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はじめに
第 20 回論考に対して、土偶の研究家である安孫子昭二から論評が寄せられました。誠に有り
難きことで感謝に堪えません。修正すべき点は初出稿に筆を入れ応急処置をし、課題は今後の研
究にゆだねたいと思います。
しかし、「３．男の土偶のレゾンデートル」に関連しては、田端東遺跡から出土した土偶の頭
部について書かれた新論：安孫子昭二「縄文のエンブレム

その３」
（季刊 Collegio 2016 年 秋・

冬合併／通巻 63 号）を見落としていた事情があり、慙愧に堪えません。
また、この１か月内に、以下２つの論文があることを新たに知りました。
長田友也「元屋敷遺跡出土の土製中空人頭部片」
『三面側の考古学 11』
、2013
阿部千春「マルチジェンダーな遺物を生んだ縄文人の思考」
（
『東北学 05』
、2015.1、東北芸
術工科大学

東北文化研究センター）

以上の３論文には、私が全く知らなかった、土偶４点が含まれています。
①新潟県村上市元屋敷遺跡出土の「土製中空人頭部部片」２点（長田友也論文）
②宮城県蔵王町下別当遺跡出土の人面装飾（阿部千春論文）
③青森県成田コレクションにある腰から膝下まで巨大中空土偶片（弘前大学亀ヶ岡文化研究セ
ンター）
そこで、以上の新史料を紹介し、「男の土偶」についての私の見解を、ここに提示して直して
おきたいと思います。

１．成田コレクションにある腰から膝下まで巨大中空土偶片
新史料の紹介をします。まずは、成田コレクションにある腰から膝下まで巨大中空土偶片（図
１）。安孫子昭二は、この土偶を大学三年の時に見て、
「度肝を抜かれた」と回想しています。現
在の所見は以下の通り。
「見ると著保内野と同時期で、著保内野例よりさらに大柄のようである。成田コレクションの
大半は津軽地方から出土した資料だから、出土土地不明ながらこの土偶も同地方なのであろう。
すると、著保内野例もこの地で制作された可能性が高いし、田端東例、余山例、元屋敷例も同じ
くこの地域の土偶作り集団の制作になるのではなかろうか。東京・千葉・新潟等の有力集団がこ
の土偶を求めて、津軽詣でをしたのであろう。
」
（pp.12-13)〔元屋敷例については後述〕
私は、早速、弘前大学人文学部 『成田彦栄氏考古・アイヌ民族資料図録』
（弘前大学人文学部
亀ヶ岡文化研究センター編、148pp.、2010.9、弘前大学出版会）を取り寄せてみました。図１
のごとき写真及び実測図が示されています。なるほど、この脚腰は著保内野土偶の脚腰とよく似
ている。
同書の「遺物解説」には以下のようにあります。
「後期段階の資料で特筆すべき事は（169）の土偶である。残存部は股から脚部にかけてであり、
孤状の抹消縄文を主体とし、等間隔に瘤（粘土粒）を貼りつけた文様構成である。製作は薄手つ
くりで輪積を用いて製作し中空の構造であり、焼却が良好なものである。残存部は 14㎝を測る
ため、欠損した胴部・顔部をあわせると全体は推定 30㎝を越える大型土偶と考えられる。この
ような土偶は函館市（旧南茅部町）著保内野遺跡から出土した国宝の土偶と製作・文様・形態等
から多くの類似面を有し、国宝・著保内野土偶と同系列の土偶と考えられる。また、後期の土偶
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図１

成田コレクション所蔵の腰から膝下まで巨大中空土偶片（カラー、実測図、レントゲン）

図２

著保内野土偶（腰から膝下まで）

（資料）『成田彦栄氏考古・アイヌ民族資料図録』
p.58、ｐ .70、ｐ .111、弘前大学人文学部 亀ヶ岡
文化研究センター 2010.9、弘前大学出版会

（資料）函館市縄文文化交流センター

祭式を探る手がかりと遮光器土偶の出自を知るうえで貴重な資料と考えられる。
」
（成田滋彦、
『成
田彦栄氏考古・アイヌ民族資料図録』p.10、傍線引用者）
異議ないところです。
形状としては、中空のつくり、茶褐色の色ツヤ、O 脚気味の腰と脚の形が似通っています。著
保内野土偶は黒色漆の上に赤色漆が着色されていたと見られていますから、中空土偶片も恐らく
黒と赤との漆で着色されていたでしょう。O 脚は男とは限らないが、力仕事をする男に多いという
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経験知が私にはあります。著保内野土偶の両足は有孔筒状装飾によって結合されていますが、中空
土偶片の方は肝心のところが破損していてわかりません。大きさは両者の内股寸法から推測すると、
安孫子が言うように中空土偶片土偶の方が著保内野例よりさらに大きかったと見られます。
文様に関しては、腰部分と脚部分に分けて見ましょう（中空土偶片の写真・図は図１の３点し
かない）。
腰部分は共に腰紐が廻っているようです。著保内野土偶は、腰回りに◇が４つがあり（背側は
欠損）、これらを基点ないし終点にして紐を締めているらしい。中空土偶片の方も、腰紐を締め
ていますが、腰を一周している紐は１本で、あと２本の紐が斜めに絡んでいるらしく、紐を留め
ているのか飾っているのか、◎が表に６個、左横から見ると７個、規則的に配置されています。
これは瘤、東北地方の後期後半の瘤つき土器にあるのと同じ瘤と見られます。共に股引ないしズ
ボンを履いていると見受けられます。
脚部を見ると、著保内野土偶は◇▽△が連鎖・交叉して面を作り出したブロックが上下三層あ
ります。文様は〈 と 〉とが連続して作り出す、
いわゆる羽状縄文（鳥の羽に似た縄目模様）になっ
ています。その三層間に〇と◇を正面に置いた二層がサンドイッチに。上が〇△を組み合わせた
玉抱三叉文ブロック、
下が横並びに菱形文◇と丸文〇とを横並びにしたブロックになっています。
これに対して中空土偶片の方は、脚の側面に、楕円と菱型と組み合わせた玉抱三叉文が、上下二
つ鮮やかにあります。
〈

〉正面から見ると両脚共に同型で、外側は四角で囲み、内側は半円の

弧線を上下に配し、組み合わせたブロックが二組連なっているように見えます。
中空土偶片の方で特異なのは瘤が多数あることです。腰から脚に掛けて瘤が正面左右の脚の３
つずつ、左側に 3 つ見られ、右側も同様とすると、合計 12 個を数えます。この瘤は、東北地方
縄文後期後半の土器に、文様の装飾効果として多用されているもので、この土偶片の瘤技法はそ
の第１段階＝十腰内Ⅳ式に相当し、第４段階と目される著保内野土偶より前のものに当たると思
われます（安孫子昭二「縄文のエンブレム

その３」
）
。

ともあれ、文様の構成から見ると、瘤の有無を除いて、両者はよく似ています。とりわけ脚部
の文様が、層構造を成して区画されていること、網目の文様を基調にして〇や◇が重層的に使っ
て何者かを描き出していることが特長的です。
著保内野土偶には、表の臍下あたりと裏の中央部、それに両腰にそれぞれ、バックルのごとき
菱形が４つあり、それらを結んで腰ひもが巡っています。そのうち正面の菱形の下からは小さな
鉤爪（フック）が出ています。これらが何を意味し、何を象徴しているかは不詳です。これは中
空土偶片の方には見当たりません。
両者の違いで顕著なのは腰部のつくりです。巨大中空土偶片のレントゲン写真に明らかなのよ
うに、この土偶片は中空づくりで、腰の部分と両脚の部分とを別々に積み上げて作り、その三者
を接合していると見られます。土偶片の正面股間には何もありませんが、著保内野土偶方は正面
股間に小さな鉤爪（フック）があります。この鉤爪（フック）は何か？

この謎を明かせば、著

保内野土偶が男か女かは確定するように思われます。

２．新潟県村上市元屋敷遺跡出土の中空土偶
第 20 回論考「図 34

下総国海上郡余山貝塚発見土偶」で見た余山土偶、及び「図 41

青森

立郷土館蔵の有髯土偶の写真と実測図」で見た青森郷土館蔵の有髯土偶とよく似た土偶が、新潟
県村上市元屋敷遺跡で発見されています。この土偶は、膨大な量の出土遺物にまぎれて報告書に
未掲載になっていたものだそうです。それを報告したのが長田友也「元屋敷遺跡出土の土製中空
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図３

元屋敷遺跡出土の土製中空人頭部片〔土偶〕実測図

比較参考：余山貝塚出土土偶

（資料）長田友也「元屋敷遺跡出土の土製中空人頭部片」『三面川流域の考古学 11』2013
余山貝塚土偶は東京国立博物館（ColBase 国立博物館所蔵品統合検索システム）

人頭部片」〔土偶〕で、そのうち「図３」が１つの実測図です。土偶は２つありますが、ここで
は煩瑣になるのを避けて、そのうち１つだけを余山貝塚土偶と比較します。
①ともに縄文後期の中空土偶である。
②元屋敷土偶、余山土偶ともに、頭に１本、突起がある。
③ともに下顎にポツ、ポツと顎髭が密生している。
④ともに、眉、鼻、目、口、耳を細い粘土紐を貼付け、眉と鼻とがＴ字状につながっている。
⑤ともに後頭部に円孔が穿たれて（余山土偶は穴が破損）
。これは焼成時の空気抜きであろう。
④元屋敷土偶は両側頭部に環状突起があり（長田友也は耳飾りとしている）
、これは余山土偶
にはない。
以上から、元屋敷土偶と余山土偶との近縁性は明白でしょう。余山土偶と青森立郷土館蔵の有
髯土偶及び町田市マックウ及び函館市カックウとの類似は前原稿で検証しましたから、ここに５
つの類似土偶が揃ったことになります。これが「男の土偶」であるかどうかは、しばらく保留し
ておきましょう。
ここで注目しておきたいのは、村上市が新潟県の最北に立地する港町であり、古くから広域的
交易圏の要衝であったことです。市内の縄文遺跡からは、東北地方または北陸地方からの影響が
強く見られる遺物が出土しています。函館―青森―村上―余山―町田を結ぶルートが浮かびあ
がってきます。安孫子が想定するように、東京・千葉・新潟等の有力集団がこの土偶を求めて、
津軽詣でをしたことも当然、この時代の物流ネットワークは今日われわれの想像を絶するものが
あります。ちなみに沖縄県内では新潟県産のヒスイが出土しているし、亀ケ岡式土器とみられる
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図4

余山土偶、風韻堂有髭土偶、元屋敷土偶、田端東土偶と著保内野土偶の顔のイレズミ

注：余山土偶、元屋敷土偶、風韻堂有髭土偶は顔にイレズミなし。田端東土偶は左頬に楔型イレズミ１つ。
著保内野土偶は楔型イレズミが両顔にある。頬髯は田端東土偶のみなし。著保内野土偶の顎を巡り耳に達する
二重の隆帯は入墨か？

土器片が沖縄県北谷町の米軍返還地にある平安山原 B 遺跡で出ているのです
（沖縄県北谷町ＨＰ）
浦島太郎伝説は単なる夢物語ではない、縄文学は神話論をとりこむべきです。

３．著保内野土偶と田端東遺跡土偶の顔のイレズミ
安孫子昭二「縄文のエンブレム

その３」は、宮古島の離島＝水納島のイレズミに関する印象

深いエピソードの紹介で書き出されています（谷川健一『心にひびく民のことば』2004、岩波
書店に依拠）。水納島の老女が、イレズミの採取写生のなかに、愛人と駆け落ちして行方知れず
になっていた娘のイレズミを発見して、大声をあげて泣き始めたというのです。イレズミは、そ
の人固有のもので、アイデンティティを証かす証明書。
「縄文時代にも身体装飾の一部として、
一族に特有の入れ墨の型があったのではないか」
（同上ｐ .2）
。そして、安孫子は、このイレズ
ミを田端東遺跡土偶「マックウ」と著保内野土偶「カックウ」の顔に見出しているのです。
図４「マックウ」の向かって右の耳に接して、額から頬に掛かる楔型の粘土紐隆帯がそれです。
著保内野土偶の方は、同じような楔型の粘土紐隆帯が左右の頬にダブルであります。しかし、余
山土偶、元屋敷土偶、風韻堂有髭土偶にイレズミはない。
（私の目では、著保内野土偶の、顎を
巡って耳に達する大きな二重の隆帯、さらに左右の後ろ頚にある内円した松葉文なども疑わしい
が、保留しておきます）
。
イレズミに関しては、私の旧稿がありますので、詳しくは第 7 回論考「イレズミは縄文人の存
在証明証であった」及び第８回論考「台湾先住民社会における祭祀と呪術（上）
」を読んでいた
だきたい。ここでは先を急いで関連事項ついてのみ触れます。
第１に、台湾原住民タイヤル族の、イレズミについての見方。

①イレズミの資格
タイヤル人のイレズミは、成年及び成年となったことを表す標識である。

②識別の功能
イレズミは図紋で家族の系譜を分別することができる。イレズミの形式の違いで、タイヤル族
内の異なる亜族、系統、群体ないし部落の違いを識別することができる。

③栄耀と責任の象徴
顔のイレズミが象徴しているのは一種の責任である。いったん顔にイレズミをすると祖霊の遺
訓に背くことはできず、部落の長老の祝福を得て、この個人が真のタイヤル族の資格を備えてい
ると認められる。

④祖霊との遺訓紋
イレズミは祖先を隠喩し、倫理道徳の極致である。イレズミがあれば虹の橋を渡って祖霊の故
6

郷に到達することができる。なければ虹の橋を渡れない。
第２に、墨を入れる時期。児玉作左衛門（1895-1970）の「ア
イヌ生体の特徴」から私がまとめた、女性がイレズミを入れる
年令です。
①イレズミ無し………7 ～ 15 歳未満（初潮以前）
②片方だけ……………7 ～ 15 歳以上（初潮以後）
③両頬…………………17 ～ 18 歳以上（結婚・妊娠可能年齢）
第３には、伊能嘉矩（1867-1925）の民俗調査報告です。
台湾少数民族のイレズミ調査から、男が顔に入れるイレズミを
紹介します。
（図の上は正面図、下は側面図。それぞれ右が男、左が女。
）
① 3、4 分位の短横線数個を上額と下顎との中央に刺す
②上額に王の字形の刺墨を施す
③上額、下顎の刺墨を川の字型に三行に施す
④上額、下顎に目の字型に刺墨を施す（男子に多い）
（これは、女だけでなく男も顔にイレズミをするという事実の例証にすぎません。
）
第４には、未開社会におけるイレズミは人生の通過儀礼に関連していることです。第８回論考
で描いた、「台湾先住民族に社会における通過儀」の図を図５として掲げておきます。図５では、
男のイレズミは 16 ～ 20 歳で、首尾よく首狩りに成功した暁に入れることが許されます。この
イレズミは、この世で一人前として認証されるために必要とされるだけでなく、あの世でも重大
な役割を持っています。あの世の入り口には虹の橋が懸かっていて、イレズミをしている者だけ
が橋を渡ることができるが、イレズミをしていない者は墜落してしまうと信じられていました。
図５

台湾先住民族社会における通過儀礼とイレズミ
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（なお、大林太良「文身は他界のパスポート」
『葬制の起源』pp.151-155、中公文庫

参照）

さて、前置きが長くなりましたが、未開社会におけるイレズミの役割を知ってみれば、著保内
野土偶と田端東土偶の顔面に記されている二重の楔型の粘土紐隆帯がイレズミである可能性が濃
厚になるでしょう。余山土偶、元屋敷土偶はイレズミがない、田端東土偶は左頬に楔型イレズミ
１つだけ、著保内野土偶は楔型イレズミが両頬にあります。このイレズミの数の問題を、どう見
るか？

ひとつの見方は、イレズミのないのは未成年、イレズミのあるのは成人という解釈です。

なしは未成年で未着手、右頬に１つは成年で未完成、両頬２つを完成型と見る。
もう一つの見方は、位階を表す。楔型イレズミ２つ、楔型イレズミ１つ、イレズミ無し、とい
う順序で、その社会における位階を表しているとも考えられます。かつて私は、この見方を応用
して、縄文中期中葉の女性シャマンの土偶について、イレズミが両頬に無し、片頬１つ、両頬２
つ（ダブルハの字）と区分けして、その意味するところを考えたことがあります。男の場合には
台湾少数民族についての注目すべき報告を見逃せません。伊能嘉矩「台湾ツアリセン族に見らる
る尊長表示の標榜」
（
『東京人類学会雑誌』286 号、1910.1.20）
。
「尊族家の血統を承くる男子は、
特に尊長表示を意味する徴号的の刺墨（VUNTSEK）を施します、夫れは該男子が成庁の伍に入
る時に、初めて之を行ふ」云々。要するに、伊能嘉矩は「人類の尊卑の階級制発生の始原を示す
とものと見るを得らるる」としてます。この見方が正しいとすれば、楔型イレズミの多寡は階級
差を示している。
それより重要なことがあります。近頃、ようやく台湾少数民族のイレズミ研究の重大論文であ
る何廷瑞「臺灣土著諸族文身習俗之研究」
（
『考古人類學刊』15 ／ 16、1960、pp.1-48）を入手
できたことです。そこには図６のごとき図があります。これは台湾の少数民族の、顔に施された
イレズミを総括したもので、図中の 15、16 を除き泰雅族（タイヤル族）の男女のものです。
２～３段目の 5、6、7、8、９、10 に注目して下さい。顎の全面に髯のごときイレズミが入っ
ています。性別は全て女です。1 ～ 4 を含め、女の顔のイレズミは、総じて耳に達する大きなマ
スクをかけているかのように、左右両耳から出て口をすっぽり覆っています。これに対して男の
イレズミは 11、12、13、14 のように額と顎とに、線あるいは点として彫りこんでいます。こ
れは先の伊能嘉矩の民俗調査報告とも合致しています。
この台湾タイヤル族のイレズミを前提に推測するならば、余山土偶、元屋敷土偶や著保内野土
図7

髯のある顔面イレズミ例

注：左、中はニュージーランド、右はイースター島
（資料）Hambly, Wilfrid Dyson, The Hisitory of Tattooing , Mineola, New York, 2009
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図６

台湾先住民族に社会における通過儀礼

（資料）何廷瑞「臺灣土著諸族文身習俗之研究」（『考古人類學刊』15 ／ 16、1960）図版Ⅲ
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偶の顎のポツ、
ポツはイレズミだということになります。
一方、
田端東土偶は顎にイレズミはなく、
左目の下に楔型イレズミが１つだけあります。また、著保内野土偶は顎のイレズミがあり、楔型
イレズミが左右に二つ、さらに顎を巡り耳に達する二重の隆帯もある。私は、この何廷瑞論文を
見ることなく、第 20 回論考「土面＝デスマスクと男の土偶」を書き、
「函館の著保内野土偶カッ
クウは男である」と断じましたので、この台湾少数民族のイレズミを前提にして改めて考え直し
てみなければなりません。
参考までながら、図７は男の、髭を生やした顔面イレズミの事例です。イレズミは台湾少数民
族だけでなく、大陸南部、東南アジア、北方アジアなど世界各地に独自な文化として存在してい
て奥が深い。図 8 は、ハンブリーの The Hisitory of Tattooing が掲載している、マルケサス島住
民の全身イレズミです。カックウと同じ縄文後期の「図 9 真福寺貝塚出みみずく土偶」は、全
身イレズミを施していると見受けられます。高山純『縄文人の入墨――古代習俗を探る』も表紙
カバーに、この土偶カラー写真を使っています。ただし、これは女の土偶で、男ではないが、土
偶の表現技法として、全身イレズミ型でしょう。顔の目の下にダブルハの字が、背の腰には▽△
図8

マルケス島の全身イレズミ

（資料）Hambly, Wilfrid Dyson, The Hisitory of Tattooing , .Mineola, New York, 2009

図9

埼玉県さいたま市 真福寺貝塚出みみずく土偶（縄文後期）

（資料）東京国立博物館
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が、背中にはカックウと同じく逆６字文が、刻印されています。下半身の文様は杉葉のごとき縄
文です。
未開民族のイレズミには、人体の部分ではなく、全身にわたる男のイレズミがあるという事実
をお忘れなく。カックウの体に刺されている文様は、
衣服を表しているものではなく、
生身に彫っ
た全身イレズミだと仮定して、
カックウを見直してみることも必要です。
「魏志倭人伝」
によれば、
倭の水人は鯨面文身だそうですが、その起源は縄文時代晩期まで遡ると言われています（吉岡郁
夫『いれずみ（文身）の人類学

新装版』p.27、2011.7、雄山閣、参照）
。

４．阿部千春マルチ・ジェンダー論への疑問
著保内野土偶を世に知らしめた功労者として知られる阿部千春（元函館市縄文文化交流セン
ター館長）が宮城県蔵王町下別当遺跡出土の人面装飾注口土器に注目しています。図 10 がそれ
です。言うところを聞いてみましょう。
「基本となる顔面の表現は、カックウと瓜二つといっていいほど似ている。鼻に刺突によるご
く小さな鼻孔を付けるところまで同様である。さらに頭頂部の低い瘤とそこから眉まで続く細い
刻目浮線の意匠も酷似しており、その類似性は驚くばかりである。造形的に見ても、下当別遺跡
出土の人面装飾の頭部に付けられた左右一対の筒状装飾は、カックウでは二か所とも基部から欠
落しているが、元来存在していたことは明らかであり、これも特徴的な類似点といえよう。あえ
てカックウと下別当遺跡の資料との違いを探すならば、前者が髯を表円形の刺突文で、後者が斜
縄文で表現していることぐらいであろうか。
（
」
「マルチ・ジェンダーな遺物を生んだ縄文人の思考」
『東北学 05』p.116、東北芸術工科大学東北文化研究センター、2015.1、春書房）
ところで阿部は、下別当人面装飾を例に、田端東の人面装飾も土偶頭部ではなく注口土器では
ないかと疑っています。両者は似てはいるが判別できると安孫子は一蹴しています。①煙突状突
起に対して、頭部に不釣り合いな大きなラッパ状の突起、②写実的なふっくらした顏に対して、
寸詰まりな平坦顔、③頚の剥奪範囲が円形に対して横楕円形、④頚が無文に対して、縄文施文の
違いが見られる（前掲、p.8）
。
私も安孫子の見方に賛成です。両者が似ているという印象を与えるのは、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、総じて個性のない、ステロタイプな顔面
表現にあるでしょう。こうした顏は、同時代の土偶や土面に、かなり多く見られます。男にしろ、
女しろ、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しょう。あえて言うなら、個性のない画一的な顔付をしている
から、似ていると見えるのではないのか？
下別当人面装飾は注口土器、つまりは土瓶のように注ぎ口のついた祭器であって土偶ではない。
注口土器は注口土器、土偶は土偶。同じ祭器にしても性質、用途の違うものです。しかし、注口
土器にも土偶にも（カックウもマックウも）
、頭の上に２本、煙突のような突起がついている類
似点をどう考えたらいいか？

安孫子説では、注口土器の大きなラッパ状の突起は、液体を注ぎ

やすいようにした受け口であり、土偶の方は中空土偶の焼成時の空気抜きです。元屋敷土偶、余
山土偶もともに後頭部に円孔が穿たれていますから、空気抜き説は機能的役割としては異議ない
ところです。ただし、人間の体にない煙突のような角を２本付けたのは何故か、また元屋敷土偶、
余山土偶の頭の場合は一角獣のような角であるのは何故か、疑問は疑問を呼びます。
ところで、阿部千春は、著保内野土偶について奇妙なことを言い出しているのです。著保内野
土偶はマルチ・ジェンダーな土偶だ、と。
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図 10

宮城県蔵王町下別当遺跡出土の人面装飾注口土器

（資料）北の縄文道民会議 2013.1.16

道民会議シンポジウム／対談

猪風来氏×阿部千春氏

比較参考：著保内野土偶の顔面

（資料）新潟県立歴史博物館、東京国立博物館、函館市公式観光情報

マルチ・ジェンダーとは何か？

似たような言葉に、トランス・ジェンダーがあるが、これは

心の性と体の性が一致していない人、
いわゆる、
レズビアン（Lesbian）
、
ゲイ（Gay）
、
バイセクシュ
アル（Bisexual）の３つの性的指向を指す。これに対してマルチ・ジェンダーの方は、
ある時は男、
ある時は女となり、状況によって社会的にどちらの性別にもなり得るヒトをいうらしい。
阿部千春のマルチ・ジェンダー論のモトネタは、原田昌幸文化庁美術学芸課主任文化財調査官
の、土偶造形の歴史的変遷の研究でしょう。重要論点なので、言いだっしぺの論を引きます。
（著保内野土偶には）「それ以前の各ステージで認識されていた、土偶＝女性像に仮託した ” カ
ミ ” のイメージが、土偶＝性別を超越した ” カミ ” へと昇華されることを看てとれる。その背景
には、それまでの基本的に家族単位規模の ” 土偶祭式 ” に加えて、
集落や地域といった集団規模の ”
土偶祭式 ” が重畳的に普遍化され、それに用いるため重要な ” 物ざね ” として ” 土偶 ” に大きな
造形表現の変化がもたらされたことを予測できるのである。私はこのように、縄文世界における
土偶のもつ多様性の背景には、” 女神像 ” として発生・出現した土偶が、それをとりまく縄文社
会の役割期待の変化・重畳化によって多彩な造形上の変遷をたどり、ついには縄文時代後期に至
り、 ” 性を超越したカミの偶像 ” に昇華された経緯がかたられているものと考えている。
」
（小杉
健ら編『縄文時代の考古学 11

心と信仰―ー宗教的観念と社会秩序』pp.31-32、
2007.9、
同成社）

この「性を超越したカミの偶像」という表現を、
「マルチ・ジェンダー」という洋風コトバに
12

置き換えたのが、阿部千春のマルチ・ジェンダー論です。ダメを押します。
「初期段階では粘土板に乳房だけを付けて母性の象徴とし、中頃には豊満なお尻とお腹がデフォ
ルメされるようになるが、後半には一転して乳房やお尻などの女性的フォルムが目立たなくなり顔
の表情も男性的なものが多くなる。こうした男性的な要素が入り込んだ段階の土偶を私は「マルチ・
ジェンダーな土偶」と表現している。
」
（
「マルチ・ジェンダーな遺物を生んだ縄文人の思考」p.122）
「性を超越したカミ」などというものがあろうか？

日本のカミであるイザナキ、イザナミの

二神は兄妹であって男と女です。ギリシャ神話の主神ゼウスは男で女神ヘラを正妻とし多数の愛
人神を擁しています。中国の創世神話では伏羲（ふくぎ）と女媧（じょか）は蛇の如くに下半身
を絡めあっています。
神話には歴代のカミガミが延々並んでいて、
いずこも全編子作り物語と言っ
て過言ではない。信心はさておき、カミはヒトに似せてヒトがつくったもので、決してその逆で
はあり得ない。それが信じられないのなら、モノによって事実を証明する考古学者たる資格を問
われることになるでしょう。
もっともコトは宗教論の問題ではなく、日本の縄文考古学の特殊事情に潜んでいると思われま
す。考古学者の多くは土偶の性は女であると頭から信じている。その信心を前提にして、土偶の
歴史的変遷をたどる、縄文後期に至ると、それ以前の各ステージで認識されていた、土偶＝女性
像に仮託した ” カミ ” のイメージが、土偶＝性別を超越した ” カミ ” へと昇華する。
「性を超越し
たカミの偶像」＝「マルチ・ジェンダーな遺物」の成立です。
これは私の見るところ、著保内野土偶の男の性を説明できないことに窮して、” 性を超越した
カミ ” を思いついて、無理やり、中央突破をはかった結果ではないか、と思われます。
縄文後期という時代は東北を中心にして様々な形式の祭祀具――小型土偶、岩偶、土版、土面、
石偶、動物像、木偶などが作られ、掘り出されていますが、著保内野土偶はそのうちの一つの祭
祀具にすぎません。最たる祭祀具で、文化庁役人にとって芸術的優品ではあるでしょうが、まる
で出土数が少ない。知り得ているのは、
著保内野土偶のほかは成田コレクション巨大中空土偶片、
余山土偶、町田市マックウ及び元屋敷土偶、と中空づくり大土偶はこの５つしかない。土偶の歴
史の中に、後期後半を代表する土偶として著保内野土偶を位置づけるのは不適切極まりない。後
期を代表する土偶として位置づけるならば、ハート型土偶、
「仮面の土偶」
、山形土偶、みみずく
土偶です。これらの土偶の性は女であることが明白です。女の土偶は、縄文中期・後期・晩期を
通じて存在しています。そして、後期に、男の土偶が登場するにすぎない。後期に至って、女の
土偶と男の土偶が並立して、何が不都合なのか？
未開社会におけるシャマニズムの研究によれば、男の司祭者＝プリーストは、ムラの祭祀を主
宰し、食糧の安全保障と開運のために祖霊に加護を求めます。女の巫者＝シャマンは、イエビト
のために、精霊を相手に病気平癒の禁圧、子授け祈願、吉凶判断の占いをします。われわれの近
辺でも、古来、霊域（寺社、霊場、祭場など）は女人禁制です。片や女の巫術は俗域で医者・産
婆を演じます。東北のイタコや沖縄のユタやノロの祈祷の霊域は男子禁制です。即ち、役割の分
担――豊年満作・家内安全、男と女の祈りがあって、この世があり得る、縄文の土偶にも女の土
偶と男の土偶とが存在したと思われます。

５．カックウの股間のシロモノは何か？
阿部千春は、先の論文の最後で自問自答しています。
「カックウの両脚に連結された有孔筒状
装飾は男性器の象徴であろうか、それとも女性器であろうか」と（東北学 15 論文、ｐ .122）
。
「カックウの両脚に連結された有孔筒状装飾」
とは図 11 の股間のシロモノです。ちょつと見で、
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これが性徴を示す器官である可能性がないではない。
しかし、股間に奇妙な形でぶら下がっています。ズボン様の衣服を履き、その腰を二回りして
いる紐の締め具と思しき◇の下端に、斜めに傾いたＵ字型の、鉤爪（フック）が、向かって右上
がりの状態でぶら下がっています。これは明らかに肉体器官ではあり得ない、即ち性徴だとは見
なし難い。むしろ締め紐の末端部についているＵ字型あるいは、
その先がつぼまった鉤爪
（フック）
であると見られます。股間のあるものは性器だけとは限らない、まして況やズボンの外側に垂れ
た紐の先にあるのです。性器なんかじゃない！

詳しく点検してみなければなりません（注１）
。

①股間の隆帯は楕円を巻いているが、その先端は口をあけ、鉤爪（フック）のように開いてい
る。②鉤爪（フック）は、
上の菱形の隆帯（バックルと仮称）から垂下し、
逆 S 字状を呈している。
③バックルは、腰を巡って、前方部、後方部、及び左右腰部と合計４つあり、その菱形各２つの
左右横角を腰紐で結んで締めている。④４つのバックルの上角及び下角も腰紐で結んで締めてい
図 11

カックウの両脚に連結された有孔筒状装飾

（資料）上：東京国立博物館、下左：南茅部町教育委員会、右：函館市縄文文化交流センター、
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図 12
Ａ

蛇の性器
Ｂ

Ｃ

（資料）吉野裕子『蛇――日本のヘビ信仰』p.48、p.269

ると見られる。
鉤爪（フック）の如きものは、人体の外部露出器官には存在しません。また鉤爪（フック）は
ズボンらしいきものの上に巻いた紐でしっかり止まっているところから、人体の一部ではありえ
ない。恐らく、股間に吊るした、何らかの象徴と思われます。何らかと言っても、在りどころが、
ヒトにとって急所である股間であるからには、男か女かの性に関わるものである可能性がありま
す。品川欣也は ( 東京国立博物館考古室主任研究員 ) は
「性器」
だと断言しているが、
証拠を示さず、
言い放し。そこで、私は似たようなものはないか、と想像をめぐらします。実は、阿部千春も恐
らく同様な想像をめぐらしたに違いなく、以下のように言っています。
「双口もしくは一口でも頚部から二股の分かれるものは、ドーナツのような生殖器が二つあり
形態も類似することが多い。ちなみに、この双口の造形について佐藤国男氏は、蛇のメスの生殖
器が二つあり形態も類似することから、これを模したものであることを述べている」
（p.116）
阿部千春は、ヒトサマの受け売りをやっていて、自ら考えていない。
蛇の民族学的研究においては、吉野裕子『蛇――日本のヘビ信仰』
（1999、講談社学術文庫）
が出色であって、
蛇の性器についても詳しい。ハブのメスの性器（図 12 Ａ左）とオスの性器（図
12 Ａ右）。メスは、電噐のソケットのように凹の受け口が二つ、オスは凸の挿しこみ爪が二つ。
図 12 Ｂの中央は蛇のペニスの干し物で、図 12 Ｃはペニスの位置を示しています。
「蛇の生殖」は？ 「ペニスは二本で、交尾期にときどき足と間違われる。縄のように雌雄がか
らみ合う濃厚さ、時間の長さも人の意表をつくものがある」
（同上ｐ .45）
。ハブの場合、絡み合っ
て 26 時間余もかかることがある（ｐ .50）
。
日本の神社の注連縄（シメナワ）は、蛇のオスとメスとが絡みあう姿を模したものです。吉野
裕子『蛇』に触発されたのが佐藤国男であって、
「この説は青天の霹靂、
まさに目からウロコであっ
た」と白状しています。
ところで、
「カックウの両脚に連結された有孔筒状装飾」に戻ります。これが仮に蛇にあやかっ
たものならば、鉤爪（フック）の如きものは、男性器か、それとも女性器の象徴か？

蛇の性器

は電器ソケットのように、オスは突起した挿しこみが二つ、メスは受け口が二つです。カックウ
には挿しこみが二つあるように見受けられます。即ち、カックウの股間のモノは、蛇のオスの性
器を模したものではないか……。吉野裕子は装飾古墳に見られる蕨手文も「蛇のペニスの造形で
はなかろうか」と推測しています、さてどうでしょうか？（図 13）
蛇を連想させるものは、鉤爪（フック）ばかりではありません。
吉野裕子『蛇――日本のヘビ信仰』は、百歩蛇を祖先と仰ぐ台湾少数民族・パイワン族の蛇信
15

図 13

福岡県王塚古墳発掘の蕨手文

（資料）
「sanmao の暦歴徒然草」
（https://sanmao.cocolog-nifty.com/reki/2018/11/post-a3f3.html）

仰の研究をして、図 14 のごとき図版を挙げています。百歩蛇とは、噛まれたら百歩歩くうちに
死ぬという俗信からの命名。左から祖霊としての百歩蛇木彫板、女性の針磨き、そして蛇を象徴
する型紋パターンです。それぞれ▽△◇の形をした三角紋に注目。図 14 左の木彫板では、頭の
上及び蛇の胴体、
中の針磨きでは蜷局を巻く胴体です。そして右は型紋パターンです。①十字文、
②連続菱形紋、③連続三角紋、④剣の切っ先状に表現された蛇の頭部です。台北十三行博物館
2008 年「排湾族特展」から採った「パイワン族の器具装飾上の蛇」
（図 15）も掲げておきます。
こうした蛇を象徴する型紋パターンが、カックウの体に刻まれています。両脚太腿部をぐるり
と巡っている文様は、▽△◇の形をした三角紋（図 11 左上写真と下の実測図）
。両脚とも同型
文様で、中央部に◇が描かれ、この◇が小さいもから大きなものへと拡がっていっています。◇
は△▽を上下に二つ重ねたもので、△▽△▽を左右に連続させ、さらに△▽△を上下に連続させ
た文様とも見れてとれます。同じことは、バックルの付いた腰紐の上と下を巡っている文様につ
いても言えます。こちらはダブルではなくシングルで△▽△▽を左右に連続させています。さら
に以上のことは、両脚の膝下及び下部足の文様についても言えます（図 11 下の実測図参照）
。
これは阿部千春も異議ないところと思います。「全体に施された紋様は、すでに土肥孝氏（前
文化庁美術学芸課主任文化財調査官）が述べているように、円形と三角形（〇＋△）によって
構成された幾何学的紋様である。菱形に見えるのは三角形の展開（◇＝△×２）と解釈でき
る。玉抱三叉文による乳房表現なども、この短刻のある粘土紐の幾何学紋様で構成されている。」
（ｐ .110）
もっとも、吉野裕子の蛇パターンは、台湾の百歩蛇を原イメージとしています。図 16 上が百
歩蛇です。「ヒャッポダ
図 14

吻端はとがって上に突き出る。胴体は太く、頭部は鋭い長三角形をし

百歩蛇の木彫板、パイワン族の針磨き、蛇を象徴する型紋パターン（左から右へ）

（資料）吉野裕子『蛇――日本のヘビ信仰』p.192、p.193、p.194
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図 15

パイワン族の器具装飾上の蛇

（資料）呉春明、
王櫻「” 南蛮蛇神 ” 文化誌』
『南方文物』2010.2（原資料は台北十三行博物館 2008 年「排湾族特展」
）

ている。頭部背面は暗褐色で、胴体では灰白色の地に暗褐色の大きな三角形が体側に並ぶ。百歩
蛇の名は台湾での呼び名で、かまれると百歩で死ぬ、ということだが、中国では五歩蛇という。
もちろん実際にはそんなことはない。
」
（
『爬虫類・両生類 800 種図鑑』p.135、
1999.7、
ピーシーズ）
吉野裕子の蛇パターンは、百歩蛇の胴体にある大きな三角形 の紋をパターン化したものと思わ
れます。何廷瑞も花紋之原始与図型を描いています。図 16 上が「原始」
、下がそこから描いた
「図型」です。Intersecitng

bands on the aboriginal textiles, Taiwan（台湾原住民の織物にある

交差する帯）とありますが、その一番上の文様は、どこかで見たものと類似しています。
百歩蛇に対して、ニホンマムシは図 17 です。
「全長 40 ～ 60㎝、最大 75㎝程で毒蛇としては
むしろ小型、体背面には暗褐色の銭形模様が並び、体色には異変が多い。平地から山地の森林に、
耕地周辺、やぶなどにすみ、夜行性で昼間は薄暗い場所に潜み、夜間のほか雨天や曇天には昼間
でも行動する。
」
（松井孝爾）百歩蛇同様にパターン化すれば、ニホンマムシのパターンは丸い銭
形紋です。カックウの△▽△▽◇は、百歩蛇からイメージしたものではなく、ニホンマムシの識
別指標＝三角頭と、ニホンマムシの体のウロコかもしれません。
何廷瑞の「花紋之原始与図型」にならって、図 17 左の蛇の鱗とカックウの両腿部文様（図
11）を対照させてみましょう。△▽△▽◇がそろい、蛇の鱗とカックウとはよく似たパターン
を描いています。
蛇の鱗は◇型を縦横に連鎖させて面としてウロコをつくり出しています。
◇型は各々一重です。
これに対して、カックウ太腿の文様は、左右に連鎖する菱形文からなっています。◇型は小から
大へ４～５重に重層化しワンセットをなし、これが左右に連鎖しています。連鎖した結果できる
横並び◇◇、中央上下の各々半分の空白部▽△は、また４～５重の重層斜線で埋められています。
この際、台湾原住民の研究に膨大な成果を残した伊能嘉矩の「台湾土蕃の蛇につきての敬虔的
観念及び之に伴生する模様の応用」も参照されたい（注１）
。
「蛇に対する敬虔的の観念から伴生
したのであつて、いわゆる美術思想の発達は、多く宗教的発展の動機より来るといふ事の啓端は、
未開人類の上にも痕迹を有する一現象であると言ふことを得るであらふ。
」
中期中葉の土偶は、頭に蜷局を巻く蛇を戴せていました。
「縄文のビーナス」をはじめとして藤
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図 16

図 17

何廷瑞による花紋之原始与図型

マムシと蛇のウロコ

A snake showing stripes on its skin
（資料）マムシの頭部。『原色両生類図鑑』p.182、
1963..7、保育社

Intersecitng bands on the aboriginal textiles, Taiwan （資料）蛇のウロコ。えどがわ環境財団ＨＰ
（資料）何廷瑞「臺灣土著諸族文身習俗之研究」
（
『考古人類學刊』15 ／ 16、1960）図版Ⅷ

内土偶、塩尻市俎板原土偶、韮崎市坂井土偶、笛吹市一の沢西土偶、笛吹市釈迦堂土偶、横浜市
公田ショロウ塚土偶などなど、多くの著名土偶は全て、マムシの霊力にあやかろうとした女性シャ
マンを模した偶像です。それが、何故か中期後葉に霊力を失い、土偶が見られなくなる断絶期が
生じます。それまでの土偶を使うシャマンの霊力が衰えたに違いない。土偶の空白・転換期です。
新たな土偶が模索され縄文後期にいたって復活したの代表格が、ハート型土偶、
「仮面の土偶」
や山形土偶、みみずく土偶ですが、これらの土偶にはマムシの霊力＝補助霊が消えています。何
故なら、新たな土偶は自己武装したからです。後期のすべての土偶は、仮面を被って素顔を隠し
ています。晩期の遮光器土偶の遮光器とは仮面であり、遮光器で顔面をプロテクトしています。
また手には鉤爪、脚（足）には相手を踏みつぶす反閇（へんばい）する太脚を備えていて、悪霊
としての精霊を倒す武力を自己武装しています。女の巫者＝シャマンは強し。彼女たちは、イエ
ビトのために、精霊を相手に病気平癒の禁圧、子授け祈願、吉凶判断の占いを得たのです。
ところが、その一方で、新たに登場した男の土偶は、脚が長くすらりと伸びています。短足で
ヨチヨチ歩きの女の遮光器系土偶と、あまりに対照的です。何故、男の土偶は短足・太脚でない
のか？
また、男の土偶は素顔を晒していて、仮面を被っていません。何故なら、彼らは悪霊としての
精霊を相手にして戦う必要がなかったからです。男の司祭者＝プリーストの祈りは、ムラの祭祀
を主宰し、食糧の安全保障と開運のために祖霊に加護を求めることを主要任務としていたのです。
食糧の耕作にとって水は不可欠で、水の確保が食糧生産の前提条件です。水辺には蛇や蛙が棲
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み、蛇は水神として崇められ、農耕神として祀られ、龍神の原像をなしていることは贅言を要し
ません。ここでは、北米プエブロ＝インディアンの宗教儀式――毒蛇を使う雨乞いの儀式を活写
したヴァールブルク『蛇礼』
（三島憲一訳、2008、岩波文庫）を挙げておくに止めます。
忘れてはならないのは、ネズミです。種を播けば種を食い、芽が出れば葉を食い、実がつけば
穂先を食う。いわんや蓄積・保存したものは絶好の獲物です。その実情の一端を西郷隆盛ととも
に奄美大島幽閉された名越左源太『南島雑話』
（1984）が描いています。
「屋舎は勿論、
田地、
畠地、
山は深きに至るまで、鼠幾億万の数を知らず。白昼も徘徊して家噐を破り、諸作を損ずる事、夥
しき者なり。田畑苗をすれば、其米粒を食し、二、三寸生出ても食す。亦二、三寸穂の出る、此
穂のもと食ふ。砂糖黍を節々を残して其間々をすべて食ふ。麦も穂出れば直ちに食ひ、粟も穂出
れば食ふ。……」
（國分直一、恵良宏校注「
『南島雑話２』pp.129-130,1984.4、東洋文庫、平凡社）
縄文中期、後期、晩期の集落中央に何故に高床の掘立柱建物が存在するのか？ 掘立柱建物は高
倉、
穂倉＝ホクラに他ならない。
高床式倉庫には必ずネズミ返しを備えています。
「鼠其柱を登る時は、
手に唾を付けて遠方より走り掛り、木をカズラのめぐるが如く旋り登るとなり。人術にも及ばん魂、
敢ておそるべけんや」
（同上）
。食糧を守るために、敵のネズミをやっつけるために方策が希求され、
蛇はカミと化します。蛇はネズミの天敵であり、司祭者＝プリーストは、蛇の霊力にあやかる（な
お鼠害については柳田國男「鼠の浄土」
『柳田國男全集１』pp.157-209 参照）
。
精力絶倫の蛇のイチモツを獲得するのは、祖孫繁栄のためでもあり、食糧の安全保障のためで
もあったと考えたらどうか。吉野裕子も言っています。
「稲作の発達につれて弥生人を苦しめたのは、当時の山野に跳梁する野鼠ではなかろうか。そ
の鼠の天敵は蛇である。
」
（
『日本人の生死観』p.19、傍線引用者）
しかしながら、吉野は時代錯誤を犯しています。コトは弥生の話なんかじゃない、トキは縄文
後期です。縄文時代後期の炭化米が２粒、国宝・風張合掌土偶の「つけたり」になっています。
これは八戸市風張遺跡で発掘された炭化米７粒のうちの２粒で、カナダのトロント大学の測定
によって、約 2800 年前（縄文後期～晩期）のコメだと判定されています（https://kunishitei.
bunka.go.jp/heritage/detail/201/10133）
。当時の稲作は水稲ではなく陸稲です。
農学者の佐藤洋一郎はボヤいています。
「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）

蛇が崇拝の対象になったのは、人間にはないものを持っていたからである――以下のような魔
訶不思議さが蛇崇拝の根底に潜んでいることは、もちろん異議のないところです。
一つは脚なしで滑るように地上をゆく不思議さ。二つに男根の様相を呈した形態が生命の根源
を感じさせる。三つにその毒は一撃にして強大な相手を倒し祖霊として崇めるに足る。四つに目
は鼻にいたるまで脱皮し生命を更新し得る。そして、
五つ目が地上・水上を行くことができる（吉
野裕子『日本人の生死観』p.12、1982.12、講談社新書）
。
蛇は、男の司祭者＝プリーストが、擬（もど）くに値する、崇高な存在であったのです。

注１

伊能嘉矩「台湾土蕃の蛇につきての敬虔的観念及び之に伴生する模様の応用」

「第 7 回論考 縄文巨大石棒の謎」で紹介したことがあるのだが、台湾先住民族の蛇崇拝につ
いては、伊能嘉矩「台湾土蕃の蛇につきての敬虔的観念及び之に伴生する模様の応用」
（
『東京人
類学会雑誌』第 21 巻第 244 号）が以下のような図を掲げて詳しく考証している。1906 年 7 月
20 日の日付がある。吉野裕子（1916-2008）の『蛇――日本のヘビ信仰』は 1999 年発行である
から、彼女より 93 年も前の論文である。伊能嘉矩（1867-1925）の名誉と東京人類学会（坪井
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正五郎主宰）の先見性を讃えるために、注１に本論に直接関連する部分だけを、抄録しておきたい。
なお、伊能嘉矩の注図１を見ると、蛇の象徴的図像として蜷局を巻く、すなわち尻尾をクルクル
巻きする図像が記されていることにも注目したい。
蛇につきて敬虔的観念の発生は、更に蛇の形美化し来り、之を装飾上の模様に応用するに至る
は、亦有り得べき思想発達の順序であつて、現に叙上の二族〔Tsarisen 及び Paiwan 二族〕とも
之を見らるるのである。Tsarisen 族には、酋長たるべき血族の家の外向に在る檐横柱即ち鴨居の
前面に、動物の形状より成れる彫刻を施す風はあるが、是は一の装飾を意味するのみならず、又
酋長表示の意義を有して居る。其の形状の重もなる種類は、
（一）人頭、
（二）人体、
（三）蛇形
である（第一図）
。又同族の器具類をあらはす、装飾的彫刻の模様に、蛇の形を応用するもの多
く、往古戦闘に使用せし楯の面には、蛇の蟠屈の形状を現はしてある（第二図甲乙）
。これと同
形式も形状は、屡々銃の台尻にもあらはさるる事がある（第三図）
。家屋内部の小さき柱の面に
も、時として蛇の匍匐の形状をあらはすことがある（第四図）
。又啻に彫刻ばかりでなく、啻に
古代土器の模様にも、蛇の形を施したものがある。Tsarisen 族の酋長家には、往々祖先と共に天
より降つたと言い伝ふる、素焼きの土器を保存してあつて、之を最も神聖視して居るが、嘗て八
戸法学士が、Terrodohan 社の酋長の家で実見したといふ古土器のスケッチによれば、点及び線
角図の分子より成れる平列模様を施した上に、凸起せる蟠蛇の形状を附してある（第五図）
。以
上に挙げたのは、総て蛇の形を其の儘に応用したのであるが、其の他、蛇の形の一部を取りて彫
刻模様の基準分子とするものもある。丙「」其の種類には、蛇の鱗片に擬するもの（第六図丙）、
同じく鱗片の半ばに擬するもの（第六図丁）
、及び背骨の並列に擬するもの及び蛇の脊骨の並列
に擬するもの（第六図戊）等、著しく見らるるのである。
Paiwan 族にも、亦器具類にあらわす装飾的彫刻の模様に、蛇の形を応用するもの多く、彼等
の勇奮の理想とも謂ふべき、頭顧割取の形状と併せて之を表出する。
（第七図）は、小西林学士
注１図 「台湾土蕃」の蛇についての模様

（資料）伊能嘉矩「台湾土蕃の蛇につきての敬虔的観念及び之に伴生する模様の応用」
（『東京人類学会雑誌』
第 21 巻第 244 号）
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が、Tsyakvukvun 部族の Azuvon 社で採蒐せる木枕の上面に彫刻せる模様の一部で、中央なる己
は、蛇の蟠踞の形状をあらはし、左片の庚は、蛇の匍匐の形状をあらはしたのである。
（第八図）
は、同学士が、同上部族の Tsyakvukvun 社で採蒐せる木函の蓋の表面に彫刻せる模様で、中央
なる頭顧を両手に提げし人の形の上部左右に蟠まるのは、蛇の形である、尚ほ Suvon 部族では、
酋長の家屋の出入口の方向にある柱面に、人の形と共に蛇の蟠踞の状を彫刻し、以て Tsarisen
族の如く酋長表示の標識とし、
（形式は第三図に同じ）
、又同族を通じて行はるる儀式用の連続木
圷の面にも蛇の匍匐の形状を彫刻して、装飾とすることがある。
試みに上文に記述する、蛇の形の応用に就きての意思を概括的に言へば、
（一）装飾に兼
ぬるに、一種の敬虔的観念に遇するものと、
（二）単に純然たる装飾の表示としてのみ見
らるものと二種ある、さうして（二）の表意は、
（一）の表意から退化し、其の本源の意味
を失ふに至ったものらしく、（一）の表意に至りては、正さしく蛇に対する敬虔的の観念
から伴生したのであって、所謂る美術思想の発達は、多く宗教的発展の動機より来るとい
ふ事の啓端は、未開人類の上にも痕迹を有する一現象であると言ふことを得るであらふ。
〔引用に際しては、句読点を若干調節して読みやすくした。
〕

６．カックウの胸、背中、両脚などの玉抱三叉文
著保内野土偶カックウに刻まれた紋様は、蛇鱗だけでない。カックウ体部全体にわたる文様を
眺めてみましょう。図 18 にはカックウ体部の文様が a~e まで指摘されいて、ありがたい。
a----- 髯、b---- 三叉文、e----6 字文、C---- 出腹、ｄ ---- 膝頭
このうち、a----- 髯は髯かイレズミか不明だが、ここでは髯と見ておきたい。形はポツポツ。
C---- 出腹の茂みは恐らく腹毛ではないだろうか。茂みの下のバックルについては先に見たが、
バックルは三叉文。
次に背中に「６字文」というのがある。これは鈴木克彦『遮光器土偶の集成研究』に次のよう
にある。「６字文は、それ以前の後期の土偶にもみられるが、土器にはみられない文様（模様）
である。既述したとおり結髪土偶に多くみられ、信仰上の記号ではないかと思う」
（p.86）
。要す
るに意味不明。腹側にある臍上の直線は、妊娠線といわれるモノで、臍上につながっているが、
腹は膨らんでいない。妊娠線ではありえない。毛群との組み合わせはよく分からない
残るは、b---- 三叉文とｄ ---- 膝頭である。
まず先にｄ ---- 膝頭から。正面から見て膝皿の位置に〇、その左右に＜

＞がある。両者を合

体すれば、玉抱三叉文である。膝裏を見ると両脚ともに、三叉文と、〇の中に一を突き入れた文
様が並列している。さらに左右の足を横から見ると、表と裏の＜

＞の突端部が伸びてきて〇に

割って入る形の横並び玉抱三叉文である。膝頭表の紋様が玉抱三叉文、膝頭裏と横が、横並びに
三叉文と丸に一の字文である。膝頭の下の脛を巡っている紋様があるが、これは基本的に膝頭と
類似した〇と＜

＞とでつくりだした文様と思われる。それにしても、〇は何なのか？

んな文様があったかどうか？

蛇にそ

ニホンマムシならある。銭形文。図 16 のニホンマムシの銭形紋

に明らかのように、ニホンマムシは体全体に〇文様が連鎖している。なお、〇は両肩にも、くっ
きり記されている。
次に b---- 三叉文（これはやや複雑だから、正面から見た場合だけ）
。左右の乳房は典型的な玉
抱三叉文である。また両肩も玉抱三叉文。両乳房の真ん中を割って、
▽の上の辺の長いのがある。
その上に、また三つ三叉文が横に並び、さらにその上に三角が三つ重なっている。
さて、カックウの頭、胸、背中、両脚などを巡っている紋様は、一見複雑そうに見えるが、円
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図 18

カックウ体部の文様

a----- 髯

b---- 三叉文

e----6 字文
C---- 出腹

ｄ ---- 膝頭

（資料）鈴木克彦『遮光器土偶の集成研究』ｐ .85、2015.3、弘前学院出版会

形と三角形（〇＋△）によって構成された幾何学的紋様です。もっと正確に言うなら、三叉文と
丸、ないし玉抱三叉文で埋め尽くされています。したがって、この紋様をどう見るかが、カック
ウ土偶を解くカギになるだろうと思われます。
蛇と三叉文――このワンセットの組み合わせは、早くも縄文中期中葉に見られます。
「図 19
藤内土偶の頭上の蛇と背中の三叉文」をご覧ください。少女、といってもシャマンなのですが、
幼い女の子の頭上に蛇がトグロを巻いています。恐らくマムシです。次に背中――これは菱形を
二つ重ねています。ダブル三叉文と見ることができます。
念のため、もう一つ。図 20 は塩尻市俎原遺跡出土の「蛇様の文様を頭部にのせる土偶」です。
この時代の土偶特有のアーモンド型の眼をしています。頭の上に蛇が右巻きでトグロを巻いてい
る。三叉文は背中にダブルで描かれている。下部が破損していて完全ではないが、ダブル三叉文
と認められる。三叉文やダブル三叉文が何を意味しているのか？
そして図 21 は、
名にしおう
「縄文のビーナス」
の頭上の蛇と玉抱三叉文です。
「縄文のビーナス」
はターバンのごとき大きな帽子を被っていますが、この帽子に蛇がトグロを巻いています。藤内
土偶のように、あからさまには表現していませんが、抽象化して頭を中心にして右巻きに２周半
しています。三叉文の方は、図 21 の左、ターバンの左横に描かれています。◎の左下及び右上
に２つ傾いた△があります。△◎△をあわせれば玉を抱く三叉文になります。玉抱三叉文は三叉
文の中間に◎をサンドイッチしたものと認められます。この玉抱三叉文が何を意味しているか？
山村貴輝「玉抱三叉文」
（小林達雄編『総覧

縄文土器』pp.1174-1177、2008.6、
アム・プロモー

ション）によると、玉抱三叉文は縄文前期後半から中期中葉と、晩期の土器に長期間にわたり使
われています。中期中葉の勝坂期土器で重要な文様要素となり、後期の加曽Ｅ式古式段階まで継
続し（約 700 年間）、いったん消滅するものの、晩期初頭に再登場する。「亀ヶ岡式土器とその
周辺において玉抱三叉文がみられる」「継続期間の実年代は、晩期の場合およそ 100 年以内であ
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図 19

藤内土偶の頭上の蛇と背中の三叉文

（資料）樋口誠司、小松隆、小林公明編『藤内』 2011.3、長野県富士見町教育委員会

図 20

塩尻市俎板原土偶の蛇と背中の三叉文

（資料）長野県県立歴史館『土偶展』p.83、2019.10（塩尻市博物館蔵、縄文時代中期中葉）

図 21 「縄文のビーナス」の頭部の玉抱三叉文と蛇

（左）円形と三角形（〇＋△）によって構成された幾何学的紋様（玉抱三叉文）
（右）円形の凹みを中心に沈線による渦巻文が施されている、即ち蜷局を巻く蛇。
（資料）茅野市教育委員会『棚畑

八ケ岳西山麓における縄文時代中期の集落遺跡』1990
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図 22

太陽の船に乗る太陽神ラーの壁画（二センエジェムの墓）

（資料）吉村作治『太陽神の船復活』2018.2、窓社

る。前期末から中期後半期まで継続する前者の事例と比較すると、晩期の場合間隔は短い」
。
カックウは後期初頭の土偶ですが、青森の亀ヶ岡と函館とは海峡を挟んで指呼の間にあり、時
期的にも後期・晩期と隣接し、カックウの玉抱三叉文はこの復活期のものと見なすことが可能で
しょう。では、玉抱三叉文が何を意味しているか？

山村貴輝は考古学者として精一杯のことを

言っています。
「文様が玉抱三叉文として完成し、一個の文様要素として成立した後には、単なる区画文内充
填文としての意義以外に、何らかの観念的な意味が成立した可能性がある。この観念的な意味と
は、土器の文様を構成する際に必要不可欠な意味性である。それゆえにこそ玉抱三叉文は、石棒
や土製品に〔も〕表現されているのであり、ほかの文様要素と断然明確に区別されるのである」
。
この玉抱三叉文の歴史、即ち縄文中期の確立、後期の消滅、晩期の再登場という曲折した歴史
は、どのように考えられるか？
中期中葉の勝坂期土器や「縄文のビーナス」をはじめとする土偶の玉抱三叉文は、頭上で蜷局
を巻く蛇とワンセットになっています。勝坂期の土器や土偶は祭器であり、祭器は女シャマンの
フェティシュ（物神、
呪物）に他ならない。土偶によって祈る女シャマンに託された最重大事は、
シャマン・ドクター、即ち病気快癒であり、つつがなき出産であったと考えられます。女シャマ
ンの呪力は蛇の霊力＝補助霊にあり、蛇の霊力によって、病気快癒や安産がもたらされると信じ
られ、シャマンの頭上には蜷局を巻く蛇が載せられ祈祷されたことでしょう。蛇を頭上に戴く呪
法は、エジプトはじめ世界各地に広く見られ、日本でも蛇巫として知られています（第６回論考
「土偶は巫女の呪術具であった（その二）参照）
。
では、玉抱三叉文は何を表しているか？

玉の左右の三叉は左右どちらか 1 つであることも多

い。私がイメージするのは蛇が卵を呑む姿です。蛇は顎の構造が特異をしていて己の頭の２～３
倍の大きさの卵をなんなく呑む。フェティシュ（物神、呪物）としては、玉はタマ、即ち祈願依
頼者のタマシイを暗喩していて、三叉文の方はシャマンの補助霊としての蛇の霊力を表してして
いるのではないのか。蛇がタマを呑めば、両者あいまって願い事が叶うことになる。玉抱三叉文
がシャマンの呪術用具の上にしかと記しているのは、呪術の成果を暗示しているからに他ならな
いでしょう。このイメージは古代エジプトの「太陽の船」に乗る太陽神ラーの壁画（ニセンエジェ
ムの墓）に通底しています。図 22 はエジプト考古学者・吉村作治『太陽神の船復活』の口絵写
真から拝借したのものですが、太陽神ラーの頭上の太陽は、腹ポンの蛇です。吉村作治は福岡県
うきは市吉井町の珍敷塚古墳の絵と太陽神の船とがそっくりだと断言しています。他人の空似か？
ここではエジプトは棚上げにしておきましょう。
とまれ、女シャマンによる蛇呪術は中期に栄えたあと、関東では後期初頭の称名寺式期は土偶
が、この世から姿を消してしまいます。その原因は、おそらく蛇の霊力＝補助霊が病気回復に対
して、効き目の無いことが経験的・歴史的に証明されてしまって、人々が女シャマンの巫術を信
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じなくなった結果だろう、と私は考えます。
復活した後期・晩期の土偶であるハート形土偶、
「仮面の土偶」
、山形土偶、遮光器土偶などは、
総じて蛇とは全く無関係な形をしています。その特徴は、仮面を被り、頭に冠（ブリッジ）を載
せ、渦巻文を刻し、纏足女のごとき短足・太脚を擁してドスコイと反閇（へんばい）でき、鉤爪
のような手指を誇示しています。これは精霊＝悪霊と戦うための自己武装であり、これさえあれ
ば、シャマン・ドクターたる任務を果たすことができたのだと思われます。蛇の霊力に頼らない
新たな呪法が編み出されたのです。女の土偶にとって、蛇は無用になったわけです（第 20 回論
考「土面＝マスクと男の土偶」参照）
。
新たに蛇の霊力＝補助霊を必要としたのは、女のシャマンではなく、男の司祭者＝プリースト
の方です。彼に期待されたのは、さきに見たように、ムラの安全保障であって、なかでも、のっ
ぴきならないのは食糧の恒常的な確保とムラビトの社会的再生産であったと思われます。食糧の
生産・保存のためには、水場のある土地を確保し、天の恵みをもたらし、ネズミの天敵である蛇
を崇め奉る。ムラビトの社会的人的再生産のためには、精力絶倫の蛇にあやかろうとし、脱皮に
よって甦る蛇は永生を保つ者として崇められる。男の司祭者＝プリーストの方にこそ、蛇の霊力
＝補助霊が必要とされるようになったのだと思われます。
男の司祭者＝プリーストが蛇の霊力＝補助霊を獲得するには、中期中葉の「縄文のビーナス」
のごとくに、もはや頭上に蛇を這わせるというような粗野な術には頼らなかった。蛇に擬する新
たな方法は、蛇のカラダに似せて我が身を装い、蛇そのものと化することだったのはないのか？
カックウの下半身は蛇の鱗の如きものによっておおわれ、膝や脛下にあるダブル三叉文や玉抱三
叉文は毒蛇の霊力を制御する役割を象徴しています。また、カックウの上半身＝首下から胸と背
中のかけての紋様の方は、三叉文と玉抱三叉文を基本とし、やはり毒蛇の霊力を制御する役割を
持っています。カックウは全身、蛇の霊力に包まれた状態になっているのではないのか？

注２

カックウの施文――羽状縄文と玉抱三叉文について

ここまでの本稿初稿に対して、安孫子昭二から、極めてシビアな論評が寄せられています。
「蛇の鱗とカックウの縄文施文構図の類似性をみせて（第 17 図）
、さも蛇が土偶文様に反映さ
れたかのような解釈ですが、縄文の系統だった施文技法の変遷抜きに語られても、素人受けはす
るでしょうが、これは他人の空似なのです。
」
これは考古学者として当然至極の批判で、誠にありがたい叱責です。まっとうに答えられると
も思いませんが、
カックウの施文について、
私の理解するところを、
簡単に述べさせてもらいます。
まず、土器も土偶も粘土で成形し火で焼いて製作するものですから、両者は製作において密接
に関連しています。同一時期、同一地域の土器・土偶は、同一制作者（複数）によって製作され
たと考えていい。一般的には、土器は食の道具で毎年多数つくられ、土偶は何らかの祭祀にかか
わるものですから少数、臨時的につくられる。技法としては土器の技法が、土偶製作の技法に応
用され、その逆、土偶製作技術が土器製作技術の転用される確率は少ないと見られます。この点
において、土器施文を抜きにして、土偶施文を語るなかれ、という批評は実にもっともです。そ
こで、東北地方後期後葉の土器施文→土偶施文を見てみます。
カックウの上半身に施されている主要文様、胸・背・肩は玉抱三叉文ないし玉抱三叉文を構成
する要素で構成されています。乳房は玉抱三叉文そのものです。胸から腰までは無紋。腰から下
の下半身は二つの文様が並列されています。羽状縄文（鳥の羽に似た縄目模様）が三層、その間
に玉抱三叉文がサンドイッチに。羽状縄文は右縒りと左撚りの 2 本の原体を交互に回転施文し
て描き出して、小から大へと連鎖する美しい正方形、あるいは連続菱目文を形作っています。
このうち、中期中葉に猖獗した玉抱三叉文が、長い消滅期を経て、東北地方の縄文晩期初頭の
25

図 23

カックウの主要文様――羽状縄文と玉抱三叉文

注：玉抱三叉文とよく似た文様に、入組み三叉文がある。これについては第 18 回論考の図 17 を参照。
（資料）上は中村作図。下：小林達雄編『総覧

縄文土器』p.1176、2008.6

土器に突如として復活することは、先ほど見たところです（永瀬史人「北東北における円筒土器
文化の変容過程に関する考古学的研究」
『特別史跡三内丸山遺跡年報 18』2014）
。その土器に記
されたのと、よく似た玉抱三叉文が、土偶に転用されているのは何故か？

そこで、私は、民俗

学的方法による仮説によって、先にそれに答えようとしたわけです。かつて頭上に蛇と共にあっ
た玉抱三叉文の復活は、蛇の復活なくしてはあり得いのではないか？
羽状縄文が、土偶に土器施文方法が転用されていることは疑いありません。これはカックウが
後期後半の土偶であること証左でもありますが、この時代の土器が何故に羽状縄文が使われるの
か？

土器編年と土偶編年とが連動するというのは一般論として言えると思いますが、実際の論

証は極めて難しい。何故なら、土器と土偶とは、使用する者と使用目的が異なるからです。土器
は一般人が煮炊きに使い、土偶はシャマンが呪術に使います。
土偶は呪物崇拝の物的対象です。そこに霊が宿っていて、シャマンのパフォーマンスによって
摩訶不思議な力を及ぼすことが可能になります。土偶はシャマンの描く呪術ストーリーを根拠に
してつくられる神像であって、そのストーリーは荒唐無稽なものではありえず、当時、縄文人の
誰もが信じていた神話をベースにしていたに違いない。神話は現代人にとっては現実離れした空
想的な話にすぎませんが、縄文人にとっては現実味をもった実話であって、神話にのとった神像
であるからこそ、霊験あらたかで、シャマンの呪術がまことしやかになり得たと思われます。
カックウの体の文様が玉抱三叉文と羽状縄文とからなっているのを見て、私は後に紹介する、
アイヌの火の神と蛇との神話を思い浮かべざるを得ないのです。
なお、本稿脱稿間際に『縄文土偶ガイドブック』
（新泉社、2012）の著者・三上徹也から第
20 回拙論に対する論評を頂戴しました。カックウが男の土偶であることに賛同いただいていて
心強い限りですが、
そこに添えられていた新稿「縄文」施文に意義があったか―「縄文」の「転写」
ということについて」
（山麓考古同好会『雑木林』第 37 号）が、
以下ように問題提起しています。
「縄文が後期になって現れる、その変化の背景を考えたい。縄文に対する認識の大きな変化を
想定する。精神性、つまり「縄」自体に呪術的意味合い＝「縄」の霊力、を強く認識した、ある
いは格段にその認識を深めた、結果ではなかろうか。
」
「
「縄」に、新たな「霊力」を認め「転写」
した。これを「霊力の転写」と表現したい。
」これは、極めて鋭い指摘だ、と私は思います。
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７．アイヌの蛇神話と常陸国風土記「地もらい」儀式
妄想を越えて、実像に迫るには、縄文人が実際にあると信じきっていたにもかかわらず、後代
に夢物語、幻想と化した神話の世界の踏み込まねばなりません。司祭や巫女は、人々が皆が皆、
信じていた物語的な神話をベースにして、土偶をつくり、つくらせたに違いないからです。函館
は蝦夷地にあり、かつては陸奥も、岩手、秋田も蝦夷地であったことは間違いなく、おそらく日
本列島を寸断するフォッサマグナの北は、
この「化外の民」の支配するところであったでしょう。
富士山はアイヌの呼称、アイヌは竪穴に居住し石器・土器を使用していたと、函館市史にはあり
ます。
蝦夷地の支配者・住人であったアイヌの創生神話を紹介しましょう。神話再録者は、ジョン・
バチェラー（1854-1944）。「アイヌの父」と呼ばれたイギリス人の聖公会宣教師。日本文に翻
訳され広く知られている『アイヌ人とその説話』
（訳者不詳、1925、札幌富貴堂）の中から、以
下、当該箇所を引用します。
蛇は如何にして天降つたか。
私の聞いた降下説の一は次の如くで、甚だ奇異である。
此の世界は創造者の代理として火の女神に支配されてある。此の女神の本国は上天であつたが
創造者に遣（つかわ）されて此の世界を支配するに至った。彼女が天の故郷を去つて地球上に降
るべく決定したと聞いた蛇は兼て女神を懸想してゐたので、共に降るべく冀（こいねが）つた。
蛇から燃ゆる愛を以て口説かれた女神は彼を思止らせようと試みて、若し彼女に従つて降らば残
忍極まる火災に遭遇すべしと告げたが彼は此を更に意とせず若し従伴を許されさへすれば如何な
る事態にも堪ゆると云つたので蛇は遂に許されて稲妻に乗じて彼女と共に降り其以来此処に止ま
り今日に及んでゐる。
蛇が稲妻に乗じて降つた際恐るべき速力を以てした為地上に大穴を穿つた。天上に残る子孫が
現代でも地上の親を訪れんとして同じく稲妻に乗じて降るものもあるが其の力で地上に多くの穴
穿つ、此等の穴は現に存在するが此に近づく事は出来ぬ。何故なれば其の穴は地獄と称する蛇類
の真の故郷だと信ぜらるる所に通ずるからである。尚ほ蛇の高祖は此処に在りて総ての同族の王
として之を支配して居る。
同上一説。
大昔に創造者は世界を完成した後、之を治むべく多くの神々を遺（おく）つた。其の中の主長
たるべく命ぜられたのは火の女神であつた。蛇は彼女と同行を乞うた処、神は彼に「火の女神は
働き始むれば中止する事不可能なる故、彼女と共に下降せば園圃を造る為に地球の面より藪を焼
き払ふ際、汝も共に焼殺されるだろう」と云つたが、蛇は自分の身分は仮令（たとい）焼かれて
も更に厭（いと）はぬと云つたので神は遂に之を許した。彼は大に喜び共に降りて此世界に住む
様になつた。此が蛇の起源談である所から、人民が己の園圃を造る為に藪を焼き払ふ時、彼の身
体が焼かれても敢て怒り又は人を罰する事が出来ぬのである。
（ジョン・バッチェラー『アイヌ人とその説話』pp.293-294、1925.7、富貴堂。句読点を読み
やすく調整した）
これは面妖な女と男の恋物語じゃありませんか！
恐れ多くも女は火の女神です。アペ（火）フチ（老女）
、カムイ（神）フチ（老女）とも言
われます。アイヌの最高の先祖の女神、総ての死者たちの支配者であり、囲炉裏の神聖な火に
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図 24

ヘビの姿神

（資料）萱野茂『アイヌの民具』p.271、1978.7、すずさわ書店

よって象徴されています。その最高神に色男がいた、それも命を懸けた恋で、ほだされて女神も
已むに已まれず道ゆきを許した。
この恋物語を伝えているのは、バッチェラーだけではありません。英国の医師にしてアイヌの
信仰を研究した人類学者ニール・ゴードン・マンロー（1863-1942）の『アイヌの信仰とその儀式』
（小松哲郎訳、2002.9、国書刊行会）にも、こうあります。
「火の女神の誕生についてはさまざまな説があります。その一つには、赫々と燃える蛇の姿を
した稲妻の神〈カンナカムイ〉に付き添われて天上界から降りて来たと言われています。この蛇
の姿をした神は〈キナシュ

カムイ〉と呼ばれます。儀式の際には〈カムイ

フチ〉と密接な繋

がりのあったことわかります。
」
（p.27）
アイヌは生きた蛇のことを〈キナシュ

カムイ〉と呼んでいて、
〈キナシュ

カムイ〉は儀式

に駆り出される――この点では、蛇を邪悪視する聖公会宣教師の目と、人類学者Ｎ . Ｇ . マンロー
の蛇に対する観察眼が異なっています。
「普通、
〈キナシュ

カムイ〉は〈パセ

長老たちによっては、
〈キナシュ

カムイ〉
（重々しい・尊い神）と見なされています。

カムイ〉は〈ヌサ

コロ

あると言われたり、また別の長老たちによれば、
〈キナシュ

カムイ〉
〔祭壇を護る神〕と同一で
カムイ〉は〈ヌサ

コロ

の補佐役かあるいは弟であろうとも言われています。このどちらも、
よく〈カムイ

カムイ〉

エカシ〉
（神

聖なる先祖の神）という肩書で呼ばれることがありますが、またこのどちらのカムイも、村の周
辺の守護神と見なされ、腸チフスの流行を防ぎ止めるようにと人々に祈願されているからかもし
れません。」（ｐ .29）
地上の村で、蛇も守護神と見なされ、儀式に参列していたのは目出度い限りです。しかし、天
上のカミの予言は不気味なものを暗示しています。
「彼女と共に下降せば園圃を造る為に地球の
面より藪を焼き払ふ際、汝も共に焼殺されるだろう」
。蛇はこれを甘受しました。
「自分の身分は
仮令（たとい）焼かれても更に厭（いと）はぬ」
。そして、
「此が蛇の起源談である」という。以
下の因果応報の結末は、いかなる意味をもっているのか？

いささか不可解です。

園圃を造る為に地球の面より藪を焼き払ふ際、汝も共に焼殺されるだろう。
人民が己の園圃を造る為に藪を焼き払ふ時、彼の身体が焼かれても敢て怒り又は人を罰する事
が出来ぬのである。
これは何を意味しているのか？

これに回答しようとしているのは、やはりバッチェラーでは
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なく、Ｎ . Ｇ . マンローの方です。
「北海道の大抵の地域では、〈ヌサ
ル

クタ

コロ

カムイ〉と〈キナシュ

カムイ〉とはどちらも〈ム

ヌサ〉
（穀物のもみ殻や糠を捨てる場所に立ててある祭壇）
と呼ばれています。この
〈ヌ

サ〉のそばには、黍や糠が捨てられて山のようになっているからです。収穫した黍は他の食糧と
一緒に、脚を付けて一段と高くした貯蔵蔵の中に貯えられます。蛇はもともと何かの堆積物の間
に住んでいるのですが、ネズミのいるこの貯蔵蔵に時々入り込んでは仔ネズミを捕らえて餌にし
ているのです。蛇がネズミを捕らえてくれるから人びとは蛇を殺そうとはしなかったのかも知れ
ませんが、その他にもっと深い理由があったようです。つまり、蛇に不可思議な力があるという
考え方の中には、
蛇が男根を象徴しているという考えが含まれていたようです。私はこれまでに、
女性が蛇の住む穴をまたいで歩いたために蛇に受胎させられたというような話は聞いたこともあ
りませんが、それでも昔は、娘たちが蛇に妊娠させられてはいけないから、山へ行った時は決し
て居眠りなどしてはならないといましめられていたようです。
」
（pp.29-30）
ンー？？

ネズミは、もっともです。別項に、
「蛇は小さな〈キナシュツ

た食糧の守り神として、
〈ハル

カムイ〉
（食糧の神）
、または〈プ

カムイ〉で貯蔵し

エプンキネ〉
（貯蔵庫を守る

神）と呼ばれていました」とあります（p.100）
。しかし、先のアンダーラインの意味するとこ
ろの回答としては、私は納得し難い。
私は考えます。これは、焼畑ではないのか？

人民が己の園圃を造る！

漢和辞典を引くと、

園はその、圃ははたけ、はた。中日大辞典には農園、農場。世界農業遺産に登録されている宮崎
県椎葉村のＨＰを見てみましょう。
焼畑に際しては、山の斜面の木を伐採し、生い茂る草や竹を「やぼ切り」
、そして火入れをする。
山の神にお神酒をあげ、火入れのために唱えごと ( となえごと ) を発します。
「このヤボに火を入れ申す

ヘビ、ワクドウ ( 蛙 )、虫けらども、早々に立ち退きたまえ

山の

神様、火の神様、どうぞ火の余らぬようまた、焼き残りのないよう、おんまもりやってたもうり
もうせ」（https://takachihogo-shiibayama-giahs.com/story/125）
焼畑の火入れの前に、山の神を象徴する蛇をはじめ、虫や動物などに退去を求める例は日本各
地の焼き畑に見られる。これを「地もらい」という。
「火入の前に山（森）の精霊（カミ）から
許しを得て、焼畑用地をもらい受ける（借り受ける）という慣行は、東南アジアの焼畑農耕民に
も広くみられる」
（佐々木高明『山の神と日本人』p.105、2006.2、洋泉社）
①人が焼畑をつくる、②藪を焼き払う、③蛇はその体を焼かれる、④しかし、怒ったり、人を
とがめたりしてはならない。なぜなら、
〈キナシュ

カムイ〉は〈パセ

カムイ〉
（重々しい・尊

い神）で、何よりカムイフチのオトコとして隠忍自重することを宿命づけられているからではな
いのか？

蛇は、下天において存在自体が、アンビバレントなのです。

こう見ると、私の腑には落ちますが、いかがなものでしょうか？
ここで、また思い当たるのが、『常陸国風土記』に語られている以下のような「地もらい」の
神話です。当該箇所の現代語訳の方を以下に紹介します。
古老は伝えて次のように言っている。――岩村（いわれ）の玉穂の宮に大八洲（おおやしま）
をお治めになられた天皇（継体天皇）の時代に、箭括（やはず）の氏麻多智（うじまたち）とい
う人がいた。この人が郡衙（ぐんが）の西方にある谷を占有して、ここを開墾して新たに田をひ
らいた。この時、夜刀（やと）の神が群れをなし、それぞれ仲間を引き連れて、全部がここにやっ
てきて、あれこれとさまざまな妨害をし、田の耕作をさせなかった。土地の人々の言うことには、
「蛇のことを夜刀の神という。その形は、からだは蛇で、頭に角がある。蛇の害を受けないよう
に引き連れて逃げて行く時、
（その中にもし一人でも）蛇のことを見る人があれば、その人の一
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家一門は破滅し、子孫も断絶してしまう。おおよそ、
（この蛇は）この郡衙のそばの野原に、非
常にたくさん棲んでいる」という。
さて、かの麻多智（たまち）は（この夜刀の神の所業を）たいそう怒り、甲鎧（よろい）に身
を固め、自身で杖（ほこ）を手に取り持ち、
（夜刀の神を）打ち殺し追放した。それから、麻多
智は山の登り口にやって来て、標識として大きな杖を境界の堀に立てて、夜刀の神に告げて言う
には、「ここから上は神の土地とすることを許そう。だが、ここから下は人間の田とする。今後
私は神を祀（まつ）るものとなって、永く敬い祭ってやろう。だからどうか祟（たた）らないで
くれ、また恨まないでくれ」と言って、ここには社（やしろ）を設け、初めて（夜刀の神を）祭っ
たのだ――と。そういうわけで、また耕田十町あまりを開墾し、麻多智（またち）の子孫が代々
受け継いで祭をとり行い、今に至るまで絶えることなく続いている。
（秋本吉徳『常陸国風土記』
pp.72-73、2001.10、講談社学術文庫）
「夜刀の神」とは、蛇神のこと。「ヤトは東国地方の方言にいうヤツ・ヤチと同語で、谷戸、す
なわち谷合いの低湿地帯をさす」
。ちなみに、頭に角がある、というのは見逃せない。
『常陸国風
土記』では、那賀郡角折浜の条にも蛇に角があったと記しています。さきに見た土偶にも角が生
えていました。余山土偶、風韻堂有髭土偶、元屋敷土偶は一本角で、田端東土偶、著保内野土偶
は二本角です（図 4 参照）。蛇は稲妻に乗じて天上から地上に降ったそうです。参考までに俵屋
宗達が描いた風神雷神図を見ると、風神は一本、雷神には二本、角があります。
この神話の解釈学は、所要ページ数の隘路に陥りますので、中断せざるを得ません。読者のご
想像にお任せします。
それより重要なのは、この縄文後期という時代に、果たして焼畑が行われていたかどうか、と
いう問題の方です。これについては、この連載原稿でしばしば言及したところです（
「第９回論
考「令和記念 ： 縄文の大嘗祭 ・ 新嘗祭」参照）
。結論だけを言うなら、①クリやトチノキ、ドン
グリ、クルミなどの木の実、②ダイズ・アズキ、③ヒエ、④サトイモが焼畑において栽培されて
いたのは確実です。いまや問題はコメにありますが、先に見たところ。青森県八戸市風張１遺跡
から発掘された７粒の炭化米は、トロント大学の鑑定によって、約 2800 年前（縄文後期～晩期）
のものと判定されています。当時のコメは水稲ではなく、陸稲であって、貝殻か石の鎌で穂先だ
けを刈りとる焼畑のコメです。焼畑は常畑ではなく、
連作がきかない切替畑です。１年目稗・蕎麦、
２年目大豆・小豆、３年目里芋、４年目榛（ハシバミ）といったように輪作し、５年も耕作すれ
ば元の木阿弥になり、
「夜刀の神」に戻さざるを得ない（野本寛一『焼畑民俗文化論』p.151-161
「焼畑の循環と植物移植」
、1984.5、雄山閣）
。
〈キナシュ

カムイ〉はアイヌコタンで末永く〈パセ

カムイ〉
（重々しい・尊い神）であり続

けたに違いないのです。

８．イナウはかつて土偶であった？
エドワード・Ｂ・タイラー著『原始文化』
（松村一男監修

奥山倫明・奥山史亮・長谷川千代子・

堀雅彦訳、2019.3、国書刊行会刊）は、アニミズムを「すべての物や自然現象に霊魂や精神が
宿るという思考」と定義づけたことで知られますが、本邦初訳との由。ということは、日本人の
多くはアニミズムの何たるかを知らないまま、アニミズムを論じてきたのではないか？
回論考として、
「精霊とは何者か？

第 19

アニミズムに関するノート」を書いておきましたので、是

非ともご覧いただきたい。
30

タイラー（1832-1917）によれば、偶像はフェティッシュです。
フェティシズム（呪物崇拝）とは、物資的対象に、霊が宿ったり、憑依したり、影響力を及ぼ
したりすることに対する原理を言います。
「木や石のような無生物への崇拝行為もこれに含めれ
ば、フェティシズムは偶像崇拝へと連続的につながる」
（下巻ｐ .160）
。
こうしたフェティッシュ崇拝からタイラーは偶像崇拝を引き出しています。少し削ったり、線
描したり、色を塗れば、自然のままの柱や石も偶像に変貌するのだから。図像崇拝は霊的存在に
対する信仰と関係し、実際それはアニミズムに付随して発展したものらしい。具体的な事例を挙
げています。
「低級諸部族の多くは偶像がないことが特徴的だが、開明的になってくると図像崇拝が現れる。
例えばブラジルの原住民は、天から降りてきたという小人の像を、自分たちの小屋や森の奥なっ
たとことに蠟や木で作って置いておく。マンダン族は草と動物の皮で作った人形の前で唸ったり
泣いたりしながら祈りを捧げる。アルゴンキン族やヒューロン族は、木製の頭部やもっと精巧な
塑像や言葉による説明で、それぞれにとっての霊的存在を表現し、祈りや供犠を行う。南部の部
族はもっと文化的で、
ヴァージニアの人々やその他の民族は偶像が住むための祠まで建てていた。
また新世界を発見した人々は、西インド諸島では偶像崇拝が制度化されていることに気づいてい
た。記録によれば、こうした強力なアニミズム信奉者は小さな塑像を作り、それを精霊が人々に
姿を見せるときの形そのものであると信じていたとされる。
」
（pp.188-189）
偶像に対する脅迫、強制も見られます。
クリル（千島）列島住民――嵐を鎮めるため偶像を海に投げ入れる。
オスチャーク族――人形に衣服を着せて澄んだスープを飲ませるが、なんの獲物ももたらさな
いときは、鞭打つ。
中国人――「なんてことをしてくれたんだ、このろくでなしの精霊め。お前を立派な祠堂に住
まわせ、飾り立て、食事を与え、お香で清めてやったのに、わしらの願を聞き入れようとしない
とは、なんて恩知らずなんだ！」
さて、Ｎ．Ｇ．マンローによれば、アイヌは典型的なアニミズムの民で、自然物にはすべてラ
マツ（魂、精神、霊魂）が宿っていると信じていました。カムイとは神のことですが、天上界に
住むカムイとは別に地上に住むカムイがいて、人々が近づきやすく、人々の願い事を聞き届けて
くれる。その地上界の最高の女神が、火の女神「カムイ
の「キナシュ

フチ」に他ならず、彼女の情夫が、蛇

カムイ」であったことは、先に見たところです。

カムイ・フチはすべての死者の支配者で、囲炉裏は死者の魂が死者の国へ行くための入口です。
火を祀った囲炉裏の前で祭祀としての長老により祈りが捧げられます。その際、人間と神々との
間の仲介者、神々の捧げる供え物として「イナウ」が重大な役割を果たすのです。イナウは、生
木を削って、美しく縮らせたもので、ヤマト言葉（日本語）においては「削りかけ」と称されて
いる祭具です（図 25）
。
このイナウについてマンローは、以下のような驚くべきことを漏らしているのです。
「これまで、
〈イナウ〉はただ棒を削ったようなものとして扱われて来ましたが、
それどころか〈イ
ナウ〉には実に多くのはたらきがひそんでいるのです。大抵の〈イナウ〉は中身が中空でないがっ
しりとした木の枝からつくられており、太さは警棒か杖ぐらいのものです。二十世紀の初頭に私
は、数多くの〈イナウ〉は、一定の様式に従って作られた人間の姿を写した像であり、かつそれ
は人々の先祖の〈ラマッ〉
〔魂または精神、霊魂〕を表現するために尊敬すべき人々の姿として
創り出されたものである、という強い印象を受けました。これらの〈イナウ〉がはたして人身御
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図 25 〈カムイ〉たちの姿を象徴しているさまざまな〈イナウ〉

（資料）Ｎ . Ｇ . マンロー、小西哲郎訳『アイヌの信仰とその儀式』2002.9、国書刊行会

供の代わりの品であったかどうかということについては、異論の多い問題となるでしょう。それ
でも私は、いずれにしてもその一部は、縄文時代のアイヌの遺跡から現在でも発掘されている土
偶の代わりに用いられていたものであったろうと考えています。
」
（同上、pp.40-41、傍線引用者）
イナウは、かつて土偶であった？！
マンローは、縄文時代のアイヌの遺跡から現在でも発掘されている土偶について、これしか言っ
ていません。しかし、アイヌ研究 40 余年、北海道沙流郡平取町二風谷で診療所を開いて、アイ
ヌの宗教研究に没頭した碩学が、信じていること、即ち研究のガイドライインとしての仮説を、
きっぱりと吐露している。
心証として以外に、物証はないのか？

マンローの著作には見当たらないが、その後のアイヌ

研究のなかには、微かながら見出し得ます。
一つは偶像は、鳥居龍蔵（1870-1953）の遺した「千島アイヌの木像」です（図 26）
。千島
アイヌの木偶ニボンボン

Nibonbon. 男の風俗を示したものとある。1899 年の千島列島調査の

際に取得したもの。
二つには、
、北海道立北方民族博物館『サハリン先住民の精神世界』に紹介されている「サハ
リンのウイルタ（オロッコ）の木像」（図 27 左）です。イナウの削りかけと偶像とが同居し、
偶像は男女のワンペアです。また、和田完『サハリン・アイヌの熊祭』にも図 27 右のような削
りかけがついた偶像があります。イナウが、かつては土偶と共に用いられた証拠となり得るので
はないか？
三つには、最近の研究で、北海道大学アイヌ・先住民研究センターの北原次郎太『アイヌの祭
具

イナウの研究』
（2014、北海道大学出版会）
。大部の専門書だから結論だけ（図 28）
。

「①かつて火神は男女一対の夫婦神であった。祭祀を担うのが男性であったことが要因となり、
特に女神への祈願が重視される現象が起こった。
②この結果、男性火神の存在感は徐々に薄れ、家屋神と同一視されるようになった。座所も炉
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図 26

千島アイヌの木像ニボンボン

「仮面の他に千島住民は木彫小像をも作る。現在ではこの小像は玩具にすぎ
ないようであるが、かつては偶像であったに相違ない。なぜならばクシ＝ア
イヌは、昔から神々を人間像に作り、これを美徳、欲求、さらに人間の悪徳
の象徴として表示することを好んでいたからである。図は帽子をかぶり、チ
プルというエトピリカの服を着し、皮帯をしめ、同じく皮製の靴をはいた木
彫あるいは人形である。」
（「千島アイヌ」『鳥居龍蔵全集』第５巻ｐ .444）

（資料）鳥居龍蔵全集』第５巻
Nibonbon. 男の風俗を示したもの

図 27

巻頭写真 「千島アイヌの木偶ニボンボン
高さ 25cm 」

サハリン・アイヌの「削りかけのある偶像」

（資料）左：北海道立北方民族博物館『サハリン先住民の精神世界』
（1992.7）

右：和田完『サハリン・アイヌの熊祭』p.81、82、94、101、1999.9、第一書房

の中から宝壇へ移った。しかし、夫婦神であるという認識は依然として維持されていた（十勝地
方の事例に対応）
。
③西部では、家長の守護神の重要性が増して家族神となった。家屋神と家族神の名称と座所が
近似していたために両者が混同され、やがて家族神が火の神の夫として考えられるようになっ
た。」（同書ｐ .176）
神像や土偶がイナウに置き換わったということを、悠久の歴史の中で実証するのは容易ではな
い。しかし、男女一対の夫婦神から女神へと神が入れ替わったという説があることは、門外漢と
しても踏まえておくべきことではないだろうか。
そして四つには、イナウと削りかけ（日本語）についての民俗的研究の進展です。両者はよく
似ていて、削りかけを紙で作れば御幣で、神社のヨリシロです。しかも、日本各地の民俗的遺産
に似通ったものが多々見受けられる。小正月で言えば、マユダマ、団子木、餅花、嫁叩き棒、成
木責めなど。東大寺二月堂（修二会

しゅにえ）のケズリカケはイナウであって、豊作予祝の花

飾りに他ならない（図 29、五來重「お水取りと民俗」
）
。
「アイヌにいうイナオは日本人はヌサと
呼ぶが、昔はイナオと呼んでいたことが、
古い物語や伝説で証明されている。
」
（
「千島アイヌ」
『鳥
居龍蔵全集』第５巻ｐ .449）
これを最近、大系的に研究したのが東京文化財研究所無形文化遺産部の今石みぎわ『日本列島
における削りかけ習俗の研究』
（東北芸術工科大学大学院博士後期課程学位論文）で、北原次郎
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図 28

樺太鵜城の家の守護神

図 29

（左中）女神と（右）男神

アイヌのイナウ（上）と東大寺二月堂
達陀松明のケズリカケ（下）

（資料）北原次郎太『アイヌの祭具 イナウの研究』p.208

（資料）五來重「お水取りと民俗」（『東大
寺お水取り――二月堂修二会の記録と研究』
1985.2、小学館所収）〔撮影・品田佳彦〕

太の研究とあわせて易しく解説したのが『花とイナウ――世界の中のアイヌ文化』
（北海道大学
アイヌ・先住民研究センター

ブックレット第４号、2015.3）
。アイヌとヤマトのカムイとカミ

とが、はるか彼方の時空で、豊作祈願という願望と一つ化していくかに思われます。
以上４つの、その後の、かすかな調査研究の成果から察して、イナウが、かつては土偶であっ
た可能性はあり得ます。土偶は男と女のペアらしい。イナウの中にはラマツがこめられていて、
人々に拝まれ、供え物が捧げられる。ケズリカケは、カミとヒトとの仲介者であるか、カミのヨ
リシロであるのか？

あるいはヨリシロは食糧豊作予祝の花飾りであった可能性も秘めていま

す。
考古学が掘り出している土偶は、カックウも含む縄文後期の後晩期には東北・関東を中心に遮
光器系統の土偶が猖獗し、縄文末期・弥生初期には骨壺（容器形土偶）と化して、この世から忽
然と姿を消えます。縄文式土器は弥生式土器にとって変わられますが、土偶については粘土製か
ら木製へと材質が変わったがために、発見されないだけなのかも知れません。歴史遺産の容器と
しての民俗のなかには、種々の人形（ひとがた）が遺っています。
しかしながら、こうした民俗学的、文化人類学的な探求は、カックウが何であるかのか探求に
は、直接的には、ほとんど役立たないでしょう。いまは、想像をたくましくして、アイヌの神話
と日本神話（古事記、日本書紀）をたよりに空想の翼を拡げることしかできません。

９．アイヌの貞操帯とは如何なるものか？
カックウ土偶をジャガイモ畑の農作業中に発見したのは主婦の小坂アエだが、南茅部町教育委
員会の専門家として発掘報告をしたのは小笠原忠久。彼の書いた「北海道著保内野出土の中空土
偶」は全体的に優れた報告書だと思います（
『考古学雑誌』1961-4）
。しかし、
そのうち（５）に、
私の見方とは論と真っ向から異なる、以下のような見解が述べられているのを見逃すわけにはい
きません。
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「この土偶を男性土偶と見るか、女性土偶と見るかについては各方面より種々な意見が寄せら
れている。土偶は女性を表現したものであるという説が有力であるが、本土偶については小さく
とも乳房をもつこと、下腹部の粘土紐は、女性器であるか、又はアイヌ民族の女性が用いる「下
帯」に類似するものであろうと考えられ、また顎および腹部の円形刺突文は、刺青や女性の特徴
（妊婦）を示したものではなかろうか。
」
（同上 p.48）
立論の都合上、あと回しになりましたが、最後にこの「下帯」について触れ、本論を締めくく
りたいと思います。なお、
「下帯」とは、通称「貞操帯」
、
「お守り紐・ウプソロ

クッ」とも言い、

アイヌの女性が密かに腰に巻いていたと言われています。無論、この「貞操帯」には金属製の錠
前がかかっているわけではありません。

❶Ｎ . Ｇ . マンロー『アイヌの信仰とその儀式』
貞操帯が何たるかについては、Ｎ . Ｇ . マンロー『アイヌの信仰とその儀式』第 12 章、遺稿
を編集した B.Z. セリグマン夫人稿に詳しく描かれています（pp.206-227）
。まずは、写真（図
30）、次いで解説を。
（１）「一定の長さの帯状の紐をすべての女性が肌着の下に巻いている」
。
（マンローはこれを貞
操帯とも呼んでいる。
）
（２）「これらの貞操帯は、それぞれ独特の形をして編まれていて、一定の数を縒（よ）った細
紐と、布製の垂れ飾りが取り付けられています。この貞操帯は、
〈ハイ〉
（イラクサ・蕁麻）から
採った繊維で編まれています。
」
（３）「女性たちはすべて、それぞれの母親固有の〈クツ〉を受け継いで自分のものとしてきま
した。一方、男たちは貞操帯について全く知るべきものではないではないとされ、さらにそれは
絶対に見てはならないものとされていました。女性たちの間でさえも、これについて話すことは
なるなるべくひかえ、またそれを見せあったりしないよう心がけてきました。
」
（４）「この〈クツ〉には霊力があると信じられていて、その霊力を駆使することで、女性は嵐
をしずめたり、津波をくい止めたり、大火事になるのを防いだり、天然痘をもたらす悪神を追い
払ったりすることができると言われていました。
」
「貞操帯は〈カムイ

フチ〉
〔火の神。アイヌ

の先祖の女神で、崇高先祖礼拝の対象〕と関りがある」
。
（５）
「どんな女性でも、相手の男性の母親が自分の同じ血統を表す〈クツ〉を身付けている場合
には、その男性と結婚することはできませんでした。
」
（すなわち、族外婚のきまりとしての〈クツ〉
）
。
（６）
（五種類の貞操帯があることを発見。
）
「それぞれは次に挙げる生き物と関りを持っていま
す。すなわち、
〈コロケウ

カムイ〉
（狼の神）
、
〈チロヌプ

イ〉（狐の神）
、
〈カパチリ

カムイ〉
（鷲の神）
、
〈モユタ

カムイ〉または〈シトゥンぺ
カムイ〉
（狸の神）
、
〈イセポ

カム

カムイ〉

（兎の神）」の五種でした。
」
「貞操帯と関りを持つ〈カムイ〉はすべて鳥獣であることも注目すべ
きでしょう。
」
（７）貞操帯には
「母系でつながるそれぞれの家族の継承によって厳密に決められた長さがある」
「自分の家系の〈クツ〉の長さは自分の神聖な先祖が決めた固有のものであるために、同じ家系
につながる限りその長さは不変である」
。

➋久保寺逸彦によるアイヌ社会の通婚圏、結婚に関する規制
日本人のアイヌ研究の中では金田一京助の薫陶を受けた久保寺逸彦（1902-1971）の研究が
優れています。
『アイヌ民族誌』
（1970.4、アイヌ文化保存対策協議会編、第一法規社）において、
久保寺はアイヌの「社会形態」の章でクツを論じている。アイヌの「社会形態」は、祖父の系統
（エカシ・エカシ）と祖母の系統（フチ・イキル）との二つの系統が並立していて、男子はエカシ・
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図 30 アイヌのお守り紐・ウプソロ

Ａ 〈キム ウン カムイ〉
（熊）を象徴した〈ウプソロ
Ｂ 〈レプ ウン カムイ〉
（鯱）を象徴した〈ウプソロ

クッ

クッ〉（女性が密かに身体に巻いているお守り紐）
クッ〉

（資料）上：Ｎ . Ｇ . マンロー、小松哲郎訳『アイヌの信仰とその儀式』
下：
『国立歴史民俗博物館研究報告第 168 集マンローコレクション研究――写真・映画・文書を中心に』ｐ .178

図 31

アイヌ女性のウプソルあるいはラウンクッ

（資料）左、中：アイヌ文化保存対策協議会編『アイヌ民族』ｐ .125、1970.4、第一法規社。右：札幌市ＨＰ
（https://www.city.sapporo.jp/shimin/pirka-kotan/jp/kogei/ra-un-kut/index.html）
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イキルによって系統づけられ、女子はフチ・イキルによって系統づけられていると。
同じエカシ・イキルに属する男は、
同一のエカシ・イトクパをもち、
同一のパセ・オンカミを行う。
エカシ・イトクパとはアイヌが重要な神を祀るときに捧げるイナウの頭につける刻み目、パセ・
オンカミとはアイヌが特に尊重する神に対して鄭重に行う祭です。同じフチ・イキルに属する女
は同じウソプルをつけます。
ウソプルとはまたラ・ウンクツ（下にしめる帯）
、ボン・クツ、イシマなどと呼ばれ、いらく
さの皮やつるうめもどきの蔓の皮で編んだ細い紐を、数条に折り曲げた腰帯です。婦女子を守る
ものとして、一人前の女になったのを機につける。母は娘がその時期に達するとこれを作って与
え、またその製法を伝える。絶対に他人に見せてはいけないもので、系統によって多少その製法
や形、締め方などが異なる。しかし母は祖母から承けたそのままのものを承けた製法に従って作
り、これを娘に伝える。同じ女系に属する者は同型のウソプルを身に付けていることになり、同
じウソプルをもつ者同士の結婚は禁止されている。
久保寺逸彦は、図 31 のごとき写真を示しています。以下、あえて長い引用を許されたい。
「ラウンクツ（下につける帯）
、ボンクツ（小帯）
、ウソプル（懐）
、またはその目立つ部分をとっ
てイシマなどと呼ばれる帯は、女がひそかに腹部の肌に直接巻きつけている帯で、月経に関係あ
るといわれているが、女を守る護符的な意味が強い。母が手づから造って娘に与えるもので、植
物の繊維を編んで造った紐である。その先に小片をつけ、結んでたらすとき房のようにたれ下が
るようにしたものが多い。材料、製法、形、着け方などは、与える者が学んだ方法を、与られる
者に伝えるので、その人によって異動がある。女は必ずつけねばならないものであったが、深く
かくして絶対に他人には見せず、その存在も意義も語ることをさけていたので、その詳細なこと
が比較的明確になったのは最近のことである。したがって、ウソプルと系統との関係は未だエカ
シシロシと家系のように詳しく調査されていない。
女は結婚によって地域的に散らばるが、血統からすれば、エカシ・イキルよりも純粋なもので
あった。母から娘へ伝えられるから、娘のウソプルは違うのである。
ウプソルを同じくする者は、母と娘の関係によってヅス（巫術によって神意を聞いたり病気を
直したりすること）その他特殊技能を共通にするほか、母の財産は娘に引継がれ、病人の看病、
出産の世話、ことに葬儀の際などはもっぱらその仲間がこれに当たった。嫁はウソプルがちがう
から、婚家の母に対しては第二次的な役割しかなしえないのである。たとえば、夫の葬儀は主と
して夫の母や姉妹がこれに当たり、したがって家長の葬は長男の嫁よりはその母の系統の女が重
要な役割をもつのである。女は普通直接神事を司ることはできないが、ただシンヌラッパと称す
る先祖祭りにだけは参加し、供物や祈詞を捧げることはできた。このとき、女はウプソルを同じ
くする故人の霊をまつることができ、その司祭は母方の男に頼むのが普通である。
ゆえにアイヌには男系と女系が並立していた。この二つは母系社会が父系社会にとって変わっ
た名残りといったようなものではなく、男の仕事は血縁という自然発生的系統という自然発生的
関係に基づいて父の系統で、女の仕事は同じく母の系統で相互扶助に伝えられたと考えていいよ
うである。すなわち、実際のコタンの生活は父系によって処理されるが、それによると女が排除
される場合が多いので、母系がその補充的役割を占めるものとして生まれたのではないかと思わ
れる。」（pp.161-169）
以上の久保寺逸彦説はどうか？
ウプソルはアイヌ社会の通婚圏、結婚に関する規制、いわゆる交叉従兄弟姉妹

Cross cousin

を明確に示している（pp.448-453）。それと同時に、ウプソルは、男子のエカシ・イキルとワン
セットになっていて、アイヌ社会を存続させる両輪の環の役割を果たしていたと思われます。
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図 32

アイヌの女のお守り紐

（資料）萱野茂『アイヌの民具』p.63、1978.7、すずさわ書店

図 33

アイヌの貞操帯＝ウソプル

（資料）藤本英夫『アイヌの墓』ｐ .35、1964.9、日経新書
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➌鈴木ひろ美「アイヌの下紐」（『北海道立北方民族博物館研究紀要』第５号、1996.3)
最近の研究としては、表記の論文が出色です。
俗称「貞操帯」は「下紐」と言い直されています。可能な限りの体験、記憶、記録、博物館展
示、研究などを渉猟してなった論文で、総括的な論考がなされています。約 50 本の下紐を観察
したそうです。結論から。
「下紐はその実物を見ればわかるが、単に樹皮の繊維でつくられた ” 紐 ” なのである。
」
「私が思うにはやはり下紐は自分の属する家系（女系）を示すものであったと考える。下紐を
身に附けていた女性一人一人の気持ちを推し量ることはできない。しかし現在でも下紐は身につ
けていないが、葬儀用の下紐として大切にしまっている媼の姿を思うと、来世での自分の行き場
所を案じ、下紐の信仰に縋ろうとする姿をうかがい知ることができる。
」
（ｐ .71）
現物を手取り早く、理解するために鈴木ひろ美が引用している原図を原書から引用します。図
32 は、アイヌ語の保存・継承のために活動を続けた萱野茂（1926-2006）の『アイヌの民具』から。
「これは娘が嫁にいくときに、母親が誰にも見られないように作っておき、
「夫以外の人には決
して手を触れさせてはいけませんよ」と言い聞かせながらそっと腰につけてやる、女のお守りの
ような紐です。俗に貞操帯といわれていますが、腰のまわりにじかに巻いて、ひし形の二枚の布
を左わきに垂らしておくだけのもので、あくまで精神的に戒めるために身につけたものなのです。
」
この紐を体に取り付ける方法が、
『アイヌの民具』には詳しく説明されています。
「これを肌につけるときは、はじめに編んだ輪の部分を左手の人差指にかけ、もう一方を左足
の親指にかけ、その間隔を腰のうしろ幅にとってぐるぐると三、四回まわし、房のついた方のは
しが手元に腰回り分くらい残るようにします。そして、その余った紐で、左手の人差指にかかっ
ている紐を全部すくい、一回からめてしばります。房のついた方を左手に持ち、三重ないし四重
の輪になった部分を右手に持って腰のうしろに回し、
左手の房のついた紐はお腹の方から回して、
輪に通してからまた元の位置に戻して一結びします。つまり、腰のうしろ側には六本ないし八本
の紐、お腹側には二本、そして左の腰には房が下がる形になります。六本にするか八本にするか
は、家系によって決まっていました。
」
（ｐ .63）
図 33 の方は、
北海道日高支庁管内静内町の高校教師であった藤本英夫（1927- ？）の著書『ア
イヌの墓』からです。北海道各地の貞操帯が 14 紹介されています。そのうち注目すべきは１の
原始型着装想定図で、取り付け方が図示されています。プサ（ふさ）で陰部を覆い取り付け、紐
を骨盤下に巻き、さらに骨盤上の括れに紐を巻きつけ縛っている。生理帯を兼ねていたことは間
違いないでしょう。プサ（ふさ）は二枚重ねになっています。
「死体処理に際して、貞操帯＝ウソプルのしめ替えは、同一母系外の人は手をふれることがで
きない。だから病気の女性がもう回復できないことをさとると、自分のウソプルを同じくする女
性を呼んで、新しいウソプルのしまってある場所を知らせておく。古いウソプルは、はずして脚
の間におくのであるが、たとえ夫であっても手伝うことができない。
」
（pp.35-36）
貞操帯はアイヌ女性の存在証明書であり、あの世の通行証でもあって、夫といえどもアンタッ
チャブルです。死を覚悟すると、とっておきの新しいウソプルを用意するというのは見逃せませ
ん。久保寺逸彦も、男と女では死装束及び死体処理人がはっきり異なることに注目しています。
女の死体処理にはクツを同じくするものが当たり、男の死体処理には同一祖系（祖印を同じくす
る者）の者が行う（同上ｐ .496）
。

➍アイヌの貞操帯とカックウの下半身の類似性と異質性
以上の、Ｎ . Ｇ . マンロー、久保寺逸彦、鈴木ひろ美、萱野茂、藤本英夫が紹介しているアイ
ヌ女性の「下紐」と、カックウの腰回りを巡っている紐とは共通点があるのか無いのか？
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第１には、アイヌ女性の「下紐」とカックウの腰回りを巡っている紐とが似ていることは認め
られます。カックウの紐は腰を３段に巡っていて、合わせればかなりの長さになります。前後左
右 4 つの◇は、締め具のように見えます。アイヌ女性の「下紐」にも留め具のようなものが付
いているものが見かけられます（図 30、31）
。しかしながら、カックウの腰を３段に廻ってい
る紐の一番下の紐は腰ではなく、左右の太腿を巡っています。しかも太腿の紐は２本組みではな
く３本組みです。太腿に巻く「下紐」というのは認められません。これを見て私は、アイヌ女性
の「下紐」とカックウの腰回りを巡っている紐とは異なるものだと思います。
第２には、布製の垂れ飾りの端のつくりです。図 30、図 32、図 33 の 6、10、12 写真では
Ｙ字状をしています。マンローによれば鳥獣を象ってるらしい。その形状とカックウの股間の逆
Ｓ字状の鉤爪（フック）とは似ている、似ていない？
第３には、クツは男たちは全く知るべきものではない、絶対に見てはならないものという点に
ついては不可解至極です。
カックウは偶像として衆目に曝されていたのではないのか？

しかし、

見るな、と言われれば見たくなるという人間心理は縄文の世も変わらないかも。
第４には、霊力。女陰が霊力を秘めている。そう信じられていたことは、古来神話にも習俗に
も多く見られます。ちなみに、アマテラスオオミカミの岩屋戸隠れに際してアメノウズメの裸踊
りが典型です。マンローは、火事の現場に遭遇し、数人の女が集まり自分たちのクツの威力で火
を消そうとしていたのを目撃しています。
「貞操帯は〈カムイ

フチ〉
〔火の神。アイヌの先祖の

女神で、崇高先祖礼拝の対象〕と関りがある」
。
第５に、小笠原忠久の言い分を検証してみます。
①小さくとも乳房をもつ→男にも乳首がある。カックウのは乳房ではなく、乳首というべき。
②下腹部の粘土紐は女性器であるか→肉体であるはずはなく、女性器ではない。単なる紐で、
鉤爪（フック）によって何者かを象徴している。
③アイヌ民族の女性が用いる「下帯」に類似する→（上記で検討）
④顎および腹部の円形刺突文は、刺青や女性の特徴（妊婦）を示したものではないか→顎は髯
またイレズミ、腹部は腹毛。
⑤鳩尾から臍に垂下する妊娠線あるいは腹部の円形刺突文→肝心の腹はペッちゃんこ。
さて、こう見てくると、
「土偶は女性を表現したものであるという説が有力」とする論拠が消
失します。女性の腰を探るより男の腰を探った方がいいでしょう。参考までながら、
鳥居龍蔵
「千
島アイヌ」には、男の腰帯が紹介されています。
「千島アイヌは「特殊な腰帯（Kout) をしめて、衣服を身体にぴったりさせた。この帯は第 36
図〔図 34〕に示すものである。皮製で、一端に一種の大きな円形のボタン（Kout-Kourouki)）
がついている。ボタンは木か鯨の骨で作られていて、非常に見事な作りの渦巻き文が表現され、
かつ赤や黒、黄に染められている。また帯の他方の端には、エトピリカの嘴の赤い部分が総飾り
となって、三重に就けられている。これはまことに美しいものであった。
」
（
「千島アイヌ」
『鳥居
龍蔵全集』第５巻ｐ .424）
「土偶は男性を表現したものであるという説」は、土偶を一見しただけで看取されます。顎髭、
広い肩幅・胸幅、狭い腰幅、小さな尻、太もも・ふくらはぎの発達、ちっぽけ乳首など。こうし
た堅強な体型をした女性は存在しません。シロウト目でカックウのカラダは男です。
しかしながら、多くの日本の考古学クロウトは、何故に土偶は女だという固い信念を墨守して
おられるのか？

この問題には極めて根深いものがあり、改めて土偶とは何なのかという根本的

な問題から、解き明かさなくてはならないと思います。
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図 34

千島原住民の腰帯とボタン

（資料）
「千島アイヌ」
『鳥居龍蔵全集』第５巻ｐ .424

注３

カックウの頬のイレズミと秋田県麻生土面、岩手県大原土面

安孫子昭二が発見したカックウの頬の楔型のイレズミについて気にかかるものがあるので記し
ておくことにしたい。下図中央は坪井庄五郎が論じた秋田県麻生遺跡出土の土面、左が岩手県大
原遺跡出土の土面。それぞれの頬にある楔型は、似ているか、似ていないか？
のが描かれているのではないのか？
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人の頬にないも

