土面＝デスマスクと男の土偶
（第 20 回）
（2021 年 12 月 10 日掲載）
中村公省（東京都町田市在住）

１．死仮面（デス・マスク）としての遮光器土面
（１）遮光器土偶の眼をしたザイールの仮面
（２）死仮面（デス・マスク）についての泉靖一説
（３）麻生土面についての磯前順一鑑定を検証する
（４）遮光器土面は首長の亡骸を覆う死仮面（デス・マスク）
（５）鼻曲がり土面は病原としての悪霊の顔か

２．シャマン（巫者）とプリースト（祭司）
（１）シャマニズムの共通した研究成果＝治療医
（２）プリースト（祭司）とシャマン（巫者）の役割

３．男の土偶のレゾンデートル
（１）有髭土偶のポツポツは男の髭である
（２）函館の著保内野土偶「かっくう」は男である
（３）町田の田端東土偶「まっくう」も男である
（４）男の土偶は東北でつくられた祖霊神である
（５）
「国宝」合掌土偶シャマンは米を食っていた

むすび：土偶及び土面についての若干の仮説
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電子礫・蒼蒼

１．死仮面（デス・マスク）としての遮光器土面
（１）遮光器土偶の眼をしたザイールの仮面
梅棹忠夫、木村重治監修『仮面』（1981.9、講談社）という本があります。この本は、英語名
の Mask of the World の方が正確で、世界の仮面をカラー写真と文で紹介しているビジュアル本
です。梅棹忠夫（1920-2010）の序文によれば、国立民族学博物館が収集した約 12 万点以上の
仮面の中から厳選し、アフリカ、オセアニア、アジア、アメリカ、ヨーロッパ各地域のおどろお
どろしい仮面を多数紹介しています。
『仮面』をパラパラめくっていて、そこに図１の如き仮面があるのに気づき、ギョとしました。
写真 1 左はネームに
「埋葬儀礼の仮面
「埋葬儀礼の仮面
図１

バゴンゴ族

埋葬儀礼仮面

バクバ族

ザイール」
とあります。もう一つ。写真 1 右は、

ザイール」です。

バクバ族ザイール（左）と埋葬儀礼仮面

バゴンゴ族

（資料）梅棹忠夫、木村重治監修『仮面』
（1981.9、講談社）

図２

秋田県麻生遺跡出土の土面

（資料）東京大学総合研究博物館（秋田県能代市二ツ井町麻生遺）。右は坪
井正五郎「石器時代の仮面」『東洋学雑誌』第 197 号、1898.2.25
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ザイール（右）

図２の方は秋田県能代市二ツ井町麻生遺跡出土の土面の写真及び実測図です。二つの仮面は目
を閉じていて、眼には横線が一直線に引かれています。ともに、遮光器土偶の目です！
両者――図１左ザイール面と図２麻生面の両者を比較してみましょう（図１右ザイール面との
比較は割愛）
。
外殻は共に真円に近く、図１の左は 38㎝× 38㎝、図 2 は 13.5 〜 13.9cm です。麻生面の寸
法はほぼ大人の掌の大きさですが、ザイール面は大きく麻生面の３倍近く 2.8 倍もあります。共
に鼻の頭あたりを頂点として浅く湾曲し曲面を描いています。湾曲しているのは、顔面の形状を
模しているものと思われます。ザイール面を死者の顔の上に被せるとすると、すっぽり顏を覆う
ことができる大きさです。しかし、麻生面は、縦横ともに大人の顔の寸法に少し足りません。麻
生面は、サイズからして死者の顔を覆うには不適のようです。
顏の造りを見ると、頭、眉、眼、鼻、口、顎がある。しかし共に耳がないのは、何故か？

麻

生面には、鼻穴及び鼻下の人中が表現されています。
眼は、ザイール面は左右両端が尖った稲籾型、麻生面は左右が丸みを帯びた楕円型であって、
ともに眼球が膨らみ、その中央に横一線が引かれています。死人の眼でしょう。
遮光器の横一線の表現法には微妙な違いがあります。ザイール面はやや垂れ目気味に真横に一
直線、麻生面の方は、やや上がり目気味で、その傾きに沿って横一線が引かれています。麻生面
の左目は掻き取られたものと見られますが、むつ市二枚橋遺跡出土土面の中に右目を掻き取られ
たものがあるところから判断すると、廃棄時に、何らかの理由で目が故意に掻き取られたもので
しょう。
顏面の肌の文様は両者全く違います。ザイール面は立体的な幾何学的な直線で構成していて、
麻生面は巻頭髪、顎髭を加えていて具象的です。麻生面は上向きの鼻穴から噴き出す吐息さえ描
き出しています。私は、この鼻息を、
「ブハ～と音が聞こえそうで、器官として実在しない、目
に見えない吐息（鼻息）を表現している。これは特別な意味が籠っていよう」と先に記しました。
ザイール面は、使用方法が知れています。
「これらの仮面は、カララとよばれる首長が死んだ
とき埋葬儀礼に用いられるほか、次の新しい首長が選ばれたとき、村に重要人物の訪問があった
ときなど様ざまな場面で用いられる」
（五十梄好子解題）
。
解題は、これっきりですが、極めて貴重なサゼスチョンです。形がそっくりなら、使用方法も
そっくりである可能性は大ありです。ズバリ、麻生土面は埋葬儀礼に用いられたのではないか？

（２）死仮面（デス・マスク）についての泉靖一説
梅棹忠夫、木村重治監修『仮面』
（1981.9、講談社）とよく似た本に岡本太郎・ 泉靖一・ 梅棹
忠夫共編『世界の仮面と神像』
（1970.5、朝日新聞社）があります。講談社より 10 年前の万博
の年に、出版されたものです。ともに梅棹忠夫が編者の一人で、国立民族学博物館が収集した史
料から成っていますから、朝日新聞社がオリジナル本で、講談社はその 10 年の後に、新たな史
料を加え刊行された焼き直し版と思われます（上記二つの仮面は講談社版のみに収録）
。
刊行事情はともかく、その朝日新聞社版『世界の仮面と神像』に収録されている国立民俗学博
物館初代館長の泉靖一（1915-1970）の「神像と仮面の民俗誌」が、
すこぶる示唆に富んでいます。
埋葬儀礼に用いられたという、
「死仮面」
（デス・マスク）の機能が説かれていますから、以下少
し長い引用をします。
「死体はよく悪霊につけねらわれる。もし、悪霊が死体に憑くと、死者とかかわりのある生者に、
大きな危難がおそいかかってくる。したがって、一般に、埋葬の儀礼のうちには、死体に悪霊が
つかないような処置がふくまれている。とくに、悪霊がはいりやすい死体の孔の部分、肛門、膣、
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眼窩、鼻ならびに口は、完全にとざされるか、つめ物がほどこされる。アラスカのイピウタック
遺跡で発見された先史時代の頭蓋骨の、眼窩にはセイウチの牙でつくった球がはめこまれ、鼻に
は鳥の頭をかたどったかにみえる牙製品で栓がほどこされてあるうえに、口にはおなじく牙に彫
刻をほどこした口型があてられていたと蒲生正雄教授は報告している。もし、このような顔の部
分にたいする、悪霊からの防禦装置を仮面の原型と考えることができれば、
「死仮面」
（デス・マ
スク）の機能は簡単に説明できる。アラスカのエスキモーをはじめ、古代エジプト王朝、南アメ
リカのチムー王朝その他地球のさまさまの地域さまざまの時代に散在する、仮面で死者の顔をお
おったり、頭部がおさめられている棺の部分に、顔の浮彫をほどこしたりする、埋葬儀礼はあき
らかに悪霊が死者の重要な部分である顔や頭部にはいりこむのを防禦する呪術的装置としてみて
さしつかえあるまい。多くの「死仮面」のモティーフは死者本人の顔であるのは、本人が死んで
いないことを意味する二重装置の役割をはたしているのかもしれない。
」
（泉靖一「神像と仮面の
民俗誌」、岡本太郎・泉靖一・梅棹忠夫編『世界の仮面と神像』ｐ .6、1970.5、朝日新聞社）
蒲生正雄は明治大学教授を務めた民族学者でしたが、
明治大学アラスカ学術調査団報告（1961）
をベースにした祖父江孝男『アラスカ・エスキモー』には、以下のようにあります。
「彼らの間では、いまでも服のボタンなどで目、鼻、口などあいた部分をふさぎ、悪霊が死者
の体内のはいるのを防ごうとする風習が続いているのである。つまり彼らの信ずるところによれ
ば、人間は霊魂を持ち、人間が死ぬと、霊魂はただちに肉体を離れるが、いつまでも生きている。
それが新しい肉体にはいると、新しい人間が生まれ出るのである。それで死体のなかへ霊魂はい
りでもしたらたいへんだと考えているのである。
」
「現在のエスキモーをよく調べてみると、こう
した死者の埋葬法こそないのだが、霊魂については、まったく同じような信仰を持っていること
がわかった。」
（祖父江孝男『アラスカ・エスキモー』p.178、1972.6、現代教養文庫）
同報告書には、牙の目のさしこまれたマスク（仮面）の写真が掲載されています。

（３）麻生土面についての磯前順一鑑定を検証する
ところで、麻生土面についての磯前順一（元東京大学教授）の鑑定は、以下のごとくです。
「出土数の多い晩期の仮面にしろ、その数は亀ヶ岡式土偶のなかでは数の少ない屈折像土偶に
対比できる程度に過ぎない。後期に至っては各型式の仮面は１・２点にすぎず、数の少ない屈折
型土偶・筒形土偶などさえ全くかなわない。
」
「この数を少なく保つという制約の存在から形式と
しての仮面の性格を考えると、仮面は土偶のように個々人に保有されるものではなく、共同体自
体あるいはその体現者たる族長、または共同体の特定集団のもとに管轄されていたと思われる。」
（「縄文時代の仮面」
『考古学雑誌』第 77 巻第１号、1991 年 9 月）
発見数が絶対的に少ない。だから「族長、または共同体の特定集団のもとに管轄されていた」
との発見は鋭い。しかし、ザイール仮面の実際の使用例を参考にすると、もう一歩踏み込むべき
ではないか。以下では、この磯前順一説を検証してみることにしたいと思います。
まず、泉靖一説によって、麻生土面は直截に、
「首長が死んだとき埋葬儀礼に用いられた」
、即
ち「死仮面」（デス・マスク）だと仮定します。「死仮面」
（デス・マスク）とは、死者の生前の
顔面の復元した仮面です。
石膏や蝋で死者の顔の型を取る技法はまだなかったでしょう。
また、
「埋
葬儀礼」とは、首長の肉体的な死から埋葬までの間の、生者による死者に対する儀礼とします。
麻生土面とよく似た土面としては、以下のようなものが知られています。
◆青森県つがる市亀ヶ岡遺跡土面（図３）
◆青森県羽黒平遺跡土面（図４）
◆岩手県東磐井群大東町大原遺跡土面（図５）
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表１
土面
秋田県麻生土面
青森県亀ヶ岡土面
青森県羽黒平土面
岩手県大原遺跡土面

時期
縦
晩期
14.5㎝
晩期
10.8㎝
後期～晩期 9.9㎝
晩期
11.2㎝

秋田県地方土面
秋田県戸平川土面（図左）
秋田県戸平川土面（図右上）
秋田県戸平川土面（図右下）
青森県二枚橋土面

図３

主要土面の寸法及び孔の有無

晩期
晩期
晩期
晩期
晩期

11.9㎝
9.0cm
7.0cm
5.2㎝
9.25㎝

横
13.9cm
11.5㎝
9.4㎝
19.7㎝

内湾
4.1㎝
内湾
内湾
内湾

9.9㎝
9.0cm
6.8cm
4.6㎝
10.4㎝

厚さ 4.8㎝
厚さ 4.8cm
厚さ 2.7cm
厚さ 1.8cm
3.9㎝

青森県亀ヶ岡土面

図４

（資料）東京国立博物館

図５

図７

青森県羽黒平土面

（資料）青森県立郷土館蔵 風韻堂コレクション
写真は弘前大学亀ヶ岡文化遺物実測図集（１）

図６

岩手県大原土面

（資料）辰馬考古資料館

孔
左右の目上に２カ所
無
頭頂部２カ所
仮面裏の表からの折り返し部
分に２カ所
確認できず
確認できず
無
無
頭頂部に２カ所

秋田県地方土面

（資料）
『秋田新都市開発整備事業関係埋蔵文化財報告書』p.230

図８

秋田県戸平川土面

（資料）『戸平川遺跡発掘調査告書 XXN』（p.129）

青森県二枚橋土面

（資料）
『二枚橋（２）遺跡発掘調査報告書』p.421
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◆秋田県秋田市地方（ぢかた）遺跡土面（図６）
◆戸平川（とびらかわ）遺跡出土土面（図７）
◆青森県むつ市二枚橋遺跡出土土面（図８）
それぞれの時期、縦・横の寸法、内湾の程度、孔の有無を一覧にしたのが、表１です。
出土したところ・出土状況は、
秋田県秋田市地方（ぢかた）遺跡土面１点及び戸平川（とびらかわ）
遺跡出土土面３点は、
「墓域や墓域で使用したものなどを廃棄する捨て場がみつかった」とされ
ています。しかし、他の土面は出土地点の状況がはっきりしない。そこで、地方（じかた）遺跡
土面、戸平川遺跡以外の土面は、ザイール仮面や麻生土面と同じように、
「首長が死んだとき埋
葬儀礼に用いられた」と仮定します。
遮光器土偶の名付親の坪井正五郎は「エスキモーは死者の面を仮面で覆ふ事をいたします」
「死
者の面を仮面で覆ふと云う事も行はれないとは断じ難うござります」と言っています（
『東洋学
芸雑誌』第 199 号）
。
また、民族学者（文化人類学者）大林太良は「アラスカのエスキモーの場合もシャマンは仮
面を被っています」と証言するとともに、アリューシャン列島の原住民、いわゆるアリュート
族の葬儀について学識を傾けています。
「そこでは人が死ぬと、邪悪な精霊から死者をも守るた
めに仮面をつけるわけです。仮面は邪悪な精霊に見られないためのものです」
（
『仮面と神話』
pp.136-138、1998.3、小学館）
。
大林太良説は、先の泉靖一＝蒲生正雄説＝祖父江孝男説（悪霊からの防禦装置）と平仄が合っ
ています。以上を前提にして考え込みます。
土面の多くはザイール面のように顔をすっぽり覆いつくすには到底足らない。だいたい掌（手
のひら）大で、15㎝以下。例外的に、大原遺跡土面の横幅は 20㎝近くあるが、縦寸法は 11.2
㎝と非常に小さい。なかには、戸平川土面のように縦幅あるいは横幅が 10㎝を切るものがある。
こうした仮面では、顔を覆うわけにはいかない。この、人の顔の寸法よりも小さい＝寸足らずの
問題が、第１の問題として浮上してきます。
すべての仮面が、ヒトの顔の構造に合わせて、内湾しています。これが第２の問題です。
数値が知れるもので 4.1 ～ 4.9㎝。内湾していること自体は顔面に取り付ける仮面として合理
性を持っていますが、眼は遮光器土偶と同じように全て固く閉じて、死人の目をしています。死
人の仮面を、誰が被るのか？

死人が、死人の仮面を被っている？

第３の問題は、仮面に開いている孔です。孔は、２カ所あるもの、１カ所のもの、孔が無いも
のと３様。この孔は、これまで仮面を吊す紐の留め孔として使用したと見られ、信じられていま
す。この紐孔説に妥当するのは麻生土面、他に岩手県大原土面、むつ市二枚橋土面の頭上２カ所
の孔です。大原土面においては写真では見えませんが、仮面の表から続く裏の表折り返し部分に
２カ所孔が空いています。
しかしながら、亀ヶ岡土面、地方遺跡土面では孔が無い。戸平川土面は３つのうち２つは孔が
開いていない、１つは確認できない。要するに、紐孔らしき孔は、すべての土面にあるわけでは
ないのです。
以上３つの問題を考慮して、仮面の性質を考えると、どのように考えられるか？
東京大学総合研究博物館データベースでは、秋田県麻生土面について、３つの仮面があり得る
としています。
「椀形の形状を呈するこの仮面は、縦幅 14.5 センチ、横幅 13.9 センチの、大人の手のひらに
収まるものである。内湾の深さは中心部で最大値 4.1 センチを測る。眼・口は塞がっており、外
部を覗くことはできない。額部左右下端に開けられた直径 0.5 センチの耳孔の存在は、この仮面
が、人間が直接着装する「被り仮面」よりも、壁や木柱などに掛ける非着装の「飾り仮面」
、あ
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図９

墓標に付けられた土面の想定図（千歳市ママチ遺跡）

（資料）札幌市教育庁生涯学習推進局文化財・博物館課

るいは着装するにしても間接的なかたちでの「当て仮面」として用いられたことを示している。」
（執筆者は磯前順一と著名がある）
。
この解説を、整理すると――。
①人間が直接に着装する「被り仮面」
②壁や木柱などに掛ける非着装の「飾り仮面」
③着装するにしても間接的なかたちでの「当て仮面」
このうち①被り仮面の可能性は否定されている、サイズから見て当然です。残るは、②「飾り
仮面」か、③「当て仮面」です。
「飾り仮面」の方は、
「壁や木柱などに掛ける非着装の飾り仮面」としていますから、顔に掛け
るのではない。具体的に想定されているのは、図９のごとき土面でしょう。これは、1986 年に
千歳市ママチ遺跡第 310 号土壙墓から出土した縄文時代晩期の土面の使用想定図です。頭と耳
にある直径 5mm 前後の貫通孔に紐を通して柱に結わえ付けています（この土面は、土面には違
いないが、遮光器型の眼をしていないため、ここでの遮光器土面の検討対象から外しています）。
「飾り仮面」には孔が必要です。麻生土面、二枚橋土面、大原土面の３つには孔がありますが、
亀ヶ岡土面、羽黒平土面、地方土面、戸平川土面には孔がない。
「飾り仮面」説は、土面一般に
は適応できない、と見ざるを得ない。
残る唯一の可能性は、
「着装するにしても間接的なかたちで着装する「当て仮面」
」です。
一般に、身体に着装しないのが「飾り面」
、顔の正面につけるのが「被り面」
、そして顔部の正
面以外の身体部につけるものが「当て面」です（坪井正五郎）
。具体的には麻生土面で、磯前順
一も麻生土面が「当て仮面として用いられたことを示している」としています。しかしながら、
麻生土面は、
寸足らずで、
縦 14.5㎝×横 13.9cm です。当てられたのは、
首長の死に顔、
亡骸でしょ
う。亡骸は縦 25㎝×横 15㎝程度はあるから、顔全体を覆えず、亡骸がはみ出してしまいます。
麻生土面以外の仮面についても同様で、悪霊につけ入るスキを与えるようでは、
「当て仮面」と
して用をなさないではないか？
寸が足りない！

かくして磯前順一説は、立ち往生したまま、結論が引き出せていない。まし

て況や、麻生土面以外の土面が、
「当て仮面として用いられたことを示している」とは言えない。

注１

千歳市ママチ遺跡出土土面についての西脇対名夫説

北海道考古学会だより 第 99 号（2011.2.21）に「会員からの投稿 」として、西脇対名夫 ( 札
幌市在住会員 )「
「土面」の唇の孔」が掲載されている。
「道内では後晩期および続縄紋式の合葬墓がかな り多 く見 られる。これは死体 をす ぐ埋葬せ
7

図 10

萪内大型仮面

（資料）
（左）
『国華』1923 号、2003.7。（右）岩手県立博物館

図 11

萪内大型仮面の実測図

（資料）
『御所ダム建設関連遺跡発掘調査報告書』 ( 岩手県埋文センター文化財調査報告書 ; 第 32 集 )1982.3

図 12

岩手県北上市八天遺跡墓壙発掘の耳・鼻・口形土製品

（資料）東京国立博物館など編『特別展
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縄文――一万年の美の鼓動』
（2018、ｐ .173）

ず ミイラの ようなものに作って保存 しておき、ある時点で合葬する習俗の存在を意味するもの
だろう、と考えてき た ( 西脇 2002 の 113 頁 ほか )。 そうした遺体保存の習俗 を前提にする
と、例えば墓穴の傍で出土 した千歳市 ママチ遺跡の重要文化財「土面」
〔図 9〕は 、元来 ミイ
ラの包みの頭部に取 り付けてあったもので、しば らく保存 してきた遺体をいよいよ埋葬するに
際 して取 り外 されたのだろうと想像で きる」
。
この西脇対名夫説は、私の「遮光器土面は首長の亡骸を覆う死仮面（デス・マスク）
」説と附
合するところがある。ママチ遺跡は遮光器の目をしておらず、眼孔を穿っていて、遮光器土面と
は形式を異にしているが、同じく首長の亡骸を覆う死仮面（デス・マスク）なのであろうか。注
目すべき見解であって、推論の詳細を知りたいが、遺憾ながら、財団法人北海道埋蔵文化財セン
ター編 1987『 千歳市ママチ遺跡 Ⅲ』北埋調報 36 同センター、及び西脇対名夫 2002「 各都
道府県の動向 北海道」、日本考古学協会編『日本考古学年報 53(2000 年 度版 )』同協会 111 ～
116 頁を本稿執筆時においては未見である。

（４）遮光器土面は首長の亡骸を覆う死仮面（デス・マスク）
土面の寸足らずの難問に直面して、浮上してくるのが、第 10 回郷土史研究賞・特別優秀賞に
輝いた力丸光雄「萪内の大型土偶仮面の系譜」
（
『歴史読本』1985.3、KADOKAWA）。力丸光雄
（1930-2008）は元岩手医科大学教授で、20 年にわたって日本仮面研究会の会長を務めた研究
実績をもち、北上市鬼の館館長も務められた大人（たいじん）です。萪内大型土偶仮面の方は、
盛岡市萪内（しだない）遺跡墓壙群の周辺から出土した縄文後期の大型仮面の頭顔部です。
「土
偶仮面」とありますが、手足のついた全身像は発見されていないので、本論では「大型仮面」と
仮称します。
大型仮面は、無論のこと土製であって、ヒトが仮面をつけた姿を土製の焼き物で模したもので
す。そのモデルとなった元の形＝原型がどのようにつくられていたか、を探求したのが、
「萪内
の大型土偶仮面の系譜」です。
まず「大型仮面」を一見します（図 10、11、12 参照。
『国華』1293 号掲載の弘前大学・藤
沼邦彦稿も参考にした）
。
◆頭長 25.0㎝、面幅 22.3㎝――実際の人間とほぼ同じで、異例の巨大さです。
◆頭の最上部には、径 0.5㎝、深さ 1.5㎝の円孔が５つ、頭頂部を中心に左右前後に規則的に
配列されている。円孔の大きさは 5-6mm、深さ 15-16mm。
◆目は閉じている。遮光器土偶の閉じた目とよく似ています。
◆鼻は大きく、口は唇が厚く、耳は比較的小さい。この鼻、口、耳とよく似たパーツが岩手県
北上市八天土偶から出土しています（図 12）
。
◆顎を見ると、耳から顎にかけてのラインにも孔が等間隔に 17 個巡っている（図 11）
。これ
は左右一続きになっているから顎髭を表現したものであろう。藤沼邦彦稿では、
「頭部の円孔は
羽飾りのようなものを植えつけるためのものと考えられている」としています。
◆元の形を推定すると、額から顎に続く皮膚が上下二層の二重構造になっている。額の両端と
口とを描く、ほぼ逆三角形の皮膚が一枚。もう一枚の皮膚は、その外側にはみだし大きく拡がっ
ています（図 11）
◆顔の皮膚が「二重になっているように思われる」――「下層仮面」
（顔に密着した部分）と、
その上の「上層仮面」の二つです。力丸光雄は、素材としては皮であったろうと見ています。そ
して、「下層仮面」と「上層仮面」の上に、八天遺跡出土のような、鼻、耳、口のパーツが取り
付けられていた、と推測しています（図 11、12）
。以下は、その取り付けの手順です。
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（１）
「二重仮面」の顔に密着する部分に土製の耳をとりつける。
（出土品にはひもをつけるた
めの孔があいている）
（２）その面の上に土製の鼻（眉の部分と一体になってＴ字状になっている）をとりつける。
（こ
のような「鼻型土製品」は萪内からも出土している。
）
（３）鼻の頭が出るように三角の孔をあけた仮面（杉綾の文様がある）をかぶせ、土製の口を
つける（あるいは、口はあらかじめとりつけてあるかも知れない）
（４）二重仮面は、眉と目の間のところを通って、紐でしばる。
このようにしてできた仮面を「はちまき」のような「ひも」か「なわ」で、額のところでしば
りつけた形跡がある（以上（１）～（４）は『岩手日報』1984.3.8 掲載、力丸光雄「萪内土偶
は死の仮面か」による）。
以上のように、萪内大型仮面は、二枚の皮製の顔面皮膚に、図 12 のごとき鼻、口、耳のパー
ツを縛りつけたと読み解いたのです。鼻、口、耳のパーツは、岩手県北上市八天遺跡墓壙から鼻
５個、口２個、耳１個発掘。他の遺跡から数点、パーツが発掘されています（図 12）
。
こうした構造をした大型仮面は、仮面というより、死者の生前の顔面の復元像ではないのか？
力丸光雄は、萪内大型仮面が墓壙ないし墓域から出土していることを前提に、以下の三つの仮
説を立てています。
（Ａ）死者の顔にかぶせる仮面
（Ｂ）デスマスク―ー死者の顔を再現するため直接型をとった仮面
（Ｃ）死者に関する儀礼でかぶる仮面
このうち、（Ｂ）については除外しています。
「直接型をとった仮面」でないのは明白です。
（Ａ）か（Ｃ）かは、あれこれ考えて「きめかねる」としています。結論は、以下のごとく。
「今後の発掘の結果によって変わることが予想されるにしても、一応、萪内型仮面は、縄文時
代後・晩期（中期までさかのぼれるかも知れない）に、北上川流域において「死仮面」として、
それも多分特殊な身分のものの葬礼―一次葬など―でまず用いられたと考えておく。
」
（
『歴史読
本』ｐ .175、傍線引用者）
「死仮面」とするのは異議がない。特殊な身分のものの葬礼も異議ありません。しかし、
「一次
葬など」とするのは異議があります。この仮説は他にも賛同し兼ねるところを含んでいますから、
ここでは紹介だけに止めて、先を急ぎます。
ともあれ、力丸光雄の、死者生前の顔面の復元方法の方は、極めて理にかなった、鋭い推理だ
と思われます。皮製あるいは布の下地を２枚、利用するのがミソです。そこで、この方法を、土
面の場合にもとれないものか、と私は考えるのです。皮あるいは布に仮面を取り付けて、その皮
あるいは布を、亡骸にとりつけるという方法があり得る。
土面の寸足らずの難問に直面して、次に解決のヒントとして浮上してくるのが、ジャン＝ルイ・
ベドゥアンの『仮面の民俗学』
（齋藤正二訳、文庫クセジュ、白水社）です。ベドゥアンは弔葬
用仮面の機能に関して、以下のように言っています。
「死者の顔を仮面で覆って埋葬する習慣は、きわめて広く普及しているが、これは、死者崇拝
と密接に結びついていることである。文化圏によっては、この習慣は、死体の防腐保存の技術を
補うものであったり、あるいはまた、死体に処理をほどこしたのち、その頭蓋骨とか首全体とか
を保存するしきたりに取って代わられていたりしている。たとえば、ニューギニア、ニューアイ
ルランド、ニュウへブリディーズ諸島では、頭蓋骨の上に、粘土などの型をつくって、生きた首
のような外観を与える習慣がある。
」
「弔葬用仮面は、いくつかの機能を果たすことができた。悪霊から死者を保護すること、死者
の《霊魂》があの世ではてしなく彷徨うことのないように、その姿を破壊から守護すること。葬
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儀のさいに、死者を象徴すること。こういった機能である。
」
（ｐ .99）
このベドゥアンの見解は、先の大林太良説とも泉靖一＝蒲生正雄説＝祖父江孝男説（悪霊から
の防禦装置）とも符合していることを確認します。
では、「頭蓋骨の上に、粘土などの型をつくって、生きた首のような外観を与える習慣がある」
とは、どういうものか？

恐らくは、仮面または仮面に近いものに違いありません。

ベドゥアンは、またペルーの木乃伊（ミイラ）についても、蘊蓄を傾けています。鼻、口、耳
のパーツではなく、仮面を、
「弔葬用小包みを包む布地に、じかに縫いつける」としているのです。
「古代ペルーにおいては、他の古代文明におけると同様、死の観念は、再生の観念と結びつい
ていた。」
「木製であるか、金属製であるか、それとも、テラコッタ製であるか、ともかくも、
同じような仮面が、弔葬用小包みを包む布地に、じかに縫いつられることもあった。
」
（同上
pp.99-100）
縄文晩期の青森、秋田、岩手など東北の首長の遺体がミイラではなかった、という証拠はなに
もないでしょう。逆に、北上市八天遺跡からは焼けた人骨が出土しています。
「ＤＢ 90 を中心
として、土製の鼻・耳・口の見つかった墓穴らしきもの、二人以上の人間の焼けた骨を埋めた穴
などが見つかっている」
「焼けた人骨の埋まっていた穴からは後期後半と考えられる土器のかけ
らが出ている」
（北上市教育委員会『八天遺跡

本文編』ｐ .192、1979.10）

力丸光雄はつまるところ、こう推測しています。
「萪内の大型土偶が何のためにつけられたものか、私は、改葬（再葬）礼に関係があるのでは
ないかと考えている」
（
『岩手日報』1984.3.8）
。
ここで、改葬（再葬）、即ち二次葬だとしていることが重要です。一次葬は土葬、火葬、水葬
などの可能性は低く、首長の死去に際してはモガリ葬（風葬）が行われたと推察できます。
神代の昔、やんごとなき方々においては、モガリをもって葬られたことは古事記神代巻や魏志
倭人伝から明らかです。モガリにおいては、死者の復活を願い、遺体の腐敗・白骨化などを見て
死を確認します。モ・ガリはカリ・モ（仮喪）を逆転させた隠語であって、死の瞬間から体が消
滅して骨になるまでの状態を指しています（折口信夫説）
。その間は完全に葬っていない、生き
返るかもしれない。モガリの所要期間は極めて長く、１～３年間に及ぶことも珍しくはない。そ
して、最後に残るものがある。一次葬の残骸、即ちミイラが完成したところで、本葬として二次
葬が行われるのです。二次葬においては、頭蓋骨は特別扱いを受け、保存されるか埋葬され、そ
れ以外の残骸は荼毘に付されます。誤解のないように付言しておきますが、これは、首長級の
やんごとなき方々に限ってのことです。（縄文の世においてモガリが行われたという説は、第 15
回論考「西田遺跡中央墓壙はモガリ葬―埋葬であった」
、第 16 回論考「縄文のビーナスの墓場」
を書いたので参照願いたい。
）
ともあれ、ここで、縄文晩期の東北の首長の遺体が、モガリ（ミイラ化）によって特別丁重に
葬られたと仮定します。仮面を被せるチャンスは、二つ考えられます。一つは、死去以後ミイラ
化の間、モガリの間です。もう一つはモガリが終わってミイラが完成し、本葬としての二次葬、
即ち改葬（再葬）礼に際してです。どちらであるかは、想像の域を出ませんが、ここでは後者の
ケースを想定します。
さて、以上を前提にして、以下ミイラの頭蓋骨に、頭蓋骨よりも小さい仮面を取り付ける方法
を、力丸光雄仮説を適用して、考えてみたいと思います。
（１）ミイラの頭蓋骨に麻生土面を被せるケースを想定します。
（２）ミイラの頭蓋骨は「日本人頭部寸法データベース 2001」によれば高齢群男性で（頭幅
15.4cm 程度、全頭高 23.1㎝程度）、麻生土面は円形（直径 14.5 〜 13.9cm）
。縄文人の顔は現
代人より小さかった可能性はありますが、仮面寸法が全頭高寸法に足りないことは紛れもない。
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（３）麻生土面で頭蓋骨を覆うと、天地の縦幅が絶対的に不足しています。このミイラの頭蓋
骨に麻生土面を被せるには、どうしたらいいか？
（４）まず頭蓋骨の幅・高さ以上の、左右寸法・天地寸法をもった皮あるいは布で、頭蓋骨を
覆います。
（５）皮あるいは布で覆った頭蓋骨の上に、仮面を被せます。左右の横幅のズレは 1㎝程で少々
不足。天地の縦幅の方は 10㎝近く不足していますから、かなり足りず、下顎部分は仮面外には
み出します。しかし、はみ出している部分は皮あるいは布で覆われていて、頭蓋骨は露出してい
ません。
（６）頭蓋骨は顔の造りに応じて内湾し、仮面も内湾していてフィットします。仮面の目の上
にある２カ所の紐孔は、紐を通して皮あるいは布に仮面を止めるのに利用できます。
（７）麻生土面ではない仮面で、縦幅、横幅寸法が、より小さい場合も、この方法であれば、縦幅、
横幅ともに調整が可能でしょう。
（８）麻生土面ではない仮面で、例えば紐孔があいていない亀ヶ岡土面のような場合は、どう
するか？

仮面を紐で吊るすという方法がとり得ないとすれば、縛るという方法がある。あるい

は、接着剤で貼るという方法が残されているのではないか？

国宝の青森県八戸市風張 1 遺跡

出土土偶は、４つに割れた部分をアスファルトで修復していました。接着剤としてアスファルト
あるいは膠、漆が、かなりの数、同時代の東北遺跡から出土しています（杉野森淳子「青森県に
おける縄文時代のアスファルト利用」
『青森県立郷土館研究紀要』第 41 号、2017.3）
。
（９）戸平川土面は〔図７右上〕高さ 7.0cm 幅 6.8cm 厚さ 2.7cm）や〔図７右下〕高さ 5.2cm
幅 4.6cm 厚さ 1.8cm。このように、仮面が非常に小さい場合はどうするのか？

この場合には、

紐孔もないから、頭蓋骨の幅・高さよりかなり大きな皮あるいは布で、頭蓋骨を覆い包むという
方法しかないであろう。
（★末尾補注参照★）

注 2：ヘンツェ、ナウマンの「新しい皮膚」説及び島亨・檜枝陽一解説について
日本東北の麻生土面や亀ヶ岡土面と、メキシコのシペ・トテック像との類似に着目して、
「
「新
しい皮膚」による再生祭式」を論じた学説にカール・ヘンツェ「
《新しい皮膚》による再生祭式
――古代中国―オセアニア―アメリカ」がある（縄文造形研究会編著『縄文図像学Ⅱ』仮面と身
体像』檜枝陽一訳、1989.4、言叢社所収）
。
「メキシコのシペ・トテック像と日本の縄文時代に由来する先史時代の仮面とがたがいに関連
していることは疑いようがない。両方とも、生贄になった者の皮膚を別の頭にかぶるか、もしく
は全身に纏う祭式をあらわしている。
」
（同上ｐ .15）
ヘンツェが比較しているのは、日本のは麻生土面や亀ヶ岡土面、メキシコのはアステカの２つ
の面である（注２図参照）
。なるほど似ている。
注２図 アステカのシぺ・トテック像
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「二つの仮面で特徴的なのは、両眼ともそれぞれ細長い隆起によって完全に縁どりされている
ことである。さらに、二つの仮面とも全体としてほとんど円形の形状をしているのが目につく。
両眼と外側の卵形の口に挟まれた部分は装飾が施され、これはおそらく入墨と考えられる。同様
な装飾は頭の覆いというよりも、むしろ編んで人為的に取り付けた髪の毛と推定できる。この推
測の正しいことを、類例と比較しながら以下で明らかにできるだろう。……上述したような付加
的な装飾はすべて、口の二重の縁どりや閉じた眼の周りの卵状の隆起といった顔の主要部分だけ
にきわだって深く刻み込まれていることである。
」
（pp.14-15）
シぺ・トテック像が何たるかの説明は、ネリー・ナウマン（1922-2000、元フライブルク東
洋学研究所教授）の紹介の方が分かりやすいかもしれない。以下、
『生きの緒』から引く。
「ヘンツェの想定によれば、シぺ・トテック像と日本の土面とが明らかに関連するので、両者
はともに、犠牲となった人間の皮膚を別人の頭にかぶせる祭式を表したものだという。この儀礼
はメキシコ神に関しては承知のものである。死につつある植生の神であるシぺ・トテック像を擬
人化した人間を殺害して心臓を取り出し、
新たな植生の神を演じる神官に剥いだ皮をまとわせる。
この儀礼のおかげで、
大地はふたたび新緑の植生という「新しい皮膚」を獲得すると考えられた。」
（ネリー・ナウマン、檜枝陽一訳『生きの緒』pp.265-266、2005.3、言叢社）
ヘンツェ及びナウマンの説を前提にして、縄文造形研究会の島亨・檜枝陽一が、力丸光雄「萪
内の大型土偶仮面の系譜」に言及し、これを高く評価している。
「力丸氏はここで（A）死者にかぶせる仮面、
（Ｂ）デスマスク――死者の顔を再現するため直
接型ををとった仮面、（C）死者に関する儀礼でかぶる仮面の三つを想定し、萪内型仮面は第一
義的に「死仮面」だとし、土偶ではこの死仮面の人物像を表現することで「祖霊像」のようなも
のをあらわしたのだと考えている。これらの指摘は全体としてほぼ妥当なものとみなすことがで
きる。耳・口・鼻の土製品を皮に装着した仮面の一部とみなすとき、もっとも単純に気づくこと
は鼻の土製品が内側に刳りこみがないことである。これでは顔面に装着したとき、実際の鼻の上
に土製品の鼻があたってあまり好ましくない。これは、実際に装着したと説明される全ての仮面
形土製品にいえそうな事柄である。また、
萪内土偶の場合、
実際の耳と土製品の耳との相関がはっ
きりしない。それよりも、
土製品として出土しする耳・口・鼻のいずれもが死者の顔面ではすぐ腐っ
て失われる部分だという指摘を誰もしないことが不思議である。そこからすれば、この土偶像は
力丸氏のいう（A）と（Ｂ）の中間に当たる死者の復元像とみるのが妥当だろう。この土偶の頭
部は実見すると頭蓋そのもののようでもある。それは仮面という以上に復元あるいは再生像なの
であり、ただ型を取ったのではなく、再生像として新しくうまれた姿を語っている。
」
（
「ヘンツェ
及びナウマン論文について―ー解説と補足」同上『縄文図像学Ⅱ』p.118、傍線引用者）
このヘンツェ、ナウマン、島亨・檜枝陽一、力丸光雄の所論は、余りに奥が深く、本論におい
ては、論評する余裕はない。ここでは、ただ紹介するだけに止める。

注 3：春成秀爾の千歳市ママチ遺跡土面の推定――殯の期間に顔に被せた面
国立歴史民俗博物館名誉教授の春成秀爾が北海道千歳市ママチ遺跡土面が「殯の期間に顔に被
せた面」ではなかったかとの推測をしていて、私の仮説と符合しているように思われる。
「北海道ママチでは墓穴を完全に埋めた土の上から土製仮面が見つかっている。墓穴の底に垂
直な穴があり、その真上にあったので、墓に立てた標柱に仮面は立ててあったと推定されている。
両目をくり抜いてあるので、死者の顔にかぶせるデスマスクではなく、被葬者が生前に着けた仮
面だろうか。ただし、このばあいも、仮面の内側の凹みが浅く、顔につけるのは不便である。そ
れとも、死亡から埋蔵までの殯の期間に顔に被せたのであろうか。
」
（
「日本の先史仮面」佐原真
監修『仮面――そのパワーとメッセージ』2002.4、里文出版」p.72）
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（５）鼻曲がり土面は病原としての悪霊の顔か
死仮面（デス・マスク）としての、遮光器の眼をした土面と似通った土面に、
「鼻曲がり土面」
と呼ばれている土面があります。図 13 がその代表的な仮面です。数はそれほど多くはないが、
遮光器の眼をした土面と同じように青森県東部、岩手県北部を中心にして出土しています。この
「鼻曲がり土面」を特集した展覧会が岩手県御所野縄文博物館によって 2006 年に開催されてい
図 13

鼻曲がり土面

（資料）御所野縄文博物館『仮面展―鼻曲がり土面から世界の仮面―』p.5

図 14

アラスカのエスキモーの仮面

（資料）左：大林太良『仮面と神話』（ｐ .129、1998.3、小学館）
。右：梅棹忠夫、木村重治監修『仮面』
（p.116、
1981.9、講談社）「シャーマンの仮面 アラスカ・エスキモー」
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図 15

長野県松本市波田上波田出土土面と埼玉県羽生市発戸出土土面

左：長野県松本市波田上波田出土 縄文時代 ( 後期 )・前 2000 ～前 1000 年 土製長 15.5㎝。
縄文時代 ( 晩期 )・前 1000 ～前 400 年。右：埼玉県羽生市発戸出土、土製高 17.3 最大幅 13.6㎝
（資料）東京国立博物館。

ますから、その図録から引用します。
いずれも縄文晩期のもの。ほぼ円形を呈している。
「大きさは蒔前（まくまえ）のものが最も
大きく長さ 18㎝、雨滝遺跡のものがやや小さく 17㎝、そのほかは残存部で 12 ～ 15㎝程となっ
ています。いずれも裏面が湾曲する立体的で実用的な面ですが、
なかでも蒔前遺跡、
上尾鮫鼻（か
みおぶち）遺跡、鶯宿（おうしゅく）遺跡の３面には両端に孔があいています。ただし、蒔前の
ものの一端が貫通していません」
（
『仮面展―鼻曲がり土面から世界の仮面―』p.5）
（なお、蒔前土面の寸法は縦 18.0㎝、横 11.3㎝、内湾 3.3㎝。上尾鮫鼻遺跡のものは墓域出土、
縦 14.0㎝、横 15.34㎝、内湾 1.3㎝。海滝遺跡のものは縦 17.0㎝、幅 10.5㎝。虚空蔵のものは
縦 10.5㎝、横 12㎝。鶯宿遺跡のものは幅 12.5㎝）
この鼻曲がり土面は、いかなる仮面か？

鼻曲がり土面は、時期と発掘地域が、先の遮光器の

眼をした土面と重なっているから、両者の面は、同時期、同一地域で併存していたと見ていい。
しかし、両者の土面のつくりは全く異なっています。
遮光器土面の方は、顔の形、眉・目・鼻が極めて整った形をしている。しかし、鼻曲がり土面
の方は、ヒトの顔に似せたものでなく、ヒトの顔を歪めたツクリになっています。鼻だけではな
く顏全体のつくりが歪んでいる。顔の型が歪み、鼻は大きく右か左に曲がっている。裏から表に
突き抜けた目の大きさが左右で違い、上がり・下がりがアンバランス。両眉もグニャリ。口元が
残っているのも、ひどく曲がっている。鼻曲がりだけでなく、顔全体が歪んでいる。先の『仮面
展』引用文中で実用的な面だと言っているのは疑問で、人が被る被り面としては、ちょっと無理
があるでしょう。
これは、鼻曲がり土面というのは適切でなく、顔・眉・目・鼻・口の歪み土面、あるいは総称
して顏歪み土面とでも言うべきです。しかし、ここでは、
『仮面展』を尊重して、
「鼻曲がり土面」
と仮称しておきます。
こんな顏歪み土面を、
誰が、
何のために被るのか？

一つの回答を、
民族学者の大林太良（1929-

2001）が出しています。
「〔図 14 左〕はアラスカのエスキモーの仮面です。ようするに鼻曲がりのゆがんだ顔の仮面で
すね。これはトゥンハクという悪霊の仮面です。世界にはこのような顔の曲がった仮面が多くあ
りまして、たとえば北米のニューヨーク州のいわゆるイロコイ族にもありますが、
そこでも曲がっ
た顏の仮面というのは悪霊です。日本の縄文時代の鼻曲がり仮面を、シャマンがトランス状態に
陥ったときの顔だという人がいますが、私にはちょっと考えられません。世界的に見て、曲がっ
た顏の仮面というのはみな悪霊なんです。
」
（大林太良『仮面と神話』ｐ .12-130、
1998.3、
小学館）
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図 16

セイロンの病気をもたらす悪魔を表わす仮面

（資料）ジャン＝ルイ・ベドゥアン、齋藤正二訳『仮面の俗学』ｐ .122

この回答は、大林太良の学識の豊かさを彷彿させ、
「世界的に見て、曲がった顏の仮面という
のはみな悪霊なんです」
という断定的発言が印象的です。さきに見た国立民族学博物館収集の
『仮
面』にも同じようなアラスカのエスキモーの仮面が２つ掲載されています（その一つが図 14 右）。
なお、八幡一郎「縄文の仮面」
（『季刊どるめん』臺 27 号、1980）は、師の鳥居龍蔵の『千
島アイヌ』（1903、吉川弘文館）と『極東民族』第１巻（1921、生活文化社）とを引いて仮面
研究をしています。
「鳥居博士は右の北千島の木面をわが縄文時代の土製仮面と考えられるもの
と比較している。中でも人類学教室蔵品の長野県東筑摩郡波田村の円形土製仮面は北の木製仮面
を彷彿させるものであった」
。埼玉県羽生市発戸出土土面も、
よく似ています。この二つの仮面
（図
15）が、いわゆる「鼻曲がり土面」であることは確実です。
シャマンの役割はアメとムチを巧みに使って精霊と戦うことにあります。善霊とはよしみを通
じ、友好的に接触する。悪霊に対しては敵として対決し、攻撃用武具で脅し、恐怖心を与え、力
をもって屈服させる。シャマンと戦った悪霊は矢折れ刀尽きた状態になり、シャマンに方も精力
を使い果たし傷つくことは必定です。
ジャン＝ルイ・ベドゥアン『仮面の俗学』にも「エスキモー族の仮面」が特筆されています。
そこから彼は、さらに「仮面と恐怖」を論じ、セイロン、ティベットなどの仮面に言及して、以
下のように推論しています。
「〔ティベットのラマ僧だとか、セイロンの悪魔祓だとか、バリ島やボルネオの踊り手たちだと
かが用いている仮面〕それらは、悪霊呪術にかけられた、有害な、恐ろしい存在をあらわしてい
る。こうした存在は、セイロンにおいては、人間に疫病をもたらすものとされている。また、バ
リ島民のあいだでは、
疫病のほか、
もろもろの災厄をもたらすものとされている。
ティベットでは、
ラマ僧たちが、こうした仮面を、有力な守護霊として崇めているが、そこでも、仮面はバリ島の
仮面に劣らず、それと同じくらいに、おそろしいものとされている。仮面が病気の呪術的治療に
用いられているセイロンでは、それは、病気の苦痛が引き起こす顔の痙攣や変貌を、このうえな
くリアルに描き出している。そればかりではない。これらの仮面のおのおのは、それによって表
された《悪霊》をもった病気に特有の症状――むくんだ顔、ふくれた顏、垂れ下がった舌、ゆが
んだ口など――を最大の正確さで再現している。
」
（同上、p.122、図 16 参照）
以上の推論が正しいとするならば、図 16 のセイロンの悪魔をあらわした仮面、図 14 のアラ
スカ・エスキモーの悪霊の仮面、そして図 13、図 15 の日本の東北、関東、中部の鼻曲がり土面、
歪んだ顔をもった仮面が、それぞれ共に《悪霊》につかれた病気に特有の症状（むくんだ顔、ふ
くれた顏、垂れ下がった舌、ゆがんだ口など）を表していると考えられます。これらの仮面は、
痛みにさいなまれ顔をゆがめる、熱に浮かされ朦朧となり我を忘れる、吐く息も絶え絶えに喘ぎ
苦しむ、痛み苦しみを堪えきれない、そうした病人の姿を歪みとしてリアルに表現したものと思
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われます。
しかしながら、次には、この仮面は誰がどのような目的のために使う、如何なる仮面なのかと
いう、先と同じ問題に直面します。
①人間が直接着装する「被り仮面」→被れない。
②着装するにしても間接的なかたちでの「当て仮面」→当てられない。
③残るは、
「飾り仮面」
で、
壁や木柱などに掛ける。しかし、
誰が、
何のために、
何処に掛けるのか？
誰がは、シャマンをおいてない。
何のためには、シャマンが、悪霊によって蝕まれた病気の症状を、見た目に分かりやすく示し
て、呪術の困難さと成果を示すため、と考えられます。あるいは精霊との戦いの際に攻撃を受け
歪められたシャマンの顔、またはシャマンによって攻撃され歪められた精霊の顔というケースも
あり得るでしょう。いずれにしろ呪術医（shaman doctor、witch doctor）としてのシャマンが
呪術の成果を呪術依頼者に対して誇示しているのだと見られます。
何処には、シャマンの住まい、ないしは呪術を行う祈祷所ということになるでしょう。
シャマンの行う呪術の成否は、呪術依頼者の呪術に対する信頼を前提としています。レヴィ＝
ストロース（1908-2009）は「呪術師とその呪術」で三つの信頼を指摘しています。
「第一に、呪術師の彼の術の貢献に対する信仰がある。つぎに、彼が手当てする患者や、彼
が責めさいなむ犠牲者が、呪術師自身の能力に関して抱く信仰がある。最後に、集団的世論の
信頼と要求がある。」（クロード・レヴィ＝ストロース、荒川幾男ら訳『構造人類学』p.184、
1972.5、みすず書房）
シャマンには、病の原因である悪霊の姿かたちが見えます。悪霊に向かって語りかけ、説得し
たり、脅したり、あるいは誘い出したりします。供え物を捧げて、悪霊を誘い出したり、他のも
のに宿るように仕向けたり、シャマンの悪霊を意志に従わせようとします。あるいは逆に他のも
のに宿るように悪霊を誘導することも可能でしょう。
その活動をコントロールできないと見れば、
最後には武力による攻撃という方法がとられます。
しかし、これらシャマンの行う療法は、怪しげではないのか？

怪しげだと疑う者が絶えない

からこそ、「三つの信頼」が必要不可欠になるわけです。これはシャマンにとって、レゾン・デー
トルを問われる大問題です。シャマニズム研究の大家であるＭ・エリアーデが、シャマンの資格
を「その共同社会の利益のために如何にしてエクスタシーを行使するかを知っている者たちにだ
け」に限っている理由が、知れるというものです。

２．シャマン（巫者）とプリースト（祭司）
（１）シャマニズムの共通した研究成果＝治療医
死仮面としての土面の目と遮光器土偶の目とは非常によく似ています（図 17）
。ともに目をつ
ぶり、横一線。ザイールの二つの仮面は、ともに「埋葬儀礼」用であって、横一線の目は死者の
閉じた目を表していました。遮光器土偶の目は、
「死したる、或は睡眠をなせる者の眼を表はす
ものなり、と思はれざるに非ず」！

早くも 1908 年にこう喝破したＮ . Ｇ . マンローの慧眼が

讃えられてしかるべきです。実は、甲野勇（1901-1967）はこの事実を正当に評価していて、
『日
本原始美２

土偶・装身具』（1964.7、講談社）にこう書いています。
「Ｎ . Ｇ . Ｍ unro が明治

三十八年（1905）に ”Prehistoric Japan" の中で、遮光器反対説を唱え、目の表現が発達し、こ
のような型式取るようになったにもかかわらず、
無視されてしまった」
と
（ｐ .122）
。
「遮光器土偶」
なんて見当はずれな名称は、やめてもらいものですが、いまさらどうにもならない。
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図 17

亀ヶ岡遮光器土偶（正面・背面、左右側面から）

（資料）東京国立博物館 HP

ところが、遮光器土偶は「埋葬儀礼」用であるという証拠がない。
「大型遮光器土偶が土坑
墓から出土した事例はない」
（鈴木克彦『遮光器土偶の集成研究』p.173、弘前学院出版会、
2015.3）
現地青森に在住して遮光器土偶を長年研究してきた鈴木克彦の証言は非常に重い。遮光器土偶
は「埋葬儀礼」と直接関係がないと見ざるを得ない。即ち、遮光器土偶は「埋葬儀礼」とは別の
目的に使われたに違いない。
では、遮光器土偶の閉じた目は何なのか？
はないのか？

遮光器土偶の目は死者の眼ではなく、生者の目で

そこで、もう一度、亀ヶ岡遮光器土偶の目を見直してみます。

亀ヶ岡遮光器土偶の目は、遮光器の眼鏡であり、土偶の主の目ではない。土偶をシャマンだと
見立てると、これはシャマンが被った眼鏡に引かれた横一線であり、シャマンの目は遮光器の下
に隠されています。シャマンは、生きていて、死者の目である遮光器の眼鏡をかけて、死を装っ
ているだけです。遮光器はまさしく仮面、偽りの顔で、遮光器土偶の目の方は、仮面の下にある
生者の目です。シャマンは、精霊たちに見破られることを恐れて、仮面をかぶっているのです。
遮光器を顔に取り付けるバンドには、左右それぞれに渦巻文が刻印されいて、これは精霊を呼び
込む役割を担っています。
ベドゥアンによれば、シャマンは、もろもろの病気を呪術によって治療する役目を司る人間を
指していました。
「それは英国の研究者たちが《医術師》と名づけたところのものであり、大雑把にいって、の
りうつりの技術師であり、いわば、あの世の探検家とでもいったものとして、定義をくだすこと
ができるだろう。それは、職業的なものであると同時に、また、天稟の才賦を必要とするもので
もある。複雑にして多種多様な絆が、シャーマニズムと仮面の世界を結びつけている。シベリア
諸民族のあいだではシャーマンは、下界の霊魂どもに見破られないように、穴のあいた、ごわご
わした獣皮あるいは木の皮の装束で、顔を隠している。これは、たんなる防御手段にすぎないも
のだ。ところが、アリューシャン群島だとか、エスキモー族の居住する隣接地方だとかのシャー
マンたちは、かれの守護神の霊をあらわす仮面をもっていた。
」
（前掲書 p.45）
では、精霊が何をするというのか？

未開民族にあっては、病気の原因は、精霊にあると観念

されていて、病気を治療するには病原としての精霊を取り除けなければならない。
エドワード・Ｂ・タイラー『原始文化』によれば――。
ボルネオのダヤク族は、病気になること「精霊に悩まされる」と表現する。ニュージーランド
でもすべての病は精霊によって、それも幼児や未熟な人間の霊によって引き起こされると考えら
れている。病気の原因は魔物が憑依したためなら、治療には魔物を体から取り除けばいい。病気
を直すのは、除霊師としての呪術師の仕事になります。
「除霊師は霊に向かって語りかけ、説得したり脅したり供え物を捧げたりして患者の体の外へ
と霊を導き出し、あるいは追い出して、なんとか他のものに宿るようにし霊を誘導する。
」
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「邪術師たちはそうしたパフォーマンスの最後にきまって病霊を吸い出し、石や小さな肉片の
ようなものを取り出して見せる」
（前掲書、下巻 pp.143-146）
。
また、ミハイロスキ著・高橋勝之訳『シャマニズムの研究』では、シャマンは祭祀・医師・魔
術師を兼ねています。
「ドルジ・バンザロフ〔1822-1855〕は蒙古人全般、特にブリヤード人の間に於けるシャーマ
ン僧の義務を三方から観察してゐる。シャーマンは祭祀であり、医師であり、魔術師又は占術師
である。祭司として彼は神意を体して、神は人間に対して何を要求しているかを決定し儀式や祈
祷の専門家として神に犠牲を捧げることを司る。
」
「医師としてのシャーマンは病人の体内から悪
霊を追ひ払ふために一定の方法を執る。この際手品をやり、狂乱状態を演ずる。
」
「シャーマン僧
の本質は病気の加治や占術を行ふ際に特に強よく現はれる魔術の中にあるのである。
」
（バンザロ
フ著・白鳥庫吉訳、ミハイロスキ著・高橋勝之訳『シャマニズムの研究』pp.132-133、1940、
文求堂書店）
アルタイ系諸民族のシャマニズムの研究書であるウノ・ハルヴァ（1882-1949）
『シャマニズム』
（田中克彦訳、東洋文庫）には、病名があがっています。
「シベリアのシャマンが求められる動機はたいていの場合病気である。アルタイ地方のこのよ
うな病気としては、マラリア・天然痘・梅毒・白痴などが報告されている。
」
（２巻ｐ .216）
シャマンの病気治療は、手品や魔術を使うばかりでなく、投薬やマッサージを場合もあるらしい。
「どこでもそうだが、南米のシャーマンの持つ基本的で、かつ、厳密に個人的な機能のなかに病気
なおしがある。だが、そのなおしは性格上必ずしも呪術的であるというわけではない。南米のシャー
マンは動植物のもつ薬効を心得ており、マッサージなどもする。しかしシャーマンの見解によれば、
大多数の病気は精霊に関連した原因がある――すなわち、魂が彷徨しているとか、呪物が悪霊や他
のシャーマンの作為によって体内に入っているとか、である――のだから、結局はシャーマンによ
る病気直しが必要となるのである。
」
（M・エリアーデ、堀一郎訳『シャーマニズム』ｐ .411）
比較的最近の研究書であるＩ．Ｍ．ルイス『エクスタシーの人類学』
（平沼孝之訳、1985.2、
図 33

台湾少数民族における疾病の祈祷

右写真：
「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）左：『伊能嘉矩所蔵台湾原住民写真集』 右：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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法政大学出版局）は、シャマンの身体自身が精霊の「宿り場」なのだと断じています。
「シャーマンは諸精霊を支配し、自在に自身の体内に精霊を憑入させることの出来る男性また
は女性のことである」
「トゥングース族研究におけるロシアの大権威、シロコゴロフが述べてい
るように、シャーマンの身体は精霊の「宿り場」
（placing）あるいは容器である。シャーマンが、
病原性の精霊に憑かれて苦しむ他の人々の災厄を治療し統御できるのは、実際、彼の受肉する精
霊を思い通りに支配する彼の能力によるのである。
」
（pp.52-53）
以上、シャマン研究の権威的著作の引用を重ねたのは、未開社会において、シャマンの主要な
役割が病気治療にあることが共通認識になっているのを示すために他なりません。亀ヶ岡土偶を
使うシャマンは、
「埋葬儀礼」と直接関係がないとすれば、主に病気治療をする医師、呪術医で
あると考えざるを得ません。

（２）プリースト（祭司）とシャマン（巫者）の役割
シャマンに期待される役割としては、他に出産や吉凶を占う「うらない」があるでしょう。呪
いを恐れ、鬼神を避ける祈祷、妖魔を退治し、転禍・息災・開運・調伏をかちとる。また、天候
の不順に対して祈雨、祈晴、その他の呪法を行ったであろう。病気治療を含め、これらの生き抜
くための呪術は、すべて私的・個人的な性格を帯びているように思われます（病気治療における
流行・伝染病は例外です）
。
これに対して、首長の死に関わる土面祭祀の場合は、部族の存亡にかかわる大事であって、極
めて公共的性格を帯びています。その司祭者は、首長後継者ないし、それに類する有力者であっ
たでしょう。
私

的――土偶――遮光器――――――土坑墓から出土せず

公共的――土面――目＋鼻・耳・口――（土坑墓から出土）
このように二分して見ると、
プリースト（祭司）とシャマン（巫者）という二大区分が浮上します。
佐々木宏幹『シャーマニズム』によれば、
「一つ社会には祭司とシャーマンが存在し、それぞれ
が対照的な役割をはたしている」（中公新書、ｐ .138、1980）。具体例としては、タイ、インド
の事例の他に沖縄のノロとユタをあげています。ノロは村落の公的祭祀の主役を果たし、ユタは
個々の家や家族の吉凶判断、病気平癒などにかかわる。
また、シャマニズムの研究家でもあった古野清人は、台湾先住民社会における祭祀と呪法とを
明確に区別して次のように総括しています（
『古野清人著作集』②、ｐ .243）
。
「祭祀は公的性格を帯び、開運のために祖霊の加護を求める求護法で、司祭者が主宰する。呪
法は私的性格を帯びていて、
特殊技能者としての巫師が息災のために行う禁圧、
悪神を退治する。」
私が『台湾番族慣習研究』第１巻（1918.5 序文、
臨時台湾旧慣調査会）からまとめたところでは、
台湾先住民社会における祭祀と迷信の全体構造は以下のようになっています。
「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。
「迷信」は、天変地異、吉凶禍福
をことごとく鬼神に帰し、タブーを重んじ、吉凶現象にこだわり、占いを信じ、まじないを頼み、
呪いを恐れ、鬼神を避け祈祷し、妖魔を退治し、転禍・息災・開運・調伏をかちとる。
「疾病の
原因に至りては、各族を通して死魂の崇孽に帰するに過ぎず。ことにアタイヤル及びスパヨワン
二族に在りては円形なる物質を細管または崇匏（ひょうたん）に載せ、若しその上に 静止せば
以て治癒の兆として、これに反して転落せば不治の兆しとなすが如き、殆ど迷信のごとき外に求
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めべからざる慣行」が行われている。
（図 33 台湾少数民族における疾病の祈祷 参照）
祭祀――― ⑴農事祭

⑵供養祭

⑶臨時祭

⑷特殊祭

迷信――― ⑴禁忌〔タブー〕⑵兆象〔吉凶現象〕⑶占卜〔占い〕⑷呪法〔まじない〕
（①巫術〔シャ
マニズム〕
、②妖術〔のろい〕
）
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が、
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、と反論しているのです。
「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
る場合に踏まえておくべきことでしょう。誤解のないように急いで付言しますが、男のシャマン
がいないと言うのではありません。私は第 18 回論考「補論１」で、こう書きました。
「巫覡（男のシャマン）はムラの公的なもの、あるいは天候・気象のような万人共通な事象に
かかわる。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。
これに対して、女＝巫女は個的、私的なものにかかわるのをもっぱらとする。女の巫術は神意を
聴いたり、病を治したり、産婆として助産をしたり……。産婆もシャマン。
」

３．男の土偶のレゾンデートル
縄文後期のプリースト（祭司）の具体像と考えられる、男の土偶が存在しています。その代表
的なもの３例を見て、そのレゾンデートル（存在理由）を考えてみることにしたいと思います。
いわゆる有髭土偶、千葉県余山土偶。
函館の著保内野土偶「かっくう」
。
町田の田端東遺跡土偶「まっくう」
。

（１）有髭土偶のポツポツは男の髭である
図 34 の下野国海上郡余山貝塚発見の有髭土偶（髭をはやした土偶）は、
『東京人類学会雑誌』
第 262 号（明治 41 年・1908 年１月 20 日）の巻頭に掲げられたものです。特別にカラーで印
刷をしているのは、
漆塗りの顔面朱色を正確に伝えるためだったでしょう。作図は大野延太郎
（雲
外）。
『東京人類学会雑誌』の主催者である坪井正五郎（東京帝国大学理科大学人類学教授）が解説
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図 34

下総国海上郡余山貝塚発見土偶
「この土偶には朱が附着してある、頭の隆起は
何か被り物でもしておるような左右の耳から口
の周りにポツポツの細点があるも此は何である
かこの物一つ見ては疑ひが起こるけれどもこれ
は婦人とすれば黥として見ることも出来よう
が、これを男子として見れば如何にも髯を示し
たものであろうと推測することが出来る〔中略〕
これにつき坪内先生も書かれた通り動物の全身
に細点がポツポツあるものがこの式に類似であ
る、これは只毛の多く密生した様子を示したも
のと推測するのが至当であろうと思ふ」（大野
雲外「有髯土偶に就いて」『人類学会雑誌』第
27 巻 1 号、1911 年 4 月 10 日）

（資料）
『東京人類学会雑誌』第 262 号（1908 年１月 20 日）

図 35

大野延太郎著『先史考古図譜』第五版（第五図）

（資料）大野延太郎『先史考古図譜』
（1904、嵩山社）

文を書いています。以下に、あえて全文を引用します。
「本号の巻首に挿入して有るのは下総国海上郡余山貝塚発見の土偶の頭部で有りまして吉野長
太郎氏の蔵品で有ります。頭上に大突起の有る事、後部に小突起の有る事、全部赤塗りで有る事、
皆珍しくは有りますが、特に注意すべきは両方の耳の辺から口の辺に掛けてポツポツと突き凹ま
した点の多数に存する事で有ります。眉の上の三本の水平線と後に在る様々の線とは太さも劃き
方も互に一致して居まして、同一の物の続きを示した様に見えますから、恐らく冠り物を写した
ので有ろうと考へます、して見ると大突起も小突起も此冠り物の附属と見做して宜いでありませ
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う。扨（さて）ポツポツは何で有りませうか。入れ黒かひげか、
其他には考へが附けられません。
未開種族の入れ黒は石欠けとか貝殻とか不完全な道具で膚を傷けて施すので有りますから、掻疵
の様な線を遺す筈で、ポツポツが付こうと思はれません。然らばひげかと云ひますに其現し方に
疑ひが有ります。ひげの生えて居る形を示すのなら線を劃きさうなもので有る、ポツポツと突き
跡を遺したのは何故で有ろうか。或は剃り若しくは刈り込んだ形ではあるまいかとの考へも起こ
りませう。石器や貝殻坏では刈り込む方は難いでせうが、
剃る方は寧ろ容易で有ると思われます。
北アメリカの石器中には黒曜石製の剃刀も有る位、此ポツポツを以て剃つた跡と見るのも強ち理
由の無い無い事では有りません。併し獣の形を模した土製品の中には毛を示すべき部分にこれに
似たポツポツの施して有る者有りまして、ポツポツが場合に由っては短い線の変はりをなす事明
かでありますから、此土偶に於ても面の下半を覆ふポツポツは余り長からぬひげを示したものと
見ても差支有ますまい。事に由つたら削つた形かも知れず、恐らくは短く密生した形で有らうと
思ひますが、何にしても此土偶がひげの有る事を現している居ると云ふのは間違ひない事と信じ
ます。尚ほ此土偶の面貌に付いて云ふべきは両眉と鼻とが連続して丁字型を作して居る事、両眼
と口とが横長の楕円形を呈して居る事で有りますが、是等は他にも例が多く別に新らしい考への
拠とも成りません。
従来発見された石器時代土偶は夥しいものでは有りますが数年前までは悉くひげ無しと思われ
て居ました。私は自分の知って居る事実に基いて、日本の主要なる石器時代人民はひげ無しで育
つたらうろと申して居つたので有ります。然るに三河国渥美郡伊川津貝塚から慥にひげを示した
かと思われる土偶の頭部が出ましたので、土偶は悉くひげ無して有るとは云えぬと云ふ事を認め
ました。此品は人類学教室の有に帰し、
其図は大野延太郎氏先史考古図譜第五版に載って居ります。
余山発見の土偶も又ひげのあるものの一例でありまして人種考に向つて誠に有益な材料を供給
したと云ふ冪で有ります。斯かる事実が現れて来た上は最早石器時代人民はひげ無しであったと
は云ひ兼ねます。併し彼等中にひげの有るものが少なかったとは今尚ほ云ふ事が出来るので有り
ます。」
【なお、この文中にある大野延太郎著『先史考古図譜』第五版（第五図）は図 35 の通りです。
その㈡愛知 伊川津貝塚発見の有髯土偶は、東京大学総合研究博物館

縄文時代土偶・土製品デー

タベースに納められています。
】

（２）函館の著保内野土偶「かっくう」は男である
余山有髭土偶の発見は 110 年余も前のことでしたが、50 年ほど前の 1975 年には、
「ポツポツ」
と顎に髭のある、全身像土偶が現れたのです。
北海道函館市著保内野遺跡出土の大型土偶。ジャガイモ畑耕作中に主婦が発見。高さ 41.5cm、
幅 20.1cm、重さ 1745g、中空土偶として国内最大。出土地点は縄文時代後期（約 3200 年前）
の墓らしい。出土した南茅部の「茅」と、
中空土偶の「空」をとって「茅空（かっくう）
」と愛称。
2007 年に国宝指定。
この土偶は女ではなく、男である可能性を明確に示しています（図 36）
。肩幅が非常に広い、
腰回りが狭い、臀部に膨らみが無い。乳房はポツン、ポツンと小さく（直径 7.5mm）
、男の乳首
です。臍の周りにもポツ、ポツ――男の腹の毛群（けむら）を腹毛というそうです。
鈴木克彦（当時青森県郷土館）
の鑑定は以下のとおり
（日本・東洋古美術の研究誌
『国華』
1923 号、
2003.7）。
「この土偶を人體表現として観察すると、丸い頭部、顎髭のような顎の部分の充填刺突文、厚
い胸、とても女性とは思えない小さな豆粒状の乳首、體部の正中線、臍近くの體毛らしき表現、
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図 36

著保内野土偶「茅空」の実測図

（資料）阿倍千春稿、
『考古学ジャーナル』608 号、2010 年 12 月号

図 37

著保内野土偶の顔面写真

（資料）写真左から長原恵子「歩き出そうとする土偶」、函館市公式観光情報、東京国立博物館

長い足、長身で均整のとれた體形など、りっぱな體格をした縄文人の姿を彷彿とさせる見事なも
のである。東北大学の人類学者である長谷部言人が北日本の人骨の特徴から、北日本の石器時代
人は短頭長身であったと指摘した学説
（石器時代人＝原日本人説）
を思い起こさせるものがある。」
表情をとらえた写真３葉を引き比べて見てみましょう（図 37）
。
顔の外殻は球に近い。眉、鼻、目、口、耳を細い粘土紐を貼付けて表現しています。眉と鼻と
がＴ字状に一つながりになっている。眉は長く反り返り、鼻は高い。眼は楕円状で上下に睫毛が
ある。唇も楕円状で厚ぼったく口を開けている。耳は左右にある。しかし、目の下から耳と額に
分岐している隆帯は何か？

また顔面と首との境を結び両耳に達している二本の隆帯は何か？

何より注目されるのは顎の「ポツポツポツ……」です。両耳の下から首に掛けて鳥管骨による
と思われる刺突（直径 1.8mm）が多数、
大きく拡がっています。先に見た萪内大型仮面の顎には、
穴が一列に 17 個並んでいましたが、こちらは下顎に広く面として拡がっています。坪井正五郎
の余山土偶の鑑定をそっくり適用できそうです。
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「面の下半を覆ふポツポツは余り長からぬひげを示したものと見ても差支有ますまい。事に由
つたら削つた形かも知れず、恐らくは短く密生した形で有らうと思ひますが、何にしても此土偶
がひげの有る事を現している居ると云ふのは間違ひない事と信じます。
」
しかしながら、この土偶を、先に見た、
「首長のモガリ亡骸を覆う死仮面（デス・マスク）と
して土面」と比較みたらどうか。土面の顔は極めて個性的なつくりをしていました。顔の形はほ
ぼ円形、眼は一律に遮光器で死人の目ですが、その他の顔のつくりは個性的で皆違っていました。
眉、鼻、口、髭、頭などの形が、それぞれに異なり、その人固有の顔付をしています。土面に
は同じ顔つきをしたものは存在しない。私見によれば、死仮面（デス・マスク）として土面は、
故人を彷彿させるものでなくてはならない、個性的であることが必須条件です。
それに反して、著保内野土偶の顔のつくりには、個性というものが感じられません。球形の顔
型。狭い額。Ｔ字状に一つながりになった眉と鼻。楕円形の目。厚ぼったい唇。
この顔付は、
下総国海上郡余山貝塚発見土偶（図 34）と似ています。Ｔ字状に一つながりになっ
た眉と鼻、楕円形の目、厚ぼったい唇、それに加え、顎の「ポツポツポツ……」
。
阿部千春「著保内野遺跡出土の土偶とその周辺」
（
『考古学ジャーナル』2010 年 12 月号）に
よると、「製作時には黒色漆の上に赤漆が塗布されていたようであるが、現在は髭状の刺突孔や
耳穴などの窪みに黒色漆が付着が見られるのみで赤漆は内股の一部に僅かに確認できる程度であ
る」。赤色漆塗装は顔だけではなく、体全体の及んでいたと見られます。著保内野土偶の顔を朱
塗にして、下総国海上郡余山貝塚発見土偶と引き比べたらどうでしょう。
共同墓地とベンガラ漆という組み合わせは北海道千歳市のキウス周堤墓でも見られるところ
で、埋葬者の社会的地位の高さを反映しています。埋葬されていたのは人ではなく土偶ですが、
土偶を人の分身と見るなら、当該社会の公共的職務を担い指導的地位にある者の可能性が高い。
即ち、この土偶は男です。しかしながら、男にしても、著保内野ムラの英雄として記念されるに
値する個性的な人物であったかどうか？

一方に「首長のモガリ亡骸を覆う死仮面（デス・マス

ク）として土面」が存在しながら、屋上屋を重ねる必要は何もない。この土偶は、当該社会の成
立・存続にとってかけがえのない特定人物を顕彰したものではなく、祖霊――一族の祖先、家族
または親族の祖先をあらわす一般的な偶像ではなかったかと思わざるを得ません。

（３）町田の田端東土偶「まっくう」も男である
著保内野土偶が発見されたから 11 年を経た 1988 年、函館から 700㎞も離れた東京都町田市の
田端東遺跡から著保内野土偶に非常によく似た土偶が出土したのです。沖縄や西南諸島で東北の
遮光器土偶・土器が発見されていますから、縄文時代の物流ネットワークは相当なものだと思わ
ざるを得ません。田端東遺跡の出土個所は７号住居址で、南壁際の床面より 20㎝浮いたレベル。
図 38 がその写真と実測図です。頭だけの出土で、首から下は見つからない。町田で発見された
中空土偶であることから、
「まっくう」の愛称が付けられました。
まずは出土報告書『東京都町田市田端東遺跡』
（2010.6）から引きます。
「明褐色を呈する中空土偶で器面は丹念に磨かれている。球形の顔面で頭部から髪結衣と思わ
れる左右非対称の突出部が円筒状に迫り出す。顔面の造作は、弓なりに反り返る眉が鼻と一体で
Ｔ字形に表現され、眼と口は楕円形に突出する。後頭部に刻みのある瘤がつけられ、これを取り
巻くようにみみず腫れ状の微隆起線が耳の後と下、顔面右側まで波及している。後頭部の微隆起
には所々に微妙な瘤が、顔面側では眉、耳、眼と同様に微隆起線にも刻みが施されている。新地
式である。」（pp.306-307）
「新地式」というのは縄文時代後期後半の土器形式です。
同報告書所収の附録論文「田端東遺跡出土土偶の意味するもの」
（初出」1992）で、安孫子昭
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図 38

町田市田端東土偶「まっくう」の実測図とカラー写真

（資料）実測図：
「田端東遺跡出土土偶の意味するもの」1992、写真： 長野県立歴史館『土偶展』ｐ .173

図 39

著保内野土偶「かっくう」と田端東遺跡土偶「まっくう」の復元図

注：①二つの土偶の、頭の寸法の比率によって、マックウの体の寸法を推定復元、②マックウの２つの
円筒状突起によって、かっくうの頭の突起を復元している。
（資料）安孫子昭二「田端遺跡出土土偶の意味するもの」『東京都町田市田端東遺跡』p.372
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図 40

余山土偶、著保内野土偶「かっくう」
、田端東遺跡土偶「まっくう」の頭部比較

（資料）左：千葉県立中央博物館、中：東京国立博物館、右：タウンニュース 2014.5.1

二が、この土偶と著保内野土偶を比較して、原像の復元を試みています。
「土偶の現在高 7.2cm、頭頂部の円筒状突起を抜きにすれば 5.0㎝、両耳部を除いだ顔面径は 5.5
㎝、顔面から後頭部までのふくらみは 4.8㎝を測る」
。
「顔の直径は著保内野が 7.8cm、田端東側が 5.5㎝であり、これを基準に比例換算すれば、著
保内野例の身長が 41.5㎝であるから、田端東例は 29.3㎝前後の大像となる。それに後頭部の円
筒突起が加算されれば、おそらく著保内野例は 45㎝前後、田端例は 32㎝前後の大きさとなる。
いずれにしろ、田端例も著保内野例のほぼ４分の 3 大の「超大型土偶」であったことがわかる」
図 39 が、
「かっくう」と「まっくう」の欠損部を想像復元したものです。
「まっくう」は「かっ
くう」によって頭の下の全体が復元されています。また、
「かっくう」は焼成時の空気抜きを兼
ねていると思われる頭の二つの筒状突起が甦っています。
田端東遺跡土偶と著保内野土偶の頭部が兄弟のごとくに似通ってのは明らかですが、ここに先
の余山貝塚土偶を含めて、三つの土偶の顔面のつくりを観察してみることにします（図 40）
。
①三つの土偶の顔面の形は、ともに球形を呈している。
②余山土偶は頭に一本、角のような突起がある。後頭部に焼成時の空気抜きの切込みがある。
田端東土偶は頭に２つ、煙突のごとき突起があるが、これは中空土偶に必須の、焼成時の空気抜
きと見られる。著保内野土偶は頭の上が欠損しているが、田端東土偶からの想像すると同様に焼
成時の空気抜き穴があったであろう。
③余山土偶は赤色塗布され、著保内野土偶は赤漆残滓から全身が真っ赤に塗られていたに違い
ない。田端東土偶は赤みがかっていて、
「地元の土器や土偶が茶褐色・黒褐色系統の濃い色合い
であるのに、この土偶はいかにも異色である。他所の地方でつくられ、当所に持ち込まれたこと
が一目瞭然である」
（安孫子稿）
。田端東土偶も赤色塗布されていたと見られる。
④余山土偶と著保内野土偶には下顎にポツ、ポツと顎髭が密生しているが、田端東土偶には、
このポツ、ポツがなく、顎髭なしと見られる。
⑤三つの土偶はともに、眉、鼻、目、口、耳を細い粘土紐を貼付けて表現している。眉と鼻と
がＴ字状に一つながりになっている。眉は長く反りかえっている。鼻は高く、鼻穴が造形されて
いる。目は楕円状で、睫毛を上にも下にも描きこんでいる。唇は楕円状で厚ぼったく、口を開け
て、上と下との唇には縦皺がある。三つに共通した目と唇の表現として、実際には存在しないも
のを描く手法がとられていることが注目される。
⑥耳は田端東土偶のは半円状に大きく、著保内野土偶は三日月状、余山土偶は髯との境目がはっ
きりしていない。
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図 41

青森立郷土館蔵の有髯土偶の写真と実測図

（資料）青森県立郷土館蔵 風韻堂コレクション

⑦田端東土偶と著保内野土偶との頬に見られる楔型の粘土紐隆帯は何か、また著保内野土偶の
顎下の二重の粘土紐隆帯は何か、ともに不明である。
⑧余山貝塚土偶、著保内野土偶、田端東土偶とよく似ているものに図 41 青森県船ケ沢遺跡出
土の土偶がある。これは江坂輝爾『日本の土偶』
（p.177、2018.1、講談社学芸文庫）で有髯土
偶として紹介されているものだが、青森県立郷土館のご厚意により正面写真と実測図を紹介して
おきたい。髯の生え方が余山貝塚土偶とよく似ている。
⑨吊り上がった両眉と鼻とを、Ｔ字状に一つながりに表現し、厚ぼったい両目、ぽっかり開け
た厚い唇をした女の土偶は、後期の千葉、山形、青森の土偶も見られる。図 42 は左から八戸市
風張１土偶頬杖土偶、八戸市風張１合掌土偶、青森県野面平土偶（ポーズ土偶）
。このうち頬杖
土偶と合掌土偶には顔に赤い彩色跡が見られ、合掌土偶は天然の接着剤であるアスファルトによ
り、割れた部分を修復していたという。しかし、これらの土偶は女性の象徴をあらわにして、明
確に男の土偶ではない。女にしろ、男にしろ、ヒトというものを表現するのに、画一的に、Ｔ字
状に一つながった眉・鼻、縁取りした目、厚い唇を使う土偶製作者・工房が存在したと見られる。
さらに重要なことは、女の土偶が、総て明瞭に仮面をかぶっていることである。女シャマンは、
これまで何度も見たように巫術に際して仮面をかぶる。しかし、男のプリースト（祭司）は仮面
を被っていない。
⑩なお、田端東遺跡のわずか 25 ｍ離れたところに田端環状積石遺構がある（むろん両者は同
じ遺跡と見るべき）
。この遺構を研究した多摩川学園の浅川利一の研究に拠って、田端環状積石
遺構と「まっくう」との関係を、安孫子昭二は以下のように推定している。
「田端環状積石遺構は、いわば各神社の神輿が安置された総社のような性で格あって、縄文社
会における宗教意識が強く仮託された霊域であったものと考えたい。
」
「後期から晩期にかけての田端遺跡の存在は、同属集団の共同墓地の祭祀という霊場であり、
それゆえに住宅跡もこの霊域を護持する社務所のような、１時期せいぜい１軒程度で在ったあろ
う。本土偶（頭部）が出土したのもまさにそういう遺跡としての一つであり東北地方からもたら
された土偶が、環状積石遺跡においてある祭祀行為がなされた後で分配されたことである。五体
のなかでももっとも霊力の宿る頭部が、同時期の住居ではなくほぼ埋まりかけた前代の住居跡を
選定していることも何やら暗示的であるが、その仔細となると現代の私どもの思惟の枠をこえて
しまっているであろう。
」
「いずれにしろ、本土偶は東北地方から招来された逸品であり、一つの家族や単位集団が管轄
する範囲をこえている。何らかの重大な理由があって、環状積石遺構に関係した各単位集団が聯
合体として土偶を招来し、相応の祭礼行為があった後に、霊力を分有したものであろう。そうす
ると最も関心とするところは、頭部以外の部品のゆくえである。
」
（同上報告書ｐ .382）
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図 42

風張１合掌土偶頬杖土偶と国宝合掌土偶、野面平ポーズ土偶土偶の顔面比較

（資料）左：国指定文化財等データベース、中左：東京国立博物館など編『特別展 縄文――一万年の美の鼓動』
（2018、
ｐ .173）（部分カット、赤漆に注目）、中左：八戸市役所、
「右：Nira 散歩野面平土偶

（４）男の土偶は東北でつくられた祖霊神である
問題のありどころを元にもどします。
第１の問題は、余山貝塚土偶、著保内野土偶と田端東遺跡土偶の３土偶の性別は男か女か？
一部には男か女かは問題ではない、カミは性を超越しているのだという論がまかり通っているら
しいが（前掲、長野県立歴史館『土偶展』p.44）
、それは窮した挙句の、思い付きにすぎない。
繰り返します。
「神々に木幣 を供え、神祷詞を捧げることは、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。
」
（寺久保逸彦前出）
霊域（寺社、霊場、祭場）などへの女人に立ち入りを禁ずる制度は普遍的に存在しているでは
ありませんか。神仏を問わずカミはケガレを嫌います。富士山、沖ノ島、祇園祭、酒蔵、大相撲、
歌舞伎、能楽……みな古来、女人禁制です。
逆に、「巫女は個的、私的なものにかかわるのをもっぱらとする。女の巫術は神意を聴いたり、
病を治したり、産婆として助産をしたり……」
。東北のイタコや沖縄のノロ、ユタの世界であり、
祭祀の場は男子禁制です（
「沖縄に存する我が古代信仰の残孽」
『折口信夫全集』第 16 巻参照）。
次に、第２の問題は、余山貝塚土偶、著保内野土偶、田端東土偶など男の土偶は、個性的な表
現が乏しく、特定個人を偶像に造形したものとは思えないことです。一方には「首長の亡骸を覆
う死仮面（デス・マスク）として土面」が存在していますから、この印象は確定的だと思われま
す。先の観察を短略化します。
①ともに球形を呈している。
②ともに頭に突起がある。
③ともに赤色塗布されている。
④ともに顎髭が密生している（田端東土偶には顎髭なし）
⑤ともに粘土紐の眉、鼻、目、口、耳を付けている。
⑥以上のように、眉と鼻とがＴ字状に一つながり、眉は長く反り反り、鼻は高く、目は楕円状、
唇は厚く口を開けている顔は、同時代の土偶や土面に、かなり見受けられる（図 43）
。男にしろ、
女しろ、土偶にしろ土面にしろ、ヒトというものを表現するのに、画一的な様式を使う高度な技
法をもった土偶製作者・工房あるいは集団が存在したのであろう（土偶製作者・工房あるいは集
団は単数では複数と見ておきたい）
。
あるいは、
そうした表現様式が流行であったのかもしれない。
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図 43

眉と鼻とがＴ字状につながっている東北製の土偶、土面

左モノクロ２つ：青森亀ヶ岡土偶（晩期中葉）。中：青森床舞土偶（晩期）、左：岩手 根岸土面（晩期）
（資料）左：
『日本原始美術２』。中、右：東京大学総合博物館 土偶データベース

安孫子昭二は永年の経験を傾けて、田端東土偶「まっくう」が東北地方でつくられたであろう
ことを何度も強調しています。
◆「地元の土器や土偶が茶褐色・黒褐色系統の濃い色合いであるのに、この土偶はいかにも異
色である。他所の地方でつくられ、当所に持ち込まれたことが一目瞭然である」
（pp.367-368）。
◆「この土偶は製作地は明らかに東北地方であり、しかも遮光器土偶同様の、中空のつくりで
ある」（同上 p.365）
◆「田端東遺跡から出土したこの後期後葉の中空土偶は、本場の東北地方でも類のない稀有な
貴重品であり」
（p.385）
田端東土偶が東北で製作されたのなら、余山貝塚土偶も著保内野土偶もともに、メイドイン東
北ということになるでしょう。特定工房・特定製作者ではないとしても、
「東北」の製作者とい
うことで一括すれば同工異曲と見なせます。粘土紐を積み上げて頭、腕、脚の各部位をつくり、
それらを接続して一つの土偶にするという繊細かつ高度な技法を駆使できる製作者は、数が多く
はないはずです。
これら三つの土偶が御当地（千葉県余山、函館市著保内野、町田市田端東遺跡土偶の頭部）製
ではなく、はるか遠方の東北のどこかで製作されたということは、極めて重大な問題を提起して
います。まず言えるのは、これら三つ土偶は、余山、著保内野、田端東各地の首長・指導者を模
したものではないことです。特定人物の像ではなく、一般的な首長・指導者像に違いない。先に
推測したように、祖霊――一族の祖先、家族または親族の祖先をあらわした一般的な偶像ではな
かったと思わざるを得ません。一般的な首長・指導者像、一般的な偶像といっても、当該地では
特別な霊力を秘めた偶像として受け入れられたでしょう。極めて高度な技法で作成された、特別
な霊力を内に秘めた霊験新たかな偶像であり、容易なことでは得難い遥か遠方からの貴重な舶来
品です。それを祭るだけで集団の結集力が高められるパワーを秘めたものだったに違いありません。

（５）「国宝」合掌土偶シャマンは米を食っていた
では、どんな祭が行われたか？

これについては、想像の域を出ませんが、
『台湾番族慣習研究』

モデルを再び掲げてみたいと思います。台湾少数民族に在っては、
「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です。
祭祀――― ⑴農事祭

⑵供養祭
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即ち、日々、生きるために、食糧の安定的な確保のために行う祭祀に他なりません。生きるた
めの糧を、日々間断なく、定期的に、確実に確保するために、カミとしての祖霊に祈る。豊年満
作！

そうした祭祀の中心にメイドイン東北の祖霊像が据えられたことが考えられるのです。

国宝・合掌土偶が出土した青森県八戸市風張１遺跡は、何を糧としていたか？

文化庁国指定

文化財等データベースには以下のようにあります。
「土偶は 16 箇があり、
これらの中には「合掌土偶」と称される立て膝、
両手を合わせた土偶（高
19.8 センチメートル）や、「腕を組む土偶」など、当時の習俗を知るうえで貴重なものが含まれ
る。」「また本遺跡では、住居跡内から炭化米が出土している。この炭化米は、放射性炭素による
年代測定で、本遺跡が営まれていた縄文時代後期のものであることが確かめられた。はたして、
当時、当地で水稲栽培が行われていたかは明らかでないが、目下のところ、わが国最古級の ” 米 ”
の実物資料であり、これはその学術性を重視して２粒を附指定とした。
」
（傍線引用者）
発見された米粒７粒のうち２粒が、北海道大学の吉崎昌一（1931―2007）のはからいでカナ
ダのトロント大学に送られ、その測定によって、約 2800 年前（縄文後期～晩期）のものと判定
されたのです。当時の米は水稲ではなく、陸稲です。東南アジアに見られるように貝殻か石の鎌
で穂先だけを刈りとる焼畑の米です。遺伝学的には熱帯ジャポニカといいます。この縄文の米の
発見は、衝撃的なことであったにもかかわらず、縄文考古学の世界では今に至るも無視されてい
るかに見えます。その理由を詮索するのは、ここでの課題ではないので別の機会を期すことにし
ます。ここでの関心は、風張部落において、米ががつくられていたからには、米が食されていた
に違いないことです。象徴的に言うなら、
「国宝」
合掌土偶シャマンは米を食っていたに違いない。
男性土偶に対して、女＝巫女は、個的・私的なものにかかわるのをもっぱらとしていました。
女の巫術は占いとして神意を聴いたり、病を治したり、産婆として助産をしたり……。メイドイ
ン東北の、女の土偶である八戸市風張１合掌土偶（合掌土偶）
、青森県野面平土偶（ポーズ土偶）
は、しゃがむ土偶であって、坐産、即ち坐って出産をしている女性像に他ならない。女シャマン
はヒトの再生産のために祈る。
男のプリーストは食糧＝米の確実な確保のために祈る。一粒の米が、播くことによって 1000
粒にもなる。しかし、ある年には豊作で、別の年には凶作となる。この不可思議な力はカミによ
るとしか考えられない。
「一粒の麦地に落ちて死なずば、ただ一つにてあらん、もし死なば多く
の実を結ぶべし」
（
『ヨハネ伝』第 12 章 24 節）
。縄文のコメを訪ねて、焼き畑の米作りをラオス
に取材した佐藤洋一郎（静岡大教授）は、その現場を目撃して次のように記しています。
「焼畑の人びとはよくお祈りをする。種を蒔くとき、山に生えているタケを切ってきて、それ
を上手に細工して祠をつくる。そして祠の周りに持ってきた水を撒いて「雨がたくさん降って米
がとれますように」とお祈りをしてから種子を播く。
」
（
『稲の日本史』p.37、2002.6、角川選書）
男の土偶と女の土偶、男の祈りと女の祈り。農事祭、供養祭を主とする男の祭祀は、ムラビト
の安定的な食糧＝米の生産を保障します。安産は世代を引きつぐイエビトの再生産を保障し、病
気平癒の禁圧、吉凶判断の占いをします。豊年満作、家内安全。両者あいまってこそ、風張ジョー
モン社会も持続可能にだったに相違ありません。よしんば女の土偶だけだったとしたら……、よ
しんば男の土偶だけだったとしたら……。
そこで、男の土偶と女の土偶を見直してみると、顕著な違いに気づきます。女土偶は仮面をか
ぶっているが、男の土偶は仮面をかぶっていない（図 40、図 41、図 42）
。
女の土偶が仮面をかぶっていることは自明です。女シャマンは、巫術に際して、精霊を恐れて
仮面をかぶる。しかし、
男のプリースト（祭司）は仮面をかぶらない。何故、
男のプリースト（祭
司）は仮面をかぶらないのか？

祭司は精霊を相手としていないからです。司祭が祈念するのは

カミ、善神としての祖霊なのです。
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「何らかの祭祀」しか知らない方のために、京都帝国大学法科大学教授・岡松参太郎（1871―
1921）が研究した台湾少数民族社会における「祭祀」
（プリースト）と「巫師」
（シャマン）の
違いを、今一度、紹介しておきましょう。
「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霊を供養する供養祭とが主要なものです。農事祭は季節的サイクルに
従って播種祭―摘穂祭―収穫祭と循環しているところに一大特徴があります。祭祀は公的性格を
帯びていて、祭団、蕃社（部落）などの公共団体の公共事務として行われます。私事のために神
を祭ることはあり得ない。祭団には必ず司祭者がいて、公祭を主宰します。司祭者は通常一人で
あって、血族団体の場合はその族長が、一部落・一社の場合は、その頭目が司祭者となり、絶対
的権限を以って祖先の霊魂を招来せしめます。祭祀においては、開運のために善神の加護を求め
る求護法が使われます。
「巫師」〔シャマン〕は、呪法を行うのであって、祖霊に祈ることはあり得ますが、神を祭るこ
とはあり得ない。最も切実な呪法は病に対する圧厭〔あっしょう＝マジナイ〕です。疾病や災害
は亡魂の祟りであり、これに対しては禁圧し、祈祷の術を行って病魔を駆除すれば平癒するので
す。巫師〔シャマン〕は巫術〔シャマニズム〕によって病を治療するドクターでもあったのです。
巫師〔シャマン〕は男子であることは稀で、多くは女性です。修業によって資格を得ることがで
き、依頼によって神霊に祈願し呪法を行い、報酬を受けました。呪法においては、除魔法が駆使
され、巫師が呪力を本にして、息災のために禁圧を行い、悪神を退治します。
（
『台湾番族慣習研
究』第１巻、第１款、第１則農事祭、第２則供養祭

参照、pp.135-267、1911.4 序文 )。

注 4：農学者の証言「縄文の米栽培は確定的である」
縄文のコメについてシロウトにも分かりやすく書いた著作に、佐藤洋一郎『稲の日本史』
（2002.6、角川選書）
がある。同書によると、
縄文のイネ発見の決め手は、
プラントオパール分析だ。
ススキの葉やイネの葉で手を切ったことのある人は少なくないだろう。これは、葉に含まれる
ガラス成分（珪酸体）による。
「葉は下から順次枯れてゆき、枯れた葉は田に落ち、有機物は分
解されてその一部は吸収されるが、珪酸体はガラス質であるのでそのまま土の中に残留する。イ
ネを植え続けると、こうした珪酸体が土壌中にどんどん蓄積されてゆくことになる。プラントオ
パールとは、こうして土中に溜まった珪酸体が発掘されたものをいう。
」
（ｐ .21）
縄文時代の遺跡におけるプラントオパールの検出例は全国で 30 に及んでいる。しかし、これ
にはアキレス腱が一つ、他所からの微量な混入、いわゆる汚染（コンタミネーション）である。
このアキレス腱をクリアする方法として編み出されたのが、藤原宏志（宮崎大学学長）による縄
文土器の胎土の中からイネのプラントオパールを捕まえようという方法――縄文土器のかけらを
超音波洗浄機で砕き、中に入っているかもしれないわずかな数のプラントオパールを検出すると
いう試みであった。執念の探求が実って、縄文土器からプラントオパールが検出された！
「縄文時代にイネはあった。いや、正確にいうならば、縄文土器を作った人びとの暮らしの中
にイネはあった。それでも米はなかったと主張するためにはよほどの説得力のある証拠が要求さ
れるであろう。
」
（pp.20-27）
佐藤洋一郎はボヤく。「ところが考古学者はこれでも「うん」と言いません。……しかし学問
の世界とはだいたいそういうものです。学者は人が悪い。人がやったことを公然とけちをつける。
これは学者の天命のようなもので、人が新しいことを見つけると難癖をつける。
」
（松久保秀胤監
修『縄文

謎の扉を開く』p.228、200.12、冨山房インターナショナル所収）

なお、藤原宏志『稲作の起源を探る』
（1988.4、
岩波新書）は、
自身の研究を藤森栄一『縄文農耕』
（1970、学生社）の縄文中期農耕論に位置づけている（pp.114-135）。
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むすび：土偶及び土面についての若干の仮説

本論の冒頭で見た、梅棹忠夫、木村重治監修『仮面』
（1981.9、講談社）には、民族芸術学・
近現代美術史の木村重信（1925-2017）の解説論文が載っています。
「牧畜民はなぜ仮面をつく
らないのか。すなわち、仮面の制作や使用がなぜ農耕民と一部狩猟民にかぎられているか」
。な
んと、これが論文表題なのです。その理由を聞いて、本論を閉じることにしましょう。
「農耕社会では蒔いた種で育った種で育ってゆくのは、土のなかにひそむ力によると考えられ
て、いわゆる地母神がうまれた。また生長する作物が必要とする雨にまつわって、雨神の信仰が
がうまれ、雨のないとき、作物を枯死させる太陽にも神格が与えられた。かくして、農耕の始ま
りとともにアニミズムの時代に入り、美術もかかるアニミズムにまつわるものとして、象徴的、
抽象的な性質を濃くするのである。仮面はその端的なあらわれである。仮面は種々の祭儀におい
て用いられるが、その効用は自然とともに社会をともに生気づけることにある。
」
（前掲書 p.20）
今後の研究のために、縄文後期・晩期の土偶及び土面に限って、以下のように仮説を提示して
おきます。
◆遮光器土偶（土坑墓から出土せず）――――病気治療を主とする呪術における女性シャマン
の偶像であろう。仮面は精霊とコンタクトするための儀礼において防禦用として使った被り面と
思われる。
◆遮光器型土面（土坑墓から出土）――――首長後継者が司祭するモガリ祭祀において、死去
した前首長の遺体＝ミイラに被せた弔葬用仮面（デス・マスク）であろう。死者の生前の顔をリ
アルに復活せしめた復元像で、邪悪な精霊から死者を守るために宛て面として使用したと思われ
る。
◆鼻曲がり土面―――病気治療を主とする呪術において女性シャマンが使用したと思われる。
病気の原因である精霊の姿形を表し、シャマン巫術の実績と成果を誇示したもので、飾り面であ
ろう。
◆男性土偶―――余山貝塚土偶、著保内野土偶、田端東遺跡土偶の類で、特定個人の顔を復元
したものではなく、祖霊一般の神像であろう。主に農事祭と祖霊供養祭に使用したと思われる。
仮面をかぶっていないところに特徴がある。
◆女性出産土偶―――八戸市風張１合掌土偶、山形県野面平土偶のような坐産をかたどった土
偶で、基本的に安産祈願、子孫繁栄を願った偶像であろう。
◆小型仮面土偶は家族単位で土偶を操って祭礼を行ったもの（病気・ケガ等の完治・再生のた
め）であろう。

注 5：シャーマンとシャマンの表記について
専門論文にあっても、シャーマンとシャマンとの表記が混在している。フリー百科事典『ウィ
キペディア（Wikipedia）
』にはこうある。
「本来はツングース語の šaman ( シャマン )。ロシア
語のшаман ( シャマーン ) を経由し、各国語に広まった。英語では shaman ( シャマン、シャー
マン、シェイマン )。
」本論の私の文章においては、シャマンと表記するのを原則としたが、混
乱は避けられていない。お見苦しいところは、ご容赦願いたい。
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★末尾補注

ミイラはカマスに包まれ、顔に仮面が付けてあった★

本原稿に対して、
小林公明
（元井戸尻考古館館長 ) から読後感を賜った。厚く御礼申し上げたい。
ご批評の中で、旧稿を訂正すべき点が２点生じた。
第１点は、「注 2：ヘンツェ、ナウマンの「新しい皮膚」説及び島亨・檜枝陽一解説について」
とすべきところを、島亨を欠落させてしまったこと。他意はなく、耄碌による単純ミス。謹んで
お詫びするとともに、ここに訂正したい。
第２点は、論旨に関わる重大な事実認識に関わることで、ここに補足する羽目になった。
小林眞『環太平洋民族誌にみる肖像頭蓋骨』
（2006.8、里文出版）という本がある――この本
を見てみよ、と小林公明は言うのである。そこで早速、都立図書館から当該本を取り寄せてみて
驚いた。頭蓋骨を累々と渉猟した図版の中に、以下の１葉があって、南米ペルーのミイラと、そ
のミイラにつけた仮面だという。
「ミシュテカ族では蹲踞姿勢のミイラを葦の蓆（むしろ）編みにきっちりと包み、形がくずれ
ないように、紐で縛っている。顏には石製の仮面を付けている。ミイラになった死者の肖像であ
り、木製の仮面もあった。
」
（p.272）
葦の蓆（むしろ）編みは、日本では古くは、ガマで作った藁むしろを、二つ折りにし、縁を縫
図補注

葦の葉の織物に包み、死者を模した仮面をつけて肖像化したミイラ包み

（資料）小林眞『環太平洋民族誌にみる肖像頭蓋骨』p.277、2006.8、里文出版
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いとじた袋＝カマスに相当するであろう。ミイラをカマスに入れて縄でグルグルまきに縛ってあ
る。顔に当たる部分にあるのは、宛て仮面ではないか！
私が、
「１．死仮面（デス・マスク）としての遮光器土面」において、
疑問として追究し続けたのは、
死者の顔に覆うのに仮面の寸が足りない！

という問題であった。

（１）麻生土面で頭蓋骨を覆うと、天地の縦幅が絶対的に不足しています。このミイラの頭蓋
骨に麻生土面を被せるには、どうしたらいいか？
（２）麻生土面ではない仮面で、例えば紐孔があいていない亀ヶ岡土面のような場合は、どう
するか？

仮面を紐で吊るすという方法がとり得ないとすれば、縛るという方法がある。あるい

は、接着剤で貼るという方法が残されているのではないか？
（３）戸平川土面は〔図７右上〕高さ 7.0cm 幅 6.8cm 厚さ 2.7cm）や〔図７右下〕高さ 5.2cm
幅 4.6cm 厚さ 1.8cm。このように、仮面が非常に小さい場合はどうするのか？
案ずるより産むがやすし、である。
ミイラをカマスに入れて縄でグルグルまきに縛り、顔に当たる部分に仮面をつける。接着方法
は、紐で吊るす、縛る、あるいは接着剤で貼るという方法がある。
実は、小林公明から投げかけられた問題は、もう一つある。
田端東土偶の造形に関して。――「焼成時の空気抜き」とみるのは安直にすぎる。このような
造形には必ず意味があるはず。
」
縄文図像学の権威からの、きついお叱りとして、肝に銘じておきたい。

35

