姉妹の息子】

＝

＝

【母の父】

【母の兄弟の娘】

クロ（南）

シロ（南）

父方居住集団（北集落）

【姉妹の息子】

クロ（北）

クロ（北）

【娘の娘】

【娘の息子】

＝

シロ（南）
【姉妹】

クロ（南）

【娘】

＝

シロ（南）

【息子の娘】

【凡例】
シロ／クロ：２集団の母系半族 シロ姓／クロ姓
南／北 ：父方居住集団 南集落／北集落
＝
：婚姻関係
――
：上下は親子関係。左右は兄弟姉妹関係
男／女

：男は青色、女は赤色

注：◆女性の（ ）書きの地名は結婚前の居住地を表記。
◆黄色の四角は父方居住の居住地（女性は結婚後）を表す。
◆２世代目に母系の血が戻ってくる関係になっている。

北集落と南集落との関係は、男を中心にして見ると、北集落の男には必ず南集落の女が嫁入る。同じ北集落
同士の結婚、同じ集落の男と女の結婚は禁止されている。同じく、南集落の男には北集落の女との結婚しか許
されない。同じ南集落同士の結婚はタブーである。いわゆる族外婚である。
見方を変えると、これは、両集落の男たちに、幾世代にもわたって、異なる集落から女が供給される仕組み
なのだ。男の周りに女が廻っている。互いの集落の男が、女を交換し合っていると見ることもできるであろう。
さて、以上は、南北の二つの集落の間での、世代を追ってのカリエラ体系の絵解きであったが、これを東西
南北、４つの集落に拡大してみたらどうなるか？ ここでその図を描きたいところであるが、いたずらにスぺー
スを割くのは心苦しく止める。結果は、自明であろう。
東西南北の４つの集落の男の周りを、東西南北の女が巡り廻っていく。忠生遺跡Ａ地区は南北両集落しか発
掘されていないが、もともとは、中央墓壙を東西南北から取り囲む４集落が存在したと推測される。各集落は、
一つの社会であったのだ。
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➋大型石棒に◎◎◎◎が刻印されている
忠生遺跡ムラでカリエラ体系型の婚姻が行われていた第２の証拠は、南群 67 号住居址から出
土した大型石棒に◎◎◎◎が刻印されていたという物証です。何はともあれ、図 53 と図 54 を
ご覧下さい（石棒写真は第１回連載稿以来何度か掲載）
。以下が、◎◎◎◎の観察所見です。
「彫刻文様は陽刻による波状文、円文、鍔状直線文からなる幾何学文である。断面形は文様部
分がいびつな五角形、胴下半は六角形状」
（
『忠生遺跡群』2006.3、p.12）
「復元後の観察では、頭部の二重鍔の直下の形成が最も顕著で、断面形は角がとれているが、
胴部の中ほどには六角柱状の稜線が残る。文様は鍔状の隆帯区画内に一周４つの円文と、先端部
分は全周する波状文が陽刻される。
」
（川口正幸「東京都町田市忠生遺跡Ａ地区出土の大型石棒」、
前掲『縄文人の石神』p.158）
「頭部の彫刻文様は、浮彫状隆帯による幾何学文を有し、鍔状直線文による区画内に波状文
と、四単位の円形文を配する。円形文は多角面に非対称に位置する。
」
（
『忠生遺跡Ａ地区（Ⅲ）』
2011.3、p.37）
◎◎◎◎を記した石棒は、町田市忠生遺跡にほど遠からぬ神奈川県伊勢原市日向字下北原遺跡
出土石棒、神奈川県海老名市恩名沖原遺跡出土石棒の２例があります。
ご存じない方も多いでしょ
うから、ここに図版を掲げておきます（図 55、図 56）
。旧相模の国一円近隣の中期中葉の環状
集落で合計３例確認できるわけですから、決して特殊なシロモノではない。◎が４つに満たない
石棒となれば、新潟ぼんのう遺構外（中期中葉）
、茨城西方貝塚Ｂ１住居 pit 内（中期中葉）等
の例も見られます（國學院大學研究開発推進機構学術資料館『縄文時代の大形石棒』2011 参照）。
◎◎◎◎については当連載論考のトップに、以下のように記しています。
円文は女性器をかたどっていると見なせます。玉抱三叉文を刻印した縄文中期の石棒は他の遺
図 53

67 号住居址出土石棒先端の◎◎◎◎展開図

（資料）『忠生遺跡群』p.13
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図 54

67 号住居址出土石棒先端の◎◎◎◎展開図

（資料）
『忠生遺跡

Ａ地区（Ⅲ）』p.103

跡、例えば北陸地方でも出土していますが、円文は一つないし二つです。四つ連鎖しているのは、
忠生遺跡と温名沖原遺跡出土〔プラス下北原遺跡出土〕の石棒に限られていますが、これは決し
て偶然的な所産ではなく、極めて意図的な造形だと思われてなりません。男１に女４という組み
合わせは、一体全体、何を意味するのでしょうか？

一夫多妻制を表しているという答えが予想

されますが、それはあり得ません。何故なら、竪穴住居のスペースから推して、一住居の中には
一夫一妻を基本とする家族構成しか許容し得ないからです。
ここで注目すべきは忠生遺跡（Ａ１地区）の集落構造です。
〔中略〕185 土坑がある中央部土
坑は墓壙域と思われ、その墓の周りを北と東南との二つの集落が取り囲んでいます。この西方は
1960 年代の工場建設で破壊され不明ですが、対称的にやはり二つの集落があったと推測できま
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図 55

厚木市温名沖原遺跡出土の石棒先端部の文様展開図

（資料）厚木市恩名沖原遺跡発掘調査報告書（200.2）

図 56

神奈川県伊勢原市下北原遺跡出土の石棒に印された◎◎◎◎

（資料）神奈川県埋蔵文化財調査報告 14、1977.9、p.312（Ⅲ）』2011.3

す。即ち、忠生遺跡は勝坂期に、墓の周りに四つの住居群を配した集落であったでありましょう。
こうした中央に集団墓を抱く形の集落を考古学では環状集落と呼んでいます。同時期の環状集落
は岩手県西田遺跡が有名ですが、町田市近辺の多摩ニュータウン（№ 107 遺跡）
、八王子（神谷
遺跡）、神奈川県（三の丸遺跡）などでも多数発掘されています。そこでは、共通して墓壙群や
竪穴住居がそれぞれ二つに区分され、それをさらに細分する「分節構造」が見られます。これは
血縁関係をベースにした出自集団の区分を示していると理解されています。
また文化人類学では、明確に二つの集団に分けられている社会組織を「双分組織」と言い、そ
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の二分された各集団を「半族」と言います。レヴィ = ストロース『親族の基本構造』においては、
二つの親族 = 四つの半族による社会において、配偶可能な男女と配偶禁止の男女を分別するシス
テムがある婚姻制が論証されています（オーストラリア・アポリジニのカリエラ婚）
。そこでは
男性側からすると母親の兄弟の子供（交叉従妹）との成婚だけが許されます。そして女性は男性
と同居しますが、その夫婦の子供は女性の姓を受け継ぐことが義務付けられています。男性を中
心にして見ると、四つの半族の間で「女性の譲渡交換」が行われるのです。この四クラス婚姻制
が循環して子供から孫へと世代を経ていくと、どうでしょう、男性の周りを女性４が巡り巡る形
になります。
以上を訂正する必要は全く認めませんが、この際、レヴィ＝ストロースなんて知らないよ、と
いう方のために、小田亮『レヴィ＝ストロース入門』からの抜粋を提供します。現代思想最高の
知性の「あっ」と驚く《解》が示されています。すなわち、インセスト・タブー（近親婚の禁止）
という規則も交叉イトコ婚という規則も、ともに自集団と他集団との間の「女性の交換」の規則
なのだという《解》です。
レヴィ＝ストロースは、マルセル・モースの『贈与論』にならって、人間社会の根底には、
互酬性（相互性）の原理による他者との贈与交換があるとし、社会関係を生成するために最も重
要な贈与こそ、他集団への女性の贈与なのであるという。そして、レヴィ＝ストロースは、イン
セスト・タブー（近親婚の禁止）とは、自集団の女性を他集団へ贈与せよという「交換の命令」
なのだという。姉妹や娘といった自分たちの集団のなかの女性との生殖行為を禁止するこの規則
は、それら近親の女性たちとの性行為による自集団の再生産を放棄する規則である。つまり、そ
れは、わざわざ自集団に、生殖行為をする相手の女性の「欠如」を作り出して、自集団の再生産
を他集団からの女性の贈与に依存せざるをえなくする規則なのである。しかし、自集団の女性た
ちを他集団に譲渡することを命令するこの規則は、同時に、他集団が譲渡せざるをえない女性た
ちを自分たちが獲得できるようにしてくれる。
つまり、
この規則は互酬性を生成する規則なのだ。」
（『レヴィ＝ストロース入門』p.87）
やはり難解です。自説に引き寄せて言い直しましょう。
忠生遺跡ムラにおけるカリエラ体系型の婚姻は、二つの半族の間で女性を交換しているので
あって、その婚姻規則を簡明に図示したのが大型石棒先端の◎◎◎◎に他ならない。
①「南集落のシロ姓」の男♂は、
「北集落のクロ姓」の女♀＝◎と結婚でき、
現に結婚している。
即ち、南群９号住居家族。
②「北集落のシロ姓」の男♂は、
「南集落のクロ姓」の女♀＝◎と結婚でき、
現に結婚している。
即ち、北群 116 号住居家族。
③「南集落のクロ姓」の男♂は、
「北集落のシロ姓」の女♀＝◎と結婚でき、
現に結婚している。
即ち、南群Ｘ号住居家族。
④「北集落のクロ姓」の男♂は、
「南集落のシロ姓」の女♀＝◎と結婚でき、
現に結婚している。
即ち、北群Ｙ号住居家族。
♂の周りを♀＝◎が回っていきますネ。♂は大型石棒の亀頭、◎は女陰――そこまで言っちゃ
うと、顰蹙を買う恐れがありますが、ヒトのイトナミは万古不易なんです。
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➌耕地の占有相続権の永代保証としての女性の交換
忠生遺跡ムラでカリエラ体系型の婚姻が行われていた第３の証拠は、カリエラ婚姻が定住農耕
社会に固有の婚姻制度であること、また忠生遺跡ムラには農耕が行われていた可能性が存在する
ことです。
レヴィ＝ストロースの大著『親族の基本構造』の結論は、以下の一条です。
採取狩猟社会では「女の交換」が現れない。農耕社会に至って初めて女の交換が必然化する。
何故、農耕社会で「女の交換」が行われるのか？
「男の交換にならずに女の交換になるのは、男ではなく女に希少性が生じたからであり、女の
希少性は、人類社会が遊動生活から定住生活に移行したことにより、子どもに希少性が生じたか
らなのである。
」
（
『レヴィ＝ストロース入門』pp. 114-115）
女の希少価値は、精子は無数・卵子は一つ、女は農耕の働き手なのだから自明です。しかし、
子どもの希少性とは？

レヴィ＝ストロースの回答は構造的で、農耕する土地の世代間相続のた

めに、子供が希少価値を持ってくるのだ、と洞察しています。
「遊動する採集狩猟社会から定住農耕社会への移行により、遊動社会では空気と同じ生産条件
にすぎなかった土地が、農耕社会では、開墾し耕すという持続的な労働投下が必要な生産手段と
して耕地になる。耕地は、放っておけば荒野にもどるか、他人に占有されてしまう。この生産手
段は、投下できる労働力を確保し他人から防衛するために、それを占有しつづける集団が必要と
される。そこで土地を占有する集団として、だれもがたった一つの集団に属するような離接集団
〔つか離れずの集団＝引用者注〕が成立する。それによって、ひとはどこかの集団に属さなけれ
ば生産手段である耕地を利用することができなくなると同時に、その離接集団は、占有と労働投
下を世代をこえて続けるために、その生産手段を相続する者、すなわち子どもたちが必要になる。
それが、子どもに希性が生じる理由である。
」
（同上 p.115、傍線引用者）
要するに、子どもは世代間の土地の相続者として希少価値があり、その子を産むものとして女
の希少価値もある――これを逆に見たらどうなるか？
「遊動する採取狩猟社会では、そもそも相続するような生産手段などないので継承者としての
子どもを必要とするような集団もなく、子どもは成人後も親と同じ集団に属するとはかぎらず、
自由に移動していくので、子どもに希少性は生じない。
」
（同上 p.115）
「定住農耕社会では、男性の交換ではなく女性の交換となる必然性があるのだ。」
（同上 p.116、
図 57

離接集団と非離接集団

（資料）小田亮『レヴィ＝ストロース入門』（2000.10、ちくま新書）p.116
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傍線引用者）
夫婦とは何か？

レヴィ＝ストロースはブラジルの奥地に居住したナンビック族と一緒に生活

した折に、その解を引き出しています。
「夫婦は何よりもまず、経済生活の単位であり、情緒的な結合の単位である。
」
（
『悲しき熱帯Ⅱ』
川田順造訳、2001.5、中公クラシックス）
忠生遺跡ムラで農耕が行われていた可能性については、本連載稿で再三再四触れてきました。
第９回から第 11 回まで３回に渡った「令和記念 ： 縄文の大嘗祭・新嘗祭」では、忠生遺跡ム
ラにおいて、冬至の日に、その年の稔を祖霊に感謝し、次の年の豊作を祈る新嘗祭が行われた可
能性を論じました。主要証拠物件は、Ａ１遺跡中央広場に存在する２軒の掘立柱建物＝高床建物
です。竪穴とは違い、高床の建物は通風と乾燥に特化し、鼠害を防ぐ構造を有しています。しか
も、その柱の配置は伊勢神宮の結構と同じで、そのホコラ（穂倉）でマツリが行われていたと考
えられます。
また、Ａ１遺跡の隣のＢ１遺跡の中央広場に存在する巨大な二重柱列掘建柱建物は欄干式の集
会所に他なりません。第 11 回論考で私が記した推論は以下のごとし。
「忠生遺跡ムラは女系社
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を通じて男が支配して、男女の協労
によって社会の存続が図られていた」
。
本稿では、環状集落中央土坑の石匙＝農耕具埋納、また定住的な農耕民文化の存在を明かして
いる複葬という埋葬形式を発見しました。祖霊崇拝という宗教も、穀物種子のように死者もまた
新しい生命の復帰を希望することができるという農耕儀礼のコピーに他なりません（エリアーデ
『生と再生』『大地・農耕・女性』
『世界宗教史』など参照）
。未開社会の人生儀礼図は、農耕儀礼
図の模写なのです。
私は、ニイナメのマツリの穀物はヒエかアワであったと想定していますが、現物は出土してい
ない。縄文中期中葉において、ヒエはともかく、アワの決定的現物は未だ姿を現していません。
状況証拠はふんだんにあります。長野県諏訪郡富士見町の井戸尻考古館を参観すれば、農耕具が
館内いっぱいに展示されています。また、小林公明元館長の迫真性のある論証が『富士見町史
上巻』に収められています。しかし、「実際にどのような作物群が栽培されていたかとなると、
これはもう、作物の遺体そのものがつかまらないことには決め手がない」
（同上 p.226）
。
決め手は必ず見つかります。これは願望や信念ではない。遺跡を発掘する考古学者のメンタリ
ティと調査方法にかかわる単純素朴な話です。
「見ようとしなければ何も見えない」
。定説に挑む
チャレンジ精神と勇気をもつことが何より大切だと、『タネをまく縄文人――最新科学が覆す農
耕の起源』（2016.1、吉川弘文館）の著者・小畑己も断じています。現に、忠生遺跡 A 地区中央
土坑の第 193 土坑から出土した「炭化種子」が、何の種子なのか、調べられていない。
（了）

【2020.4.3 追記】初稿の単純な間違いを訂正した。ご指摘下さった、安孫子昭二に厚く御礼申
し上げたい。但し、単純ではなく、複雑重大な問題もあり、それらについては改めて別稿を用意
したい。
なお、坂上土偶では、重要な図版を掲載しそこなって、慙愧に堪えない。安孫子昭二が、わざ
わざ送付してくれた、背面人体文土偶の背後から、ヒトが立ち現れる図版を最後に付加転載して
おきたい。
79

月の水→頭上の皿で受け止め→臍ポンプ→全身に霊水→背後に人影→妊娠成就！
この図像イメージによって、縄文の妊娠願望者が、巫者によって騙されるか、騙されないか？

（資料）東京都立埋蔵文化調査センター

東京文化財ウイーク特別公開
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解説シート３

