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はじめに
本連載「縄文巨大石棒の謎」は連載 20 回を越えましたが、依然として謎は解けていません。
その一方で問題関心は周辺の諸問題に広がるばかりで、次第に焦点が定まらなくなっている危険
性を感じています。そこで、初心に帰り、当初の「巨大石棒」だけに絞って、問題の所在と、そ
れに対する私なりの現時点における回答を整理しておきたいと思います。
先ず、最近の石棒研究成果に照らして、これまで書いてきたことを整理し、補います。
１．は、町田市忠生遺跡Ａ地区と巨大石棒に関する事実の再確認です。
２．は、巨大石棒について私が考えた６つの仮説について再整理です。
次いで、依拠している古典的な研究理論である宗教家（バッチェラー）と宗教研究家（タイラー）
による考えを記します。
３. は、アイヌの家送りをモデルとした、この世とあの世と研究方法
４. は、タイラー「アニミズム」に見る魂の送り
新たな問題関心と理論については、今回は述べる余裕がありません。

１. 巨大石棒儀礼は、どのように行われたか？
私の住まいの近辺に東京都町田市忠生遺跡Ａ地区があります。縄文中期（5500 年前～ 4400
年前）の遺構で、中央広場を中心に墓域と居住域が同心円状に並ぶ典型的な環状集落です。この
集落を縄文中期中葉（5500 年前～ 5000 年前）と中期後葉（5000 年前～ 4400 年前）に分け
て集落構造を示したのが図１です。
中央広場には歴代ムラオサが眠る集団墓が存在し、集団墓を抱く形でムラビトが暮らす集落が
取り囲んでいます。考古学ではこれを環状集落と呼んでいます。縄文中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）などで数多く発掘されています。気候的好条件に恵まれたこの時代、縄文
人はこうした墓＝祖霊を取り囲んで集落を形成していたのです。
環状集落は、同心円状に２群なし東西南北４群に区分されていることが多い。図１では北集落、
東集落と思しきものが見られますが、ここには南集落、西集落も存在したと推察されます。住ま
いは竪穴住居で、地面を円形に掘り窪め、周囲に柱を建て、屋根を葺いている。掘り出された竪
穴住居は中期中葉と中期後葉を合わせて、
149 軒。竪穴住居の他には掘建柱建物（高床式の倉庫・
貯蔵庫）も見られます。
Ａ地区中央広場には土坑（穴ぼこ）が多数（243 基）掘り出されていますが、そのうち「個体
土器や石器、大形礫などが出土している土坑」が 46 基あり、土壙墓ではないかと推察されます。
図１上の中期中葉集落の中心と思しき 185 号土壙墓からは、翡翠大珠が出土しています。祖霊
の墓でしょう。ちなみにＡ地区の西北近隣の忠生遺跡Ｂ１地区環状集落（図 12）の中心ピット
１の副葬品は石匙で、中心部西南には掘建柱建物が４棟並んでいます。Ａ地区中央広場には墓で
はなく食料貯蔵穴と推定される土坑も 30 基以上出ています。
さて、忠生遺跡Ａ地区環状集落の中心から南寄りの 67 号竪穴住居（図１上図）――ここが本
論の舞台です。この竪穴住居が火災に見舞われていて、その火災痕から巨大石棒と土器３点及び
石器４点が発掘されたのです（図２）
。
まずは、この現場の検証、発掘品の確認、及びその研究結果の再確認から入ります。
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図１

忠生遺跡Ａ１地点

縄文中期主要遺構分布概念図（上が縄文中期中葉、下が中期後葉）

大珠が出土した 185 号土坑↑

↑石棒が出土した 67 号住宅址

O5 土器集中（時期不詳）→

（資料）
『東京都町田市忠生遺跡群発掘調査概要報告書』ｐ .7、2006.3
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図２

忠生遺跡 67 号住居址出土の巨大石棒と土器３点及び石器４点

（資料）
『東京都町田市忠生遺跡群発掘調査概要報告書』口絵写真、2006.3

図３

忠生遺跡 67 号住居址石棒など出土状況

（資料）
『東京都町田市忠生遺跡Ａ地区（Ⅰ）概要報告書』口絵写真、2007.1
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図４

町田市忠生遺跡 67 号住居址と主要遺物

（資料）
『東京都町田市忠生遺跡群発掘調査概要報告書』ｐ .13、2006.3
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表１

巨大石棒が出土した 67 号住居址の特徴

分類
主要特徴
注目点
忠生遺跡Ａ地区遺構 縄文中期の竪穴住居 145 軒（勝坂期 55 軒、加曽利期 55 軒、不明 勝坂期から加曽利１～３式期
6 軒）、掘立柱建物址８棟、集石 50 基、土坑 313 基、焼土址 25 カ を通じ環状集落を形成。
所、ピット約 4200 口。
環状集落の時期別竪 阿玉台１b 式期＝１。勝坂１式期＝１、勝坂２式期＝９、勝坂３ 67 号住居址は勝坂３期
（3150
穴住居址
式期＝ 16。加曽利Ｅ１式期（貉沢段階）＝４、加曽利Ｅ２式期＝ ～ 3050 年前）
。
16、加曽利Ｅ３式期＝ 26。
焼失家屋
竪穴住居址 149 軒中、24 軒から多くの焼土や炭化材が出土。時期 勝 坂 期 は 24 軒 中 15 軒 が 焼
別では 24 軒中 15 軒が勝坂期でＫライン（図１参照）以南の南群 失家屋。
に集中し、加曽利Ｅ期では９軒が南北両群に分布している。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みられたのは
勝坂期６軒、加曽利Ｅ期３軒。
墓壙
広場域は墓域の可能性が高いと思われる。勝坂期のＪＤ 185 から JD185 が 集 落 の 中 心（ 祖 霊
は翡翠（軟玉）が大珠が出土している。加曽利Ｅ期のＪＤ 142 か 墓）。
らは土偶が、ＪＤ 115 からは焼痕のある完形磨製石斧が出ている。
67 号住居址
住居址形状は楕円形（規模 4.2 × 3.9m、30㎝）、主柱穴は４口。壁 住居址形状は楕円形（規模 4.2
柱穴 10 口。炉址は中央やや北東寄りに偏在する石囲い炉１基。時 × 3.9 ｍ、深さ 30㎝）
期判別可能な出土土器の大半は勝坂３式。
焼土、遺物破損状態 炭化物と焼土及び少量の破砕礫が見られる。ドット化数 1240 点
（こ 石棒は火にかけられ、執拗に
の内 928 点は石棒破片、土器は 211 点、石棒以外の石器には磨石、叩打破壊された可能性
石皿、打製石斧、石皿片など）

（資料）
『東京都町田市忠生遺跡群発掘調査概要報告書』2006.3、ｐｐ .7-8、ｐｐ .12-13 に依拠し作成。

表２
分類
主要遺物出土状況

石棒仕様
先端部に彫刻文様

巨大石棒の特徴

主要特徴
注目点
住居の奥壁と思われる壁際から大形石棒と打製石斧が、南 石棒だけではなく、各種土器、石器が
西の主柱穴際からは小形深鉢（２）
。無文浅鉢（３）
、小 ワンセット。
形石皿が、また南東の主柱穴際からは大形深鉢（４）が
出土した。
総重量 55.7㎏、全長約 184cm。石英粒の目立つ安山岩 １間余の超大形石棒が粉々に破砕され
の柱状節理素材を使用。断面形は文様がいびつな五角形、て出土。
胴下半は六角形状。
先端亀頭部に 4 つの彫刻文様あり。彫刻文様は陽刻によ 円文は４つで各々先端部中央部に◎。
る波状文、円文、鍔状直線文からなる幾何学文。
円文のうち２つは接合している。

（資料）『東京都町田市忠生遺跡群発掘調査概要報告書』2006.3、ｐｐ .7-8、ｐｐ .12-13 に依拠し作成。

（１）巨大な石棒が、竪穴住居内で粉々に破砕されていた
67 号竪穴住居跡は今から 5000 年ぐらい前の住まいですが、そこは炭化物、焼土、破砕礫が
散乱する火災跡でした（図３写真及び図４左下図参照）
。
「焼土の痕跡は南壁際と東壁際に厚く堆積し、西壁近くに炭化物の集中がみられた。主要遺物
の出土状況は住居の奥壁と思われる壁際から大形石棒と打製石斧が、南西の主柱穴際からは小形
深鉢、無文浅鉢、小形石皿が、また南東の主体穴際からは大形深鉢が出土した。この石棒は被熱
大破し主体部分が東西方向に横倒し状態で出土し、細かな破片が住居全体に多数散乱していた。」
（『忠生遺跡群発掘調査概要報告書』2006.3、p.12。カッコ内数字は出土数）
しかも単なる火災跡ではない。総重量 55.7㎏、全長約 184cm の巨大な石棒が、住居内で打ち
砕かれ、その破片が散乱し、破砕屑が 928 点にも及んでいたのです。石棒には、まず叩打が襲
い、次いで烈火が見舞った。調査報告書は、
「石棒は火にかけられ、執拗に叩打破壊された可能
性」を特記しています。狭い室内でのことですから、まず叩打破壊、次いで放火という順番当で
しょう。さらに巨大石棒とともに発掘された３個の土器も細かく 211 点に破砕されていたので、
土器も叩打破壊を免れていません。
石器の方は、焼いても叩いても変質せず、原形をとどめています。
石棒は男根をかたどっていますが、ヒトの身長以上に巨大なのは驚きを禁じえません。日本
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最大の石棒は長野県佐久穂町の北沢大石棒 213cm、第２位は栃木県下久保石棒 202㎝、この２
大石棒に次いで忠生石棒は第３位にランクされます。１ｍ以上の石棒は全国で 34 本も出土し
ているそうです（中村耕作「緑川東遺跡 SV １をめぐる論点」
、くにたち郷土文化館『石棒展』
2017）。しかし、何故に、かくも巨大なのか？
大型石棒は、縄文中葉に北陸、中部高地、関東で出現していて、その後、中期後葉～後期にか
けて中部高地・関東を中心に拡がっています。ちなみに富山県氷見市大境洞窟出土の中期中葉の
彫刻石棒を見ると、長さ 95cm、最大長径 20㎝で大形。石材は砂岩で長楕円形をしていて、彫
刻があります。
「１面には、片玉だき三叉文を２段目鍔を挟んで２個向い合せに、他の３面には
２段目鍔上部にのみ玉だき三叉文を彫っている」
（小島俊彰「加越能飛における縄文中期の石棒」
『金沢美術工芸大学学報』(20)p.40、1976）
。
忠生遺跡巨大石棒の方は、「石英粒の目立つ安山岩の柱状節理素材を使用。断面形は文様がい
びつな五角形、胴下半は六角形状」。「先端亀頭部に 4 つの彫刻文様あり」
。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す。
両者は、巨大な石の製品であること、先端部に彫刻を施している点において、よく似ています。
小島論文は、加（加賀）越（越中）能（能登）飛（飛騨）における縄文中期の彫刻石棒の実例
26 例をあげて検討しています。神奈川県に隣接する町田の近辺では、中期中葉の厚木市恩名沖
原遺跡と伊勢原市下北原遺跡から彫刻石棒が出土しています（図 19）
。その他、茨城県取手市西
方遺跡、岐阜県堂ノ前遺跡、秋田県大畑台遺跡などからも彫刻石棒は出土しており、決して特殊
なものではなく、縄文中期の石棒儀礼を特徴づける祭祀具だと思われます。
中期後半、中期末～後期初頭、後期前葉以降には、石棒に彫刻は見られなくなりますが、石
棒祭祀は絶えることなく続いています。長田友也「石棒の型式学的検討」『縄文時代』第 24 号、
2013.5、）によれば、縄文中期～後期の石棒は時期的、地域的に４類に分類できるそうです。
Ⅰ類：円筒型石棒

Ⅱ類：彫刻石棒

Ⅲ類：笠型石棒

Ⅳ類：三角形

彫刻石棒は、このⅡ類に相当し、中期初頭から中期後半まで、その多くは中期中葉に出現して
います。出現地域は、中部高地・関東及び岐阜県北部を含む北陸・東北・北海道で、忠生遺跡石
棒は、その代表格です。

（２）巨大石棒とは何者か、その儀礼・祭祀は？
はじめに、石棒とは何か？

石棒の歴史を簡単に見ておきたいと思います。

石棒研究の最新の成果である國學院大學教授・谷口康浩『土偶と石棒』
（2021.12、雄山閣）
によれば、石棒の歴史は意外と新しい、土偶の発生と比べれば大形石棒の確立は 5000 年以上も
新しいそうです。
「中部・関東地方における石棒の出現期は、現在知られている確実な出土例では中期初頭五領ヶ
台式期である。長野県穴沢遺跡Ｄ１号土坑出土例（梨久保式期）
、山梨県桑森遺跡出土例が今の
ところ有頭石棒の最古例である」
（同上書 p.50）
。
五領ヶ台式期（約 5400 年前）とは、勝坂式期（約 5000 年前）の直前の時代です。桑森遺跡
出土の石棒は、2018 年に発掘されたばかり。158cm、最大幅 17cm、重量 60㎏、石棒の形は
図５のごとく円筒型石棒で、Ⅰ類：円筒型石棒に属します。
「勝坂式期は五領ヶ台式期に出現した石棒が定着し、特徴的な彫刻付き石棒をはじめ定型的な
有頭石棒が発達した最初の時期にあたる」
（同上書 p.210）
。巨大で、彫刻をほどこし、際立って
立派な忠生遺跡出土の石棒が、
いきなり石棒史の初期＝Ⅱ類：彫刻石棒に位置づけられています。
この石棒の歴史は、にわかには信じられません。とりあえず、私は、忠生遺跡出土の石棒を「巨
大石棒」と仮称し、他と区別することにします。
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図５

山梨県北杜市桑森遺跡遺跡出土の最古の有頭石棒

（資料）北杜市教育委員会村松佳幸『北杜遺跡』

石棒は、それ以後、中期後葉から後期にかけて最盛期をむかえ（柄鏡敷石住宅内で発見される
ことが多い）、晩期に衰退するという歴史をたどります。発生から消滅まで、少なくとも中期中
葉から晩期中葉まで約 2200 ～ 2300 年の長きにわたって続いています。
谷口康浩の石棒研究で、とりわけ注目されるのは、巨大石棒と、環状集落が最も発達した時期・
地域とが重なっている、即ち、石棒と環状遺跡とが密接に関連しているという指摘です。
忠生Ａ地区遺跡は、さきに見たように中央が墓域になっている環状集落です。環状集落は、中
央の環と周りの環との２つの環からなっている。２つの環の関係はどうか？
生きている人の住む集落の方は南北２つ、あるいは東西南北４つに分節している。そして、そ
の 2 ないし 4 の集落を、中央の死人の墓域環がつなぎ止める構造をしている。環状集落の空間
構成は単なる見かけ上の円環ではなく、複数の分節単位を１つの環に統一する環節的な構造をし
ている。
こうした集落の構造認識から谷口康浩は、以下のような推論を導いています。
「環状集落の検討から浮かび上がってくるのは、親族集団の組織原理に関わる祖先祭祀と、血
縁・出自の分節化に対応する空間シンボリズムの発達である。ムラの中心に集団墓を囲い込む環
状集落の空間構成には、
死者を大切に取り扱い、
記憶をとどめようとする社会意識が読み取れる。
」
（ｐ .42）
「石棒とは、同族集団に共有された祖霊観念・出自観念を物質化した象徴であり、親族社会の
統合原理としてきわめて重要な意味をもつ祖先祭祀に関係したシンボルと考えられる。
」
（p.238、
傍線引用者）
学者の難しい表現を、やさしく言い直してみます。
２あるいは４に分かれて集落をつくっている人々も、もとをただせば同じ祖先から生まれ出た
親族同胞であるという同族意識を確認・意識するためにこそ、中心部に祖先の墓をもつ構造の集
落をつくっている。死んだ祖先は、外敵からムラビトを守り、生きるすべを保障してくれる祖霊
として崇められる。祖霊崇拝儀礼は持続的に行ってこそ共同体意識を醸成・形成できる。
「こうした親族秩序の中では、埋葬は単なる死体の埋葬処理などではありえず、きわめて神聖
な祭儀であったに違いない。それはやはり、生の世界から離脱した死者をしかるべき位置へと安
置し、祖先を頂点とする社会秩序の中に再統合するための、通過儀礼としての意味を帯びている
のではなかろうか。そして、男性の生殖能力や活力を強くイメージした石棒が墓地での祭儀に盛
んに用いられたのは、それが死者を死後の世界に再生させることのできる力として信じられてい
たからだと解釈できる。親族秩序の中核にある祖霊観念とは、おそらくこうした永遠なる生殖力
8

図６

北沢大石棒（左）と中期中葉居平遺跡の「縄文の村」景観（右）

（資料）（左）フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）北沢大石棒、
（右）井戸尻考古館の『八ヶ岳
縄文世界再現』
（1988.11、とんぼの本、新潮社）

の主あるいは行為者であり、石棒とはまさしくこのような祖霊観念の象徴的表現であったと考え
たい。」
（谷口康浩『縄文時代の社会複雑化と儀礼祭祀』p.167、
2017.3、
同成社。以上傍線引用者）
私はここから推して、とりあえず石棒祭祀・儀礼が環状集落中心部でおこなわれたであろうと
考えたい、そして石棒祭祀・儀礼の司祭は現ムラオサであったと仮定したいと思います。
巨大石棒を環状集落中心部に直立させるという儀礼・祭祀を最初に描いたのは、実は、縄文中
期農耕を提唱した藤森栄一（1911-1973）です。藤森栄一は長野県佐久穂町出土の日本一の北
沢大石棒（図６左）を例にとって、縄文中期の長野県南信濃地方や東京多摩地方発掘の巨大石棒
について考えています。
「これは一軒の竪穴内などには到底持ちこめるものではなく、集落共同の場におかれたもので
あることは疑いない」
「いまこそいずれも原位置を確認できないが、いずれも縄文中期〔中葉〕
の大遺跡で、大きさからいっても、集落共同の祭祀の対象ということがうなずけると思う。
」
むろん、巨大でない石棒、住居址内で発見される立石・石棒もあって、居址内立石・石棒の方は、
この約 500 年後の、曽利期（中期後葉）に石棒が屋内に持ち込まれるようになった結果、発展
したもの、つまり①中期中葉に中央墓壙での巨大石棒祭祀が行われていて、次いで②中期後葉に
至って竪穴住居内での石棒祭祀が行われるようになったと見ています（
『藤森栄一全集』第９巻、
pp.107-116、1979.3、学生社）。藤森栄一の強い影響下にある井戸尻考古館編『八ヶ岳縄文世界再現』
（1988.11、とんぼの本、
新潮社）には、富士見町居平遺跡の調査報告書にもとづいて、縄文中期後葉の「縄文の村」が描
かれています（図６右）。中央広場の墓群を取り囲んで竪穴住居、高倉（掘建柱建物）等が同心
円状に立ち並ぶ、典型的な環状集落です。あくまで想像図ながら、村の中央部を見ると、中心部
に柱が立っています。柱は３種類、①大きな柱の上部左右に羽らしきものを付けた柱（墓標柱、
３本）
、②大きな柱だけのもの（２本）、③ 4 本ないし６本の小さな柱。このうち②が巨大石棒
のように推察されます。
藤森栄一の教えを受けた長崎元広は、もっと豊かなイメージをめぐらしています。
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「石棒は男根を象徴しており大地に突き刺し天に向かって樹立された様は強くたくましい生命
力を示す。しかも、
ものを生み出す神秘なエネルギーを秘めている。その意味で石棒を生殖の神、
増殖・生育の神の憑代とみることができる。こうして石棒は神格化され、それに祈りを捧げるこ
とにより食糧の増殖、
農作物の増産、
人々と村落の繁栄がもたらされる。
」
（
「天の御柱めぐり」
『雑
木林』第 26 号、2015.12.7、ｐ .9）
忠生遺跡で耕作が行われていて、それを食べて生活が成り立ち、何らかの作物の稔がいつまで
も続くように祈願するマツリが中央広場で催されていたかどうか？

こうした石棒が樹立したム

ラの風景はにわかには信じられず、改めて詳しく点検する必要があります。
気がかりなことは、石棒を農耕祭祀、地母神信仰のシンボルと見る観点が、谷口康浩によって、
きっぱり排除されていることです。
「石棒の性格を農耕や狩猟といった生産の問題に関連づけて理解する明確な根拠は、筆者には
見出せない。それはやはり、親族秩序の強い社会構造と結びついた祖先祭祀や死の儀礼という文
脈において理解すべきである。
」
（同上書、p.80）
いかにしてメシを食うかという切実な「生産の問題」が、何故に中央広場での祖先・祖霊崇拝
儀礼と関係ないのか？

生の裏側が死で、生と死は直結しています。忠生遺跡Ａ１地区の中央

185 号土壙からは翡翠大珠と土器片 5 が出土、またＢ１地区中央土壙からは完形石匙が２点出
土しています。これらは
「石棒と農耕を関連づけて理解する明確な根拠」
とはならないだろうか？
この谷口康浩説も、にわかには信じ難い。
巨大石棒を中央広場に立てて儀礼・祭祀を行っていたという見方に対して、
「石棒の樹立を認
めず」という説もあるようです。藤森栄一も認めているように、中期後葉に至ると、石棒が住居
址内で発見される例が多くなる。石棒が小型化して、屋内に持ち込まれるようになってくる。石
棒研究家の山本暉久の説くところを聞いてみます。
「中期後葉を中心として住居内出土石棒事例をみると、住居使用時になんらかの理由により石
棒が住居内に取り込まれ始めたことを示しているといえよう。この時期、石棒に限らず、個別の
竪穴住居にはいくつかの室内祭祀をうかがわせる現象が捉えられるようになる。その代表的存在
は、出入口部に埋設された埋甕であるが、ほかにも出入口部にこだわらず竪穴住居空間に逆位に
埋設された埋甕（倒置埋設土器）が、しばしば底部が穿孔された状態で検出されている。これら
の用途は、出入口部埋甕は幼児埋葬、伏甕（倒置埋設土器）のうち大形のものは、再葬棺墓とし
て用いられた可能性も考えられる。
」
「このほか、床面には、その多くが胴下半部をすり切って倒
置状態で置かれた土器、
（倒置深鉢形土器）もしばしば認められる。廃屋墓にかかわる甕被葬の
可能性も考えられるが、廃屋墓葬を含めた住居廃絶にともなう儀礼的な行為の結果であったもの
と解釈すべきではないかと思われる。」（山本暉久「住居跡出土の大形石棒について」p.136。傍
線引用者）
これは、忠生遺跡の巨大石棒とは時代が大きく異なり、中期中葉の次の後葉に続く中期末葉（曽
利形式）の話ながら、やはり、にわかには信じられません。石棒はあたかも廃絶・破壊されるた
めに、この世に存在していたかのようです。
また、燃焼によって破壊されたあと、石棒は転用されることもあるらしい。廃品活用というこ
とか。鈴木素行（㈶ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社）によると、その典型が忠生遺跡Ａ
地区 119 号住宅址からから出土しているそうです。聞き捨てならないことで、詳しく検討して
みなければなりません。
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（３）石棒に随伴して出土した石器、土器の特徴
石棒の歴史と研究動向のポイントを見たところで、忠生遺跡Ａ地区 67 号に立ち戻って、細部
に立ち入り、石棒に随伴して出土した発掘物――石器と土器とを点検してみたいと思います。
石器は表 3、土器は表４の如くです。主要な土器３点と石器４点は図８、図９にあります。図
８カラー写真は左から小型土器、深鉢、浅鉢。図９の石器実測図の番号と表の番号は対応させて
あります。図 10 が雄々しき巨大石棒の実測図です。
まず石器について。打製石斧、石匙、敲石、磨石、石皿の 5 種の石器は、生活実用品でしょう。
調査報告書において打製石斧（図９の 67-1、67-2）とされている道具は斧ではない。これは
土起しの鍬です。
「斧」を「フ」の字形枝の又先に紐で縛り付けると、図７Ａのごとく鍬になり
ます。打製石斧に対して磨製石斧の方は斧と見られ、立ち木を倒し、加工工作する作業に使われ
表３

巨大石棒とともに出土した石器

石器種類
1. 打製石斧

遺存状況
完形

長・幅・厚・重
13.2cm、5.4㎝、2.1cm、202 ｇ

石材
ホルンフェルス

2. 打製石斧
3. 石匙
4. 敲石類
5. 敲石類
6. 敲石類
7. 磨石類
8. 石皿類

完形
基部一部欠
完形
完形
完形
完形
完形

21.0㎝、6.0cm、3.0cm、529 ｇ .
7.9㎝、6.9cm、1.2cm、 63 g
6.7㎝、7.9cm、4.5cm、 278 g
12.1cm、11.3cm、4.6㎝、712g
11.9cm、5.1cm、2.8㎝、287g
10.6cm、8.3cm、6.5㎝、824g
22.7cm、19.5cm、6.1㎝、3446g

中粒凝灰岩
細粒班レイ岩
細粒凝灰岩
変質ドレライト
細粒凝灰岩
変質安山岩
富士玄武岩

備考

全体に磨り面。下端に敲打痕
掻出し口あり

（資料）
『東京都町田市忠生遺跡 A 地区（Ⅲ）』2011.3、p.46

表４

巨大石棒とともに出土した土器

土器種類
噐高・口径・底部
文様・特徴
深 鉢（ 口 縁 部 ～ 44.2 × 26.7 × 12.3cm 波頂部４カ所の波状口縁。刻目文付加隆帯の懸垂４条による４単位区画文。
底部）〔図２ 中
口縁部下半は刻目文付加隆帯の重三角形区画文と、一対の渦巻隆帯文・円形
央〕
文を配する。区画内に沈線縁取り、三角押文・三叉文・縦位沈線（円形文内）
を描く。胴部は地文縄文 RL を施す。２本沈線の区画縁取りと横位の仕切り
による縄文帯３段。
小 型 土 器（ 略 完 16.0 × 8.6 × 6.4cm
口縁部上のトグロ状渦巻文から下がった把手１カ所と J 字状隆帯文を配する。
品）〔図２ 左〕
刻目文・沈線文・刺突文を付加する。頸部に横位の矢羽根文付加隆帯１条と
胴部に撚糸文 L を施す。
浅鉢（完形）〔図 11.4 × 20.1 × 10.0cm 無文。内外面に赤色塗彩がわずかに残る。焼成黒班を広く残す。
２ 右〕

（資料）
『東京都町田市忠生遺跡群発掘調査概要報告書』2006.3、pp.7-8、pp.12-13

(A)

図7

石斧と石匙との着柄方法及び石うすと磨り石
(B)
(C)

（資料）
『長野県富士見町史
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上巻』1991.3、p.219、p.222、p.228

図８

忠生遺跡 67 号住居址出土土器

（資料）
『東京都町田市忠生遺跡Ａ地区（Ⅱ）
』口絵、2010.3

図９

町田市忠生遺跡 67 号住居址出土の石器実測図

（資料）『東京都町田市忠生遺跡Ａ地区（Ⅲ）
』ｐ .102、2007.1
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図 10

町田市忠生遺跡 67 号住居址出土の石棒実測図

（資料）
『東京都町田市忠生遺跡Ａ地区（Ⅲ）』ｐ .103、2007.1
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図 11

忠生遺跡Ｂ 1 地区

中央土壙ピット１の石匙出土状況

（資料）町田市立博物館編『忠生遺跡――町田市最大遺跡の発掘と成果』ｐ .77 2013013

たと見られますが、何故か、磨製石斧はここには見当たりません。
石匙（表３及び図９の 67-3）とは何か？

石匙とは、
「天狗の飯匕（めしがい）
」という珍妙

な俗称が流用されていますが、冗談ではない。石匙は万能ナイフあるいは獲物解体の皮はぎと見
るむきもありますが、黒曜石製は除外して、堆積岩や変成岩を素材としたものは、狩猟具ではあ
り得ない。
石匙に関して特筆しておきたいのは、隣のＢ１地区環状集落（中期中葉勝坂期 41 軒、後葉加
曽利Ｅ期８軒）の中央墓壙出土品です。このＢ１地区の「ヘソのような意味合いをもつ」ピット
１中央墓壙には図 11 のごときものが埋まっていたのです。
「Ｐ１の規模は長径 45cm、短径 40㎝の略円形で、底面は丸底状で深さは 12㎝程度である。
完形の石匙が覆土上層から２点出土した。縦型はホルンフェルス製、
横型は緑色凝灰岩製である。
出土地点からみてもデポの可能性が高い。
」
（
『忠生遺跡

Ｂ地区（Ⅱ）
』2011.3、P.8）

石匙は、図７(B) のごとく藤などしなやかな材質のもので、ぎゅっと巻き込で柄を着けます。
Ｂ 1 土壙出土の２つの石匙のうち、右上の石匙に柄を装着すると図７(B) 右と同じく、雑草をかっ
さらう草取具となります。右下の石匙の方は、柄を装着すると図７(B) 左と同じく、右利きの人
が使う傾斜地用の草取器となります。つまり石匙は草取具の刃先なのです。これは実験考古学
によって見事に論証されています（小林公明井戸尻考古館元館長『富士見町史

上巻』1991.3、

pp.220-222、 な お、 井 戸 尻 考 古 館 HP の 論 証 写 真 https://userweb.alles.or.jp/fujimi/idojiri/
ido004.html を参照のこと）
。
石皿とされているのは石臼です。磨石類は磨り石に他ならない（図７写真Ｃ）
。忠生遺跡の石
皿には掻出し口があって、磨石は全体に磨り面、下端に敲打痕がついています。石皿のくぼみに、
堅果類や稗、黍、粟、蕎麦などを入れ、磨り石で円運動を行うと殻が砕け実が分離する、殻をプー
と吹き飛ばしてさらに力を込めて円運動を行えば製粉も可能です。
なお、町田市教育委員会川口正幸は、自身名の論文で「異なる器種の土器と大形石棒の対応物
としては小ぶりな石皿をともなう」と特記していますが（
「東京都町田市忠生遺跡Ａ地区出土の
大型石棒」、谷口康浩編『縄文人の石神』所収 p.163）
、これは事実誤認！

この石皿には、ちゃ

んと磨り石がセットされている。
「石棒を男性、石皿を女性の象徴とみなし、この一対の関係を
性交の隠喩的表現と解釈」というような一般論に引きずられて、自身で掘り出した個別具体例を
まげてはならない。縄文中期中央の大形石棒は、先端部に女陰の象徴と見られる彫刻を配してい
て、それはまた「交合形石棒」とも呼ばれています。
出土石器を見渡すと、あるべきものが無い。石鏃――弓矢の矢じり（鏃）
、或いは槍の先に使
14

図 12

忠生遺跡Ａ地点とＢ地点、Ｄ地点及び木曽中学校遺跡の位置

注：上記地図中の番号のうち縄文時代遺跡を番号順に記す。中期遺跡は（中期）と注記。３＝山王平
遺跡、５＝木曽中学校用地内遺跡（中期）、10 ＝木曽森野遺跡、11 ＝木曽森野南遺跡（中期）、13 ＝
梁田寺南遺跡。赤丸はＡを中心にして内円半径 500 ｍ、外円半径 1000 ｍ。
（資料）
『忠生遺跡群発掘調査概要報告書』2006.3、p.2

われたと見られる石製品です。石鏃は黒曜石製の場合が多く、ナイフ、槍に相当し、主に狩猟具
です。忠生遺跡では巨大な黒曜石原石が出土していて、黒曜石製品が多用されていたことは疑い
ありません。しかし、67 号住居からは石鏃は出土していない。中央土壙の出土品を見ると石匙
が６土坑から６つ出ているが、石鏃は皆無（忠生遺跡Ａ地区（Ⅰ）pp.72-74）
。これは、狩猟具
よりも耕作具の方が、忠生ムラの生活にとって際立って重要であったことを証しています。
次に土器類はどうか？

これも生活実用品だと思われますが、何に使われたものか？

深鉢は

食べ物を煮炊きするための鍋として、また物を保存しておくための容器として使用されていたで
しょう。この深鉢は胴長で、
噐高・口径が 44.2㎝× 26.7㎝。日々の煮炊きに使われたとは思われず、
保存容器の可能性が高く、この容器から堅果類や穀物など食料品を取り出し、石皿にもっていく
貯蔵容器と想定されます。
浅鉢は、間口が広く底が浅いところから、底が見通せる液体の容れ物ではなかろうか。内外面
の赤色塗彩はベンガラ（赤色酸化鉄）による塗彩です。とりあえず、人の生気をつなぐ水、穀物
を育てる水、神前に供える水、即ち神水の容器と想定しておきましょう。
難問は小型土器です。間口は小さく、胴部がくびれていて、表面は装飾過多です。蜷（にな）
状渦巻文から下がった把手１カ所と J 字状隆帯文を配し、刻目文・沈線文・刺突文を付加し、頸
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部に横位の矢羽根文付加隆帯１条と胴部に撚糸文を施しています。よほど重要、貴重なものの容
れ物と思われます。調理するとすれば塩水・調味料の類か、それとも陶酔しカミの世界に近づく
ための酒壺か？

ここでは仮にカミと直来（ナオライ）するための酒壺だと見ておきます。

石棒に随伴して出土した石器、土器はほぼ以上のごとくですが、いずれも縄文人の生活にとっ
ての必需品です。しかも消費生活品というよりも生産生活品に偏っていることが肝心です。狩猟
用具、採取用具は数少なく、耕作用具及び穀物加工用具が目立ちます。
気候的条件に恵まれた勝坂期にふさわしく、掘立建物址も出土しています。忠生遺跡Ａ１地点
から境川をわずか 1.2km さかのぼった隣のＢ１地点の環状遺跡（中期中葉）では、竪穴住居址
40 軒、掘立柱建物址５棟などが発掘されています。掘立建物址というのは高床式の倉庫であっ
て、耕作収穫物を保管するための倉に他ならない。
また A １遺跡中央土坑では「貯蔵穴」と思しき大規模な穴ぼこが 30 基以上出ています。これ
はヤマイモ、サトイモなどイモ類の貯蔵穴と推定されます（図 13 参照）
。Ａ１地点の境川方向
に隣接する木曽中学校遺跡（中期中葉）からは本物そっくりのクルミ型土製品が出土していま
すが、これはクルミが栽培され成木責めという呪術的な豊作祈願が行われていた証拠です（図
14）。150 号土坑覆土からはクリとクルミの微小な炭化材が多量に検出されています。
忠生遺跡Ｂ地点から出土し、「町田市指定・登録有形文化財」となっている「深鉢形土器」
（中
期中葉）は逸品です。この土器を注意深く観察すると、天地の下から４分の３、上から４分の１
ほどのところ左右に、櫛型の文様が走っています。この縦文様バンドによる胴部のくびれは、上
から差し込んだ簀の子を止め支えるストッパーの役割を果たせます。水を簀の子まで注いで、簀
の子の上の根菜類、穀物を蒸しあげることができる蒸し器、煮沸噐に他ならない。複雑な装飾を
ほどこしているのは、
日々の煮炊きの実用品ではなく、
カミに収穫物を調理して献ずる役割を担っ
ていたからでしょう。
また、Ｂ 地区１号住居址からは有孔鍔付土器土器（中期中葉）が出ています（図 15）
。これ
は酒造具です。台湾総督府民政部事務嘱託・伊能嘉矩の明治 32 年復命報告書には、ブヌン族の
酒造法が紹介されています。
「酒は粟または米を舂（つ）きて粗粉とし、粥状に炊き、その一半
を或る器に分ち、これを口中に噛みて唾液を和し、他の一半に和して、甕中に充ちて、口に獣皮
を覆い、醸成す。三、四日にして即ち発酵す。発酵後、籐製の濾酒籃（ろしゅかご）にて濾（ろ）
し糟を去りて飲用す。
」
（伊能嘉矩『台湾蕃人事情』1899.1、p.34）
有孔鍔付土器には太鼓説がありますが、この出土品のバランスを崩した醜い形では、皮をピン
と張れず、太鼓は鳴らない。酒は縄文の世で、陶酔しカミの世界の入るための神薬に他ならない。
ともあれ、石棒のほか石器、土器の断片が散乱した 67 号住居は、主柱４本の円形竪穴住居です。
4.2 × 4.0 ｍというスペースから推して、多人数は住めない、恐らくムラオサ夫妻を中心とする
核家族の住まいだったでしょう。住居入り口は南で、少し西にずれている。中央北寄りに石で囲
んだ炉址がある。石棒が倒れていたのは、炉址と北壁（奥壁）との間の壁寄りです（図４参照）。
「主要遺物の出土状況は住居の奥壁と思われる壁際から大形石棒と打製石斧が、南西の主柱穴
際からは小型深鉢（２）
、無紋浅鉢（３）
、小形石皿が、また南東の主柱穴際からは大形深鉢（４）
出土した。」
巨大石棒は、「倒壊した状態で奥壁側から出土した。主要部は床面に密着している部分と数㎝
浮いている部分とがある。
」
「断面形は文様部分がいびつな五角形、胴下半は六角形状であり、床
面に密着していた面の文様はひび割れが僅かしかみられず、倒れた状態のまま露出面だけが破砕
された可能性が高い。
」
（
『忠生遺跡群』p.12）
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図 13

貯蔵穴と思しき忠生遺跡 A 地区 168 号土坑

（資料）『忠生遺跡 A 地区（Ⅰ）
』p.201、2007.3

図 14

忠生遺跡Ａ 地区隣接の木曽中学校遺跡出土のクルミ形土器

（資料）町田市教育委員会社会教育課編『発掘された町田の遺跡』ｐ .22

図 15

忠生遺跡Ｂ 1 地区 19 号住居址出土の土器（町田市指定有形文化財指定）

（資料）『忠生遺跡

図 16

Ｂ地区（Ⅱ）
』2011.3

p.57

忠生遺跡 B 地区１号住居出土の有孔鍔付土器（中期中葉）

（資料）
『忠生遺跡――町田市内最大遺跡の発掘と成果』2013、p.79
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（４）忠生遺跡Ｄ地区の、もう一つの石棒儀礼跡をどう見るか？
忠生遺跡Ａ１地点概念図（図１上）において、勝坂期の竪穴住居址 24 軒中の 15 軒が火災住
宅です。しかも、うち床面まで確実に焼けているものが６軒にのぼっています。火災の原因は失
火ではなく、放火だと疑うに足る異常火災率です。
第 67 号住居は放火による火災であって、しかも、単なる火事でない。石棒、石器、土器のほ
かに竪穴住居そのものが壊され・焼かれているのは、
「何らかの祭祀」が営まれた跡にほかなら
ない。人の生活にとって最も重要な食と住との重要用具、
いわゆる「第一の道具」がワンセット、
それに衣食住とは直接関係のない「第二の道具」である巨大石棒が共に火をかけられ破滅されて
いるのです。明らかに、火を使った儀礼・祭祀です。
実は、忠生遺跡では、Ｂ地区の東北隣のＤ地区（図 12 参照）から、もう一つの完形の石棒と
その儀礼・祭祀跡が出土しているのです。こちらの石棒は長さ 54.5cm、幅 8.5cm、厚さ 7.1cm、
重さ 4800g。住居内から発掘されたもので、彫刻はなく、
「巨大」ではないが、決して小さくない、
大型です。但し、時期は大きく異なる。同伴土器は中期末葉（曽利形式）で、今から約 4000 年
位前。Ａ地区 67 号巨大石棒は約 5000 年前ですから、ざっと 1000 年を経ています。石棒祭祀
が永らく続いていたのです。この石棒は長田友也の分類によれば、
「Ⅲ類

笠型石棒」に相当し、

A 地区 67 号巨大石棒とは形式を異にしています。
この石棒が掘り出されたのは、図 17 のごとき屋内、竪穴住居の床に、平石を敷き詰めた、い
わゆる敷石住宅内です。敷石住宅は柄の付いた鏡（柄鏡・手鏡）のような形をしていて、柄の部
分が出入り口、奥の住居中央には石を組んだ炉があり、床は石を敷き詰めていて、土床でない、
いわばモダンな住宅です。この家が劫火に見舞われていた。
敷石範囲の外側から壁際にかけて環状に近い状態で焼土が床面直上から分厚く（10 ～ 20㎝）
堆積しており、焼土中から石棒、注口土器、石皿、深鉢形土器、大玉石が弧状に配置された格好。
出入口附近での焼土中からは片口の異形土器が出土した（図 17 下写真。ここに大玉石（丸石）
は写っていない）
。
「３種類の土器は其々底部、胴部、口縁部のいずれかが意図的に打ち欠かれており完形品はない、
石棒も頭部と胴部の一部が意図的にうち欠いてある。明灰色の安山岩製で頭部は二段造り、胴部
両面には長軸方向に扁平面が見られる。石皿は長軸片側が途切れたような格好であり、打ち欠か
れた可能性がある。硬質で使用された凹面は強い光沢が残されている。
」
（
『忠生遺跡 B 地区（Ⅱ）』
2011.3、ｐ .15）
石棒、注口土器、石皿、深鉢形土器、大玉石が総て「意図的に打ち欠かれ」ており、さらに火
に曝されている。――これはＡ地区 67 号住居址巨大石棒の火災現場に非常によく似た情景です。
実は、この２つの石棒祭祀は同じで、ともに「廃屋儀礼」だという山本輝久（昭和女子大学大学
院教授）の見立てがあるのです。
廃屋儀礼とは聞きなれないコトバですが、廃屋墓は専門事典には出ています。
「廃屋墓

竪穴住居などで住まいとして第一義的な用途が了したのち、遺体を葬る墓として再

利用したものをさす。……廃屋墓の典型としては千葉県向台貝塚 22 号住宅跡があげられる。床
面を覆う堆積土層中から９体の人骨が出土」
（戸沢充則編『縄文時代研究事典』p.152、1994.9、
東京堂出版）。
廃屋儀礼は、この廃屋墓からの派生語でしょう。Ａ地区 67 号住居址もＤ地区住居址にも人が埋
葬されていたという形跡は全くなく、廃屋だけがある。廃屋儀礼なるものの主役は「廃屋」
、即ち
竪穴住居を廃絶するに当たっての儀式で、いわば竪穴住居というモノの葬儀、廃屋の葬式らしい。
具体的な事例として、縄文中期後葉の東京・神奈川の７遺跡が検証されていますが、忠生遺跡
18

図 17

忠生遺跡Ｄ 地区・中期末葉敷石住居における石棒祭祀跡と主要遺物

（資料）（上）『忠生遺跡

Ｂ地区（Ⅱ）』巻頭図版２、2011.3。
（下）町田市立博物館『忠生遺跡』p.83、2013

Ｄ地区の石棒祭祀跡もそれら７遺跡の祭祀跡とピッタリ、柄鏡型敷石住宅内の石棒・土器・石皿
などが散乱した火災現場です。
「そこでは石棒が儀式行為のなかで重要な役割を果たしているが、石棒だけにとどまらず、土
器や石皿・磨石・凹石・丸石などや倒置深鉢形土器なども用いられて廃屋儀礼が行われているこ
とから、その背景には住居を棄てるにあたって、家を火により浄める意識があったと考えられよ
う」。「火を受けながら、
浄められる石棒という住居内石棒祭祀の姿が浮き彫りにされて来る」
（前
掲『住居の廃絶と儀礼行為』p.243、p.238）
その一方で、忠生遺跡Ａ地区の巨大石棒の方は、以下のように見られています。
「住居廃絶に伴い、
石棒を用いて火入れ行為を行った廃屋儀礼の結果と見なすべきであろう」
「中
期大形石棒は、とくに勝坂式期の段階では屋外に出土する事例が多いことを考えると、時期的に
みてきわめて珍しいものといえる」
（p.241）
即ち、中期中葉の忠生遺跡Ａ地区 67 号住居址も廃屋儀礼！

時期が違い、
「きわめて珍しい」
「先

駆的な様相」ながら、廃屋儀礼は廃屋儀礼。
その間、1000 年も、火を受けながら浄められる石棒廃屋儀礼が続いていたということらしい。
石棒の歴史的変化を追究する研究をしている途上で、
こう言わざるを得ないのは皮肉なことです。
ちっとも変っちゃいない。しかも、その一方では、
「中葉段階の住居址内出土例は少なく、石棒
19

祭祀の主体は、この時期、屋外で執り行われていたものと思われる」
（p.238）と言っています。
◇中期中葉、石棒祭祀の主体は屋外で執り行われていた。
◇忠生遺跡Ａ地区 67 号住居址は、住居廃絶に伴い、石棒を用いて火入れ行為を行った廃屋儀
礼である。
この両者の間に矛盾はないか？
「廃屋儀礼」なる住居の葬式の存在は曖昧です。廃屋だけが、何故に人並みに昇格し、その葬
儀が行われなければならないのか？ 「住居を棄てるに当たって、
家を火により浄める意識があっ
た」（p.243) とは、何を意味しているのか？
「浄火」とは、動詞なら「火で浄める」
、名詞なら「神聖な火」
、民俗例なら小正月の御札、御守、
破魔矢、熊手、注連縄、正月飾、神棚、榊、神棚などを燃やす火の神事である「御焚き上げ」を
指す。小正月でなければ、民間行事として、動物――例えば貝、イルカ、鰻、馬など、モノ――
筆、針、箸、人形、ダルマなどを焼く「御焚き上げ」も営まれる。
「家を火により浄める」とは、
家の「お焚き上げ」ではないのか？

そこでは、家と一緒に、石棒、土器、石器なども「お焚き

上げ」されている。
この日本民俗の「お焚き上げ」は、アイヌに伝わる「物送り」
「家送り」に酷似しています。
アイヌの「物送り」
「家送り」は、このすぐ後で詳しく見ますが、葬儀に際して故人のタマシイ
と一緒に、故人の愛用品のタマシイをあの世に送ってやる儀礼・祭祀で、そのなかには故人の家
も含まれています。

（５）この世の家をあの世に送るアイヌの「家送り」
Ａ地区 67 号住居址石棒祭祀跡と、Ｄ地区石棒祭祀跡を見ての私の第一印象は、どちらもアイ
ヌの「家送り」と、よく似ているな！

でした。

熊の魂をあの世に送り届けるアイヌの熊祭（イオマンテ）は有名です。アイヌ語で、
イは「物」、
オマンテは「送る」で、イオマンテは「物送り」の意、熊祭は「熊送り」です。アイヌは熊だけ
ではなく、ありとあらゆる「物」をこの世からあの世に「送る」。古くから知られているアイヌ
の風習に、人の死に際して、家をも、あの世に送るという祭祀があります。
「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〔1726-1789〕
「東遊記」）。
立松懐之は平賀源内と親しく、1783 年（天明 3 年）から翌年、松前と江差に滞在し、アイヌ
の風俗や蝦夷地の風土についての見聞を記した奇人ですが、
これが家送りを記した嚆矢でしょう。
他に江戸時代の「家送り」の存在証言が複数あります。
「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」1739）
「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」1855）
。
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
禁じる命を下していますから、人の死後、家を焼払う風習がアイヌ世界で広く行われていたことは、
公的に証明されている。無論のこと、
「文明開化」とともに、この風習は衰亡、消滅に向います。
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.G.
マンロー（1863-1941）です。
「＜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す。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。」（『アイヌの信仰とその儀式』ｐ .202、原著 1968、小松哲郎訳、
20

2002.9、国書刊行会）
もう一人は聖公会宣教師の Ｊ . バチェラー（1854-1944）です。
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。
」
（
『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）
二人の英国人は、老女が亡くなった時の儀式としていますが、男でも女でも家送りをするの
だと洞察したのは、金田一京助（1882-1971）の教え子の寺久保逸彦（1902-1971）です。
「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。
」
（
『アイヌ民族
の宗教と儀礼』
（
『寺久保逸彦著作集１』pp.232-33、2001.12、草風館）
葬式がすんでから行われる儀礼としての家の焼却は、アイヌ語でチセ・ウフイカという。寺久
保逸彦が洞察した、その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。
」
（アイヌ文化保存対策協議会編『アイヌ民族志』
p.521、1970.4、第一法規社。傍線引用者）

（６）
「残存」という宗教学の思考方法
アイヌの「家送り」
「物送り」は、18 ～ 19 世紀未開社会の風習らしい。アイヌ社会は、歴史
的には 13 世紀以後しかたどれず、それ以前には、擦文文化、続縄文時代という茫漠とした長い
未開社会に融け込んでいます（図 18 参照）
。アイヌの「家送り」「物送り」と縄文社会の歴史的
関係は不明です。宇田川洋『イオマンテの考古学』
（1989、東京大学出版会）によれば、仔グマ
を飼って殺して送るというクマ祭も意外に新しい。
「クマの頭骨を送ったと見られる狭義のイオマンテは、現在までの資料では 18 世紀以降しか
認められない。ということは「新アイヌ文化」のはじまりのころから ” 仔クマ飼育型クマ送り ”
というスタイルが確立したような感じを与える。
」
「古記録に見られるクマ送りのイオマンテ儀礼
の確立は 18 世紀以降らしい。」「18 世紀末に狭義のイオマンテが記録されるにいたったとみて
よい。よってイオマンテの確立は 18 世紀後半のころと考えられるのである。これと考古学上の
史料を考えあわせて、おおむね 18 ～ 19 世紀にかけての時期にその確立年代を設定しておきた
い。」（同上、p.101）
『イオマンテの考古学』の探求も、
この年代の問題に直面しています。しかし、
アイヌの「家送り」
「物送り」は、縄文時代から続いてきた可能性がないわけではない。人の生と死、この世とあの
世の関係についての考えを基とする葬送儀礼は極めて保守的なものがあり、永らく、神代の昔か
ら続いてきた風習であったかも知れない。
日本「本土」の民俗のなかには「家送り」
「物送り」に通じる風習が少なからず残存しています。
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図 18

本州・北海道の文化対比

（資料）藤本強『北辺の遺跡』p.22、1979.4 、教育社歴史新書

家を焼く風習では、「どんど焼き」とか「三九郎」
「左義長」
「道祖神祭」とかいう小正月の行
事がある。葬儀では、出棺に際して故人の使っていた茶碗を叩き割り、ホトケに持たせてやる。
また、「野辺送り」は遺骸を埋葬地まで運び送ることを意味する。ヒトの死に際しては、
「逆さご
と」が演じられる。通夜は、この世の夕方、あの世の朝。死装束は右前ではなく左前、足袋は左
右逆、ふとんは天地逆さ、屏風も逆さ屏風、湯灌のお湯は「逆さ水」
。
こうした「本土」の風習を、どう見るべきか？

民俗学的には、アイヌの儀礼は、元あった原

型を比較的完全な形で保持しているもの、
「本土」の儀礼はその原型が崩れ、その多くを失い、
その一部を辛うじて断片として残しているもの、と見ることができるでしょう。
そもそも「家送り」「物送り」はアイヌ民族だけの、アイヌ固有の風習か？

オセアニアを中

心とした未開民族の他界観念を民族学的に調べた棚瀬譲爾『他界観念の原始形態』という労作を
みると、葬儀に際して家を焼く事例が、紹介されています（1966、京都大学東南アジアセンター）。
「死者の家を捨てるという習俗もマライシアには広く見られる」
「遷居の習俗の報告は、ルソン
島ヌエバ・ビスヤカサ州のイロンゴット族に見られるし、ミンダナオのマンダヤ族では家を焼き
払うと報ぜられるから、後者は破却の一種であるかも知れない。
」
「ベシシ族では家を捨てたり焼
いたりし」、「ジョホールのジャクソン族でも昔は家を捨てたり焼いたりした」
。その根本的な動
機は、「死霊恐怖、死穢観念、家を死者のものとすることによって死者の他界の用に供せんとす
る観念などが考えられる」
。
棚瀬譲爾は死者の財物の破却をメラネシアで論証していますが、またマライシアでも見られる
そうです。例えば、ニコバル島のごときは、持ち運び可能なものは打壊し、家すらも壊そうとす
る。武器も破却し、供物とする。死者に対する供物や副葬品も広く見られる。
「ミンダナオのマ
ンダヤ族では、食物、槍、刀、楯、帽子、家具を奉って死霊を慰め、クラマン族では、武器、甕
を副葬し、バボゴ族では、死者所有の高価な持物とともに納棺埋葬し、墓上には食物、楯、槍な
どを奉り、マノボ族では墓上に米飯を手向ける」
。
マライシアの葬送習俗の目的は、「あの世の用に供するためといわれ、また死者がこの世に未
練を残して帰来せぬためともいわれる」
（同上、pp.665-679）
。
こういった証言を前にすると、
「家送り」
「物送り」は、18 ～ 19 世紀におけるアイヌ社会の
孤立した習俗ではあり得ない。18 ～ 19 世紀のオセアニアの少数民族の葬送儀礼と同様にアイ
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ヌ社会でも「家送り」物送り」が演じられているにちがいない。これをどう見るべきか？
アニミズム研究の祖として知られるＥ . Ｂ . タイラー（1832-1917）が『原始文化』において
用いた宗教の探求方法は、
「残存」という思考方法です。
「タイラーにとって野蛮人や未開人とは、
「原始的」段階の人類文化の「残存」を極めて多く保
持する人々であり、
文明人とは、
その多くを棄却している
（しかしいくぶんかは保持している）
人々
なのである。
」
（堀雅彦「タイラー「原始文化』の思想」
、
『原始文化』下ｐ .553）
①野蛮人、未開人の考えでは、動物や植物も魂をもっている。
「中世の哲学では、植物やそれ
より高次の有機体にも動物のような魂があると考えられていた。野菜に魂があるというのもごく
自然な発想であり、それは現在の博物学者にも忘れられていない。
」
（上 p..568）
②モノにも魂がある。
「ある比較的高次の野蛮人は、木、石、武器、舟、食品、衣服、装飾品、
その他もろもろの、私たちにとっては魂も生気もないたんなる物に、身体を離れ、単体で生き延
びられる魂があると考えている」
（上 p.570）
③ところが、人間の思想の歩みを野蛮、未開、文明といった段階に沿って探求してみると、こ
の理論の状態がしだいに実証科学に適合していっている。文明段階に入り、人々の物理科学の知
識が素朴な哲学の水準を超えるようになっても、人はまだいくらか物の魂や幽霊を信じているか
のように振る舞うが、
植物に魂があるという考え方は歴史のなかで徐々に消えていっている。
「今
日のわが国〔大英帝国〕では動物に魂があるという考え方はほとんど消滅している。
」
（上 p.593）
日本ではどうか？

行政・学校教育制度における実証科学精神の普及によって、植物、動物、

鉱物、天体などに魂があるという考えは、ほとんど壊滅しています。かろうじて、宗教や民俗等
の中に、無知蒙昧な信心として残存しているにすぎない。
しかしながら、逆に明治―江戸……古墳―弥生―縄文と時代を遡って行ったらどうか？

野蛮

度・未開度はいや増し、実証科学的精神はほとんど消滅し、ヒトの生き死のことは、アニミズム
一色に包まれていくに違いない。タイラーの「残存」という研究方法にならえば、アイヌの家送
りの記録・証言は、古代のより完全な原型を、18 ～ 19 世紀の時点で残存させているにすぎない。
アイヌの「家送り」「物送り」は、さらに歴史を遡っていったら、どういうことになるか？
古墳の埴輪のそのまた遥か先に、
「家送り」
「物送り」と並んで妻や家来、
「人」をも送るという
情景が見えて来ないでしょうか。アイヌの死者の国は、この現世そのままを再現したもので、死
者の生活はこの世の生の続きに他ならない。したがって、
「送り」の究極の姿は、この世の全て
のものを、あの世へ送ってやることになるでしょう。送りの鉄則は――この世で殺す・破壊すれ
ば、あの世において、逆に、生きる、完全なものに復活するです。
この世に確かに存在したものは、歴史モデルとすることができます。これに対して、忠生遺跡
Ａ遺跡 67 号住居の巨大石棒の祭祀現場や、忠生遺跡Ｄ遺跡の石棒祭祀現場の方は、物塊を残す
のみで、群盲象を評す状態にあります。
群盲の頭のなかは、
実証科学精神で満たされていて、
家、
物、
動物、植物、この世のありとあらゆるものに人と同じく魂があるなどとは微塵も考えていません。
縄文人のつくった石棒は、野蛮人、未開人のごとく、家、動物、植物も魂をもつと考える頭で考
えないことには、わかりっこない。己の頭を切り替え、野蛮人、未開人のごとくに、家、動物、植
物も魂をもつと考え直してみなければなりません。
以下の私の 6 つの仮説は、アイヌの「家送り」
「物送り」は、
「原始的」段階の究極の「魂送り」
の「残存」を極めて多く保持するものであり、
「本土」の民俗は、その多くを棄却している（し
かしいくぶんかは保持している）もの、という前提で成り立っています。縄文中期中葉の環状集
落ムラビトのアタマのなかは、究極の「魂送り」に近いものながら、しかし決して究極のもので
はないと思われます。
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２. 忠生遺跡における巨大石棒儀礼に関する仮説
（１）仮説１＝忠生遺跡中央墓壙での巨大石棒を使った生者のための儀礼
Ａ地区 67 号住居址石棒祭祀跡を、仮にアイヌと同様の「家送り」と見なして現場検証します。
石棒を中心とした「家送り」儀礼においては、竪穴住居は業火にさらされ破壊され、家の霊は、
その形体から遊離してあの世に行きます。土器及び石棒を含む石器は、
火にあぶられ、
叩打によっ
て壊され、その魂はこの世からあの世に向かいます。こうしてこそ、家、土器、石器は、この世
でと同様に、あの世においても死者の生活に役立つものとなります。
しかしながら、巨大石棒は、この世で何の役に立ったものか？

巨大石棒はもっぱら破壊され

るためにだけ作られてきたのではない。考古学者の石棒研究論文を見ると、そのほとんどが、石
棒の出土した現場をとらえ、観察して石棒儀礼はかくあったのだと論じています。例えば、鈴木
素行（㈶ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社）は、
「大形石棒の祭儀は婚姻儀礼に際して１
回だけおこなわれるものであり、その祭儀の後には燃焼によって大形石棒の象徴的機能が否定、
破壊される」と断定していますが、「婚姻儀礼」なるものは証拠ゼロで、100％想像です。石棒
はこの世で、燃焼・破壊されるためにだけ存在したと言っているに等しい（前掲『縄文人の石神』
p.16）。
長田友也「石棒のライフヒストリー」概念図によれば、石棒の一生は４ステージが考えられて
います（長田友也「石棒観察から読み取れること」
、前掲『縄文人の石神』p.70）
。
①製作段階――素材獲得→石棒製作
②使用段階――使用→儀礼行為など精神文化的所作
③廃棄段階――廃棄・遺棄→廃棄に伴う儀礼行為
④廃棄後段階――埋没後

発掘調査

遺跡から掘り出される石棒は、③廃棄段階にあって、打ち砕かれ、火に掛けられているものば
かり。その石棒を観察しても、廃棄に伴う儀礼はわかったとしても、廃棄される前に石棒がどの
ように使われたかは丸で明らかにならない。肝心なのは②の使用段階です。
「儀礼行為など精神
文化的所作」をこそ捉えねばなりません。
巨大石棒は、忠生ムラにおいて、
「家送り」儀礼とは別に、生きているムラビトのために何ら
かの役割を果たしていたはずです。石棒の使用価値として最も蓋然性が高く、最良の見解は、祖
先祭祀のシンボルだという以下のごとき見解でしょう。
「血縁関係の社会化に密接に結びついていたのが石棒の義礼である。石棒の出現・発達が中期
環状集落の動向と密接に関係している〔中略〕環状集落にみられる分節構造は、出自・系譜観念
の発達とそれに基づく部族社会の分節化を表しているが、出自集団がその系譜観念を長期にわ
たって継承していくことは簡単なことではない。系図や伝記などの記録が一切ない無文字社会で
は、伝承が重要な役割を果たし、それを可視化するシンボルが必要である。
〔中略〕石棒とは、
同族集団に共有された祖霊観念・出自観念を物質化した象徴であり、親族社会の統合原理として
きわめて重要な意味を持つ祖先祭祀に関係したシンボルと考えられる。
」
（谷口康浩『土偶と石棒
（pp.237-238）
この指摘は鋭く、石棒を同族集団に共有された祖霊観念・出自観念のシンボルと捉えていると
思われます。しかし、極めて思弁的、抽象的です。具体的に、同族集団に共有された祖霊観念・
出自観念を物質化した象徴としての石棒とは、どのようなものであったかを、捉えねばなりませ
ん。以下では、その具体像を考えてみたいと思います。
竪穴住居、土器群、石器群は、それぞれ、縄文社会の生活にとって必須実用的な「第一の道具」
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図 19

神奈川県厚木市恩名沖原遺跡の石棒（左）と伊勢原市下北原遺跡出土の石棒（右）

（資料）
『恩名沖原遺跡発掘調査報告書』p.23 2000.2。神奈川県埋蔵文化財調査報告 14 下北原遺跡』1977.9、p.312

です。ところが、巨大石棒は男根を象った祭祀具で、非実用的な「第二の道具」です。しかも、
この巨大石棒には彫刻が施されている。４つの◎は「女性生殖器」を表していると見られます。
単純な男女交合ではない。男根１に、女陰４。近隣神奈川県の恩名沖原石棒も、下北原石棒も、
１対４という組み合わせです（図 19）
。何故に１対４なのか？
一夫多妻制あるいは乱婚という通俗論的回答はあり得ますが、何故に４どまりなのかと問い返
すと、答えに詰まってしまいます。そこで、私は、忠生遺跡が環状集落で、中央の墓域を囲む東
西南北 4 つの集落からなっていることに関連して以下のような仮説を提示してみました。
石棒に刻印された◎は忠生環状集落に住む人々の婚姻規制を表し、究極は世代間の耕地継承利
用の規則を意味している（第 13 回論考参照）
。
男女の交合は、子づくり、即ちその社会の次世代成員の再生産を意味しています。仮に、子づ
くりが全くされなければ、社会は絶滅するしかない。あるいは子づくりが少なくなれば、人口は
減少し、その社会は縮小再生産に向かうでしょう。これは紙上の空論ではない。図１の下図の忠
生遺跡Ａ地区の加曽利Ｅ期環状集落はⅢ期で途絶えてしまい、（原因は定かではありませんが）
加曽利Ｅ期のⅣ期には無人の野と化しているのです（第４回論考）
。
男女の交合は、人間という種族及びその社会にとっては絶対的必要不可欠なものですが、兄妹
のイザナギとイザナミが近親相姦というタブーを犯してヒルコが生まれたという類の普遍的な問
題がつきまとっています。親子、
兄（姉）弟（妹）
、
従兄（姉）従弟（妹）……神話や歴史には様々
な交合が記されています。神話に抗して、人類社会には近親相姦タブーが支配的ですが、この近
親相姦タブーに縄文社会がどう対処したのか？

縄文の竪穴住居の中で、動物園の猿島のごとき

乱婚が行われたとは到底信じられません。
レヴィ = ストロース（1908-2009) は『親族の基本構造』（福井和美訳、2000 年 12 月、青弓
社）で、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
別するシステムである婚姻制度を論証しています（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る。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る。男性を中心にし
て見ると４つの半族の間で「女性の譲渡交換」が行われる。この４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、男性の周りを女性４が巡り巡る形になる。
カリエラ婚は忠生遺跡Ａ地区環状集落に当てはめることができそうです。北集落と南集落との
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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、いわゆる族外婚です。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ではないのか？
男の周りを女が廻っている、互いの集落の男が、女を交換し合っていると見ることができる。
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簡単な当てはめですが、
これを東西南北、４つの集落に拡大してみると、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ことになります。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、各集落は一つの社
会単位であったと思われます。この集落の、南集落と北集落から発掘された土偶の破片がピタリ
接合した事実に基づき、縄文後期の忠生遺跡ムラにおいてカリエラ婚が実行されていたことを考
察してありますのでご覧願いたい（第 13 回論考の「
（４）忠生遺跡ムラ土偶片接合の謎に挑む」
参照）。
石棒が人間及びその社会にとっては必須な子づくりに濃密に関連しているからには、石棒儀礼
は、絶えることなく続けてきた幾世代にも渡る前代までの偉業に感謝し、次世代成員のつつがな
き再生産を願い祈る儀式であったに相違ない。こうした儀式は、竪穴住居内に住まう個々のカッ
プル親族によっても行われ得ますが、忠生遺跡Ａ地点全体の集落民の再生産を願い祈る祭祀なら
ば、４つの環状集落の中心部、中央墓壙が所在する中央広場で行われたと見るのが順当でしょう。
総重量 55.7㎏、全長約 184cm という巨大なシロモノをおっ立てるには、室内祭祀は無理があり、
戸外の中央墓壙こそがふさわしい。185 号土坑は翡翠大珠が出土しており、初代祖霊の眠る墓
壙と推察され、忠生村ムラビトの子宝、子授け、安産祈祷の場であった可能性もあり得ます。祭
主は、代々の忠生環状集落のムラオサでしょう。
石棒に刻印された◎◎◎◎が忠生環状集落に住む人々の婚姻規制を表しているなら、その祭祀
は婚姻の儀礼に止まらない。男性は母親の兄弟の子供（交叉従妹）との成婚だけが許され、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。こ
の４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、男性の周りを女性４が巡り、食
料を耕作する土地の耕作権も、耕作者としての女性４が巡り巡ることになります。この社会の根
底を支えている継承者と、食料調達システムの根底にある土地相続権とをムラオサがムラビトに
保証し、周知徹底するためにこそ巨大石棒を使った儀礼が行われたのではないのか？
無論のことながら、巨大石棒の使用目的は、婚姻規制というような、数世代にわたるムラビト
の再生産だけに特化していたはずがない。忠生環状集落のムラビトの最も重大な関心事は何で
あったかといえば、日々の衣食住、とりわけ食の確保が切実だったでしょう。腹が減っては、１
日たりとも立ち行かない、それを１月、1 年、10 年、100 年と長期に渡って、いかにして保障
してゆくのか？

食の安定的な確保を保障するためにヒトがムレルのが、ムラであり、その行動

を指揮・指導するのがムラオサであったでしょう。
「命を保つことと命を与えること」
「食物と子どもという二つのものをこそ、季節を支配しよう
として行った呪術儀式で、なによりもまず求めようとしたのである。
」
（J.G. フレーザー、吉岡晶
子訳『図説金枝篇

下』p.20、2011.5、講談社学術文庫）

縄文時代の多種雑多な食料資源の採取獲得はどのようになされていたか？

小林達雄（國學院

大學文学部名誉教授）が考えた「縄文カレンダー」があります。
「縄文時代は、食料獲得をはじ
めとしたすべての行動を自然の移り変わりに重ねて進行させていた」
（
『縄文人の世界』1996.7、
pp.11-112、朝日新聞社）縄文人は春夏秋冬にわたり、狩猟、採集、漁撈・海獣魚、貝類・海藻
類採取で食料獲得活動に専心していて、そこでは食料生産活動＝耕作は行われていなかった、と
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捉えられています。
ところが、忠生環状集落の様相は異なっています。農耕具である打製石斧（土起こし鍬の刃先）
や石匙（草取り鎌の刃先）が中央土壙の副葬品となっているのです。高床式倉庫がある。簀の子
使用の蒸し噐や酒造噐（有孔鍔付土器）が出土している。耕作が行われていたらしいた痕跡が明
確に見られる。これは藤森栄一の中期農耕に近い集落＝ムラの様相を彷彿させます。広場に巨大
石棒を立てて共同祭祀を行なっていたという情景も、ダブル・イメージされます。耕作作物とし
ては、アズキ、ダイズ、ソバ、エゴマ、ヒエ、アワ、キビといったような作物が想定できるでしょう。
しかし、この遺跡からは、耕作作物は出土していません。大山柏（1889-1969）によって「原
始農耕」が初めて唱えられた近くの勝坂遺跡の縄文土器種実圧痕悉皆調査でも、ツルマメ（ダイ
ズ）、アズキ、シソは出ましたが、肝心の穀物――アワ、ヒエ、キビは出ていません（
「勝坂遺跡
の縄文土器種実圧痕にみる植物利用」相模原市立博物館研究報告 2019.3）
。また、八王子鶴舞遺
跡勝坂式住居跡から出土したオニグルミ、イネ、ヒエ、アワ、オオムギは、
「上層からの混入の
可能性と水洗選別作業の際の不手際の汚染の可能性も否定できない」との理由で、
「保留」され
ています（『鶴舞遺跡（八王子市 No.1029 遺跡』p.276、2009.10）
。即ち、ダイズ、アズキ、シ
ソはともかく、アワ、ヒエ、キビなど穀物が耕作されていたという、町田市近辺遺跡の直接証拠
は、いまのところない。
しかし、状況証拠は、たっぷりあります。ここでは、煩雑になることを怖れ、最近の研究成果
を示す、２冊の本を挙げるにとどめます。
小畑弘己『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）
。
佐藤洋一郎『縄文農耕の世界――DNA 分析で何がわかったか』2000.9、PHP 研究所）
。
小畑弘己は、土器に封じ込まれた植物のタネを、圧痕レプリカという方法によって同定する研
究方法を使って、縄文のダイスやアズキなどの栽培利用の実証に成果をあげています。また、佐
藤洋一郎は、プラント・オパール（イネ科植物の葉にたまるガラス成分）の研究によって、縄文
遺跡土壌からヒエ、アワ、コメなど穀類の遺物を発見しており、とりわけコメについては熱帯ジャ
ポニカ種が縄文の焼き畑で栽培されていたことを証明しています。
そもそも、
「集落は農耕の発見に先行する」
「穀物栽培と動物の家畜化が、土器の製作に先立つ」
というのが世界史の常識です（ミルチャ・エリアーデ、中村恭子訳『世界宗教史１』pp.67-68、
1916、ちくま学芸文庫）
。かくも立派な環状集落が存在するところで、作物栽培・穀物栽培がな
かったと言うのは常識にもとるのではないのか？
作物・穀物の耕作具と思しき打製石斧、石匙、あるいは脱穀・製粉具と見られる石皿、磨石な
どが忠生遺跡から多数発掘されているからには、農耕を射程に入れて、中央墓壙における巨大石
棒祭祀をとらえるべきでしょう。
小林達雄直系の谷口康浩（國學院大学教授）の最新著作『土偶と石棒』には、中期農耕（ダイ
ズ、アズキ）の容認が見られます。
「近年の植物考古学の進展には目を見張るものがある。特にレプリカ法による土器の種実圧痕
の研究がすすみ、中山誠二・小畑弘己らの精力的な研究によって、中期の中部地方でのダイズや
アズキのマメ類が栽培化されていた事実が明らかとなった。中期にダイズ・アズキの種子サイズ
が大形化し現生野生種の上限値に近づいていたことは、出土炭化種子・土器圧痕資料の検証から
も確認されている。また、集落周辺における人為的な植生改変とクリの栽培化を示す証拠も増え
てきた。関東地方西部の内陸部で打製石斧が急増した要因については、自然薯（ヤマイモ）の何
らかの人為的増殖が始まっていたとする説もある。井戸尻・勝坂文化の安定と発展は、こうした
植物栽培技術の獲得によって支えられていた可能性が強まった。
」
「井戸尻・勝坂文化を生み出し
た人々は高度な植物利用技術を獲得しており、クリやダイズ・アズキの栽培技術をも有してい
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た。勝坂系土器の著しい発達は、こうした内陸性の植物栽培文化と密接に関連していた可能性が
ある。」（同書 pp.209-210）
地母神は子供ばかりか、生者のイノチをつなぐ作物一切かっさいが、母なる大地から産み出さ
れるという呪術的信念に他なりません。生殖のアナロジーによって農耕のメカニズムを解釈し、
子孫繁栄、農耕の豊穣を祈る儀礼が行われるところとなる。即ち、環状遺跡中央墓壙における儀
礼は、男女の交わりの祝祭であるとともに、耕作の豊穣をこいねがう儀礼とならざるを得ないの
です。
ミルチャ・エリアーデ（1907-1986）は、
『大地・農耕・女性――比較宗教類型論』
（堀一郎訳、
1968、未来社）において、生殖と農耕とのアナロジカルな関係を見事にとらえています。
「農耕は植物生命の再生の神秘を、よりドラマティックな形で示すものである。農耕の儀礼と
技術に、人々は積極的に参与する。植物の生命と、植物界の聖なる力とは、もはや人間の外なる
ものではない。人はそれを駆使し、育成することによって、これに参与する。未開人にとって、
農耕は、他のすべての基礎的行為と同様に、単なる俗的な技術ではない。それは生命にかかわる
ものであるゆえに、またその対象が種子、耕されたうね、雨、植物霊にやどる、その生命の不可
思議なる生長であるゆえに、それは先ず何よりも一つの儀礼なのであった。それは原初において
すでにそうであり、農耕社会においてはつねにそうでありつづけてきている。
」
（同上 p.231）
中央墓壙には歴代のムラオサの霊がましますところでもあります。エリアーデの視野は、死者
と生殖、農耕との関係に及んでいます。
「俗的技術でありつつ、しかも儀礼でもある農耕は、死者の世界と、全く異なる二つの段階で
触れあうのである。第一のものは大地との連帯性である。種子のごとく死者もまた埋葬され、彼
らのみ達し得る大地の次元に入って行く。つぎにまた、農耕はいちじるしく多産であり、成長に
よってそれ自ら子を産むという生命処理を行う。
そして、
死者はとくにこの再生の、
創造の周期の、
そして無尽蔵の豊穣の神秘によって生かされる。大地の母の胎に埋められる種子のごとく、死者
はその新しい形態に生きるべく、その復帰を待っている。
」
（同上 p.258)
忠生遺跡中央墓壙での巨大石棒を使った生者のための儀礼は、地の実り、耕作を抜きにしては
ありえない。石棒とは、こうした意味合いにおいて、親族社会の統合原理としてきわめて重要な
意味を持つ祖先祭祀に関係したシンボルと考えられるのでないか？
では、石棒が何故に巨大化したのか？

真脇遺跡などに見られる巨木遺構や、宗教学者がいう

世界木＝聖木が思い浮かびます（
『エリアーデ著作集２

豊穣と再生』
「第８章

植物――再生の

象徴と儀礼」）
。だが、ここでそれを論じる余裕はないので、伊邪那美命（いざなみのみこと）が
巡った天御柱（あめのみはしら）という大きな柱を指摘しておくに止めます。
「天の御柱の周り
を廻る儀礼は、
作物の豊穣祈願として行われた、
民間の宗教的儀礼に由来するものとされている。」
（次田真幸『古事記

全訳注（上）
』1977.12、pp.43-44、講談社学術文庫）

（２）仮説２＝忠生遺跡におけるムラオサ死去に伴うモノ送り儀礼
アイヌの「家送り」は、人の死に伴うものでした。人死すれば、その家をも、調度をも、皆焼
捨てる。仮に、縄文中期中葉の忠生遺跡 67 号竪穴住居での生活が近世アイヌの生活に近似して
いると仮定し、アイヌの「家送り」モデルに範をとるならば、忠生遺跡 67 号竪穴住居跡の火災
現場は以下のように想定されるでしょう。
人が死んだ――死んだ人は誰か？

ただのムラビトではない。生前に石棒祭祀を主宰した司祭、

忠生村の旧ムラオサであろう。旧ムラオサのタマシイをあの世に送ったのは誰か？

忠生村の新

規後継ムラオサでしょう。後継ムラオサは、旧ムラオサのタマシイをあの世に送る儀式、即ち葬
儀を取り仕切ったあと、次いで、旧ムラオサがこの世で使っていた重要な道具類――石棒、石器、
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土器を、旧ムラオサが住まいしていた家もろともに、あの世に送り届ける、家送りを主宰したで
あろう。即ち、67 号竪穴住居跡の「家送り」祭祀は、忠生ムラのムラオサの死去にともなう後
継ムラオサのよるモノ送り、家送り儀礼であったと想定できます。
ムラオサの葬儀がどのように催されたかを類推できる墓壙は残っています。忠生遺跡Ａ１地
区の環状集落中心の 185 号墓壙です。翡翠大珠が出土している。長さ 110㎜、幅 3㎜、厚さ
21㎜の逸品です。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特別な人で、初代祖霊であることを示唆し
ています。67 号竪穴住居跡の主の方は、185 号祖霊より数世代後のムラオサと推察されます。
185 号墓坑の土器片 5 と翡翠以外の「石器類」は、67 号竪穴住居跡に残されていたものと同類
の器種であった可能性が高い。
中央墓壙における 67 号竪穴住居ムラオサの葬儀は、
ヒト送りに他ならない。送り先は、
あの世。
アイヌの場合は以下のごとし。
「アイヌの神〔カムイ〕という語は畢竟霊的存在の名で、人も死ねば神〔カムイ〕となって天
の神の国〔カムイモシリ〕へ行くといわれ、そこには神々が、地上の人間の部落と同じように家
を建て、厚司を着て暮らしていると考えられている。死んだ祖先達は皆そこにいて、遠く子孫を
見守っているから、子孫は、祖先を忘れず、時々祭を営んで、酒や神饌を供えなければならない。」
（『金田一京助全集』第 12 巻、pp.29-30、1993.1、三省堂）
「葬礼はアイヌの純然たる『送り』の祭事である。即ち慇懃にもてなし慰籍して、供物を土産
にもたしてさっさと神の国へ送りやる儀式である。
」
（同上 p.256)
以下は司祭によるアイヌの引導渡しです。
「わたしのほとけさまよ／わたしの涙子よ／わたしのいうことを／ようく聞きなさいよ。／今
はもう／お前は神様になって／神様の魂がはいって／神様の恰好をして／いるんで／人間のいう
言葉は／聞こえないんだろうが／お前を育てたおばあさん／即ちこの火の神のおばあさん／から
の／おそえさとしが／あったことだろうから／しっかりと心をおちつけなさいよ。そして／お前
が手をひらいた／お前が手をはなしてしまった／この国土であるから、／今はもう／親々の国／
神様たちの国／へ行くよう、／その前に／国土の主のおばあさん火の神さま／がそこへ伝言を
やってあるから、／まっすぐに／親々の国／へ到着を／するのですよ。
」
（同上 pp.257-258)
ヒト送りにつぐのがモノ送り及びイエ送りです。葬式を出したあと、家を焼いた。場所は中央
墓壙から南の 67 号竪穴住居、死去ムラオサの住んでいた家とともに諸道具類をあの世に送る。
アイヌは、ヒトは死後の世界においても、この世と全く同じ生活をするものと考えているから、
あの世でも、この世でと同じように暮らしができるように、この世で故人が使っていたものをす
べて、あの世に送り届けるわけです。送る方法は、この世での人と同様に、モノのイノチを絶つ、
即ち、壊す。打ちこわすことによってモノの機能を不完全にする、
さらには火にかけることによっ
て破壊・消滅させる。
家を焼くに当たっては、そのことを火の媼神（アペフチ）に告げ祈る。後年行われた家送りの
祈詞の一節を寺久保逸彦が訳してくれているので、以下に引用させてもらいます。
「今日まで、わたしどもは、葬儀の席、その席上を、できるかぎり、懇ろに、供物も差し上げ、
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野辺送りも滞りなくすまし、後片付けもすべて終わったところであります。可哀そうなこの涙子
（仏）が生前、
その中で、
毎日立ち働き、
苦労してきた家でありますから、
今亡くなくなってみると、
ますます同情に堪えません。森の立樹の大神（シランバ・カムイ、この神から木材をいただき家
を建てた）にもあなたからお願いして頂いて、この家を、わたくしたちの涙子（仏）に、用意し
て持たせてやるようにして頂きたいと思います。涙子（仏）は、それを持って、祖先の国へ赴き、
そこで、老爺（エカシ）や老媼（フチ）たちと同じ村に住み、同じ家に住み、生前の夫と共に、
同じ家に睦じく暮らせるようになるでありましょう。そのため、今、この家を亡くそうとするに
先立ち、そのことを、わたくしの拙い言葉をもって、火の姥神様に申し上げた次第あります。ど
うか万事に気を付け、
人々が事を取り運ぶ傍を、
よくお守り下さるよう、
お願い申し上げます」
（二
谷国松氏述）（前掲『アイヌ民族志』p.529）
この家送りの祈りの詞は、忠生遺跡 67 号竪穴住居での新ムラオサの祈詞を彷彿させるのでは
ないでしょうか？
67 号住居址に遺っていて確認可能なモノは、家（竪穴住居）
、大形石棒、石器類、土器類です。
これらは総て叩打され、打ち砕かれ、焼かれ、そのうえ埋められた。調査報告書によれば、その
後に掘り返された形跡が全くない。すべて、あの世に送られ、あの世におけるムラオサの暮らし
に使われ、役立てられたようです。家（竪穴住居）は、炉を中心として寒さ暑さ、雨露をしのぎ、
一家団欒の場であるばかりか、一家の祈りの場でもあったでしょう。石器類は主に耕作具・加工
具で、土器類はその生産物の貯蔵具・飲食具ですから、これらの生産・消費道具さえあれば、あ
の世での暮らしは立ち行きます。家（竪穴住居）
、石器類、土器類は必要最小限の生活実用品、
即ち第一の道具です。
しかし、巨大石棒は、あの世で何の役に立つのか？
巨大石棒は儀礼・祭祀用具、即ち第二の道具です。この世で、巨大石棒は、さきに見たように、
中央墓壙において、ムラオサによって、ムラの子宝、子授、安産祈祷儀礼に使われたと想定され
ます。すると、この世でと同様に、あの世でも、ムラオサによって、子宝、子授、安産祈祷祭祀
を行うことが期待されていたのではないのか？
アイヌのモノ送りに対しては、1935 年（昭和 10 年）
、北海道の考古学者・北海道大学教授で
あった河野広道（1905-1963）が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。
」
（河野広道「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）

（３）仮説 3 ＝アイヌの死後の世界は、この世とアベコベ・反転した世界である
以上の仮説１及び仮説２のごとくに、忠生遺跡における巨大石棒を、①ムラオサの生前の祭祀、②
ムラオサの死去に伴うモノ送り祭祀、③あの世におけるムラオサの祭祀と解釈すると、それなりに首
尾一貫した捉え方ができるのではないでしょうか？ そこで、これを、もう少し巨視的に、アイヌの
信仰する世界観との関連で、とらえ直すことにしましょう。
アイヌは、あの世とこの世の関係を、どのように考えているのか？
イヌの葬制」研究を手がかりに、その他界観を見てみます。
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久保寺逸彦の「北海道ア

「アイヌの信仰に依れば、人が死ねば、その霊

ramachihi は、肉体を離脱して、この世 ainu-

moshir を去って他界に辿り行って、そこで、先祖 shinrit（先に死んで他界で暮らす人々を汎称
する）たちと一緒に暮らすという。アイヌの考える他界は、現世の人の住む世界 ainu-moshir
の地下にあるので、pokna moshir（下方の国、死者の国）と呼ばれている。
」
（
「北海道アイヌの
葬制－－沙流アイヌを中心として」
『久保寺逸彦著作集１』p.113、2001.12、草風館）
「アイヌの死者の国は、この現世そのままを写照したもので、死者の生活はこの世の生の連続
である点に著しい特徴がある。死はアイヌにとっても、勿論、恐怖であり、死霊は忌避追放すべ
きもの、不気味なものと考えられているのに、何故に、死者の世界を斯く楽土として観じなかれ
ばならなかったろうか。かかるアイヌの冥府観は、宗教の発達段階から見れば、かなり進化した
ものに属するのであろう。
」
（同上ｐ .114）
この世とあの世とは、２層の構造をしているそうです。上がこの世で、下があの世。上の世界
と下の世界は上（天）と下（地）が逆で、しかも鏡のごとくに左右が逆になっている。現世と来
世が、地面を軸として面対称の関係になっている。
死は、この世からあの世へ移動することだと見なされていて、送りとは、この世からあの世へ
魂 ramachihi を送ってやることを意味します。
アイヌはヒトだけではなく、クマ、フクロウ、シャチ、サケ、クジラなどの動物、アワ、ヒエ
やそのヌカなどの植物、また食器、臼、釜、椀などの器具・道具・祭器など、この世の生活に必
須の、ありとあらゆるイキモノを、この世から、あの世に送ります。送りに際しての鉄則は、そ
の動物を殺す。器具・道具・祭器であれば、破壊する。この世で、殺す・破壊すれば、あの世に
おいて、逆に、生きる・機能がよみがえり完全なものに復活する。
「アイヌの死者の国には、死体から遊離した霊魂 ramachi, rai-tama-num だけが行き、そこでま
た、元の骸 kaisei を得て、人間の姿に復活し、夫婦、子供、老人という様に一家揃って、現世
そのままの様式の家屋 chise に住み、山に、鹿や熊を狩り、川に、鮭や鱒などを漁り、海では、
カジキマグロや鯨、アザラシなどを獲り、昆布なども採る、山野に、野草を求め、薪もとり、畑
では、ヒエやアワ、カブラなどをつくるといった生活を続けているという。死体を埋葬する際に、
生前使用した炊事道具、調度、愛好品などを副葬する意味も、老人や主婦が死んだ際、その家を
焼き捨てる風習も死後の生活は現世の生活の継続だということを考えずには、理解されないであ
ろう。」
（同上 pp.114-115）
死者の国の生活は、現世の生活と全く同じで、悩みわずらうこともないし、苦痛を感じること
もなく、あるものは、永遠の生の享楽であるそうです。ただし、時間の尺度が違う。死者の国の
１日は、上方世界の６日、１ケ月は６ケ月、１年は６年に当たる。季節も現世のそれとは逆にな
り、夏は冬、冬は夏になる。また、他界と現世とでは、昼夜が逆になっている。
「あの世とこの世とでは昼と夜があべこべであり、時間の尺度はあの世での数時間がこの世で
の数中日間に相当するというように異なる。あの世では、死んだ人びとはちょうどハエが天井に
止まったように足をさかさにして歩いている。
」
「アイヌはあの世とこの世がお互い裏返しの、逆
転した世界と考えるのである。
」
（山田孝子『アイヌの世界観』pp.51-52、1994.8、講談社）
あの世をこの世とアベコベに考えるのは、アルタイ系諸民族にも広く認められます。ウノ・ハ
ルヴァ『シャマニズ――アルタイ系諸民族の世界像』
（田中克彦訳、
1013.5、
平凡社東洋文庫）には、
「あの世は地上世界の鏡像である」という状景が多々描かれています。
「アルタイ系諸民族が死後の生活をどのように想像してきたかは、かれらの葬儀を見ればすで
に明らかである。死者が衣服や食物をあてがわれ、家財道具、仕事道具、武器、旅行用品、さら
に家畜まで持たせてもらうことから見て、あの世に行っても、こうした物をすべて用いると、み
なが信じていることは明らかである。
」
（p.29）
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「冥途ではすべてが地上とは逆さになっている」（p.32）
「地上が昼のとき、冥途は夜だから、霊魂たちも眠っている。地上が夏ならば、そこは冬であり、
そしてまたそれぞれその逆になる。
」
（p.33）
「特に広く見受けられるのは、冥土では我々の昼が夜に、また我々の夜が昼にあたるという考
え方である。そのため、死者は夜出歩くと信じられているので、死者の供養は夜営むのである。
」
（pp.32-33）
このように、あの世をこの世とアベコベにとらえる考え方は、日本民俗（ヤマト民俗と仮称）
の遺制と無縁ではない。
「送り（おくり）」は「野辺送り（のべおくり）
」であって、遺骸を埋葬地または火葬場まで運
び送ることを意味します。ヒトの死に際し、通夜は、この世の夕方、あの世の朝に催されます。
葬送儀礼は日常作法とは逆になり、死装束は右前ではなく左前、足袋は左右逆にはかせる、ふと
んは天地逆さ、枕元の屏風は逆さ屏風、湯灌のお湯は「逆さ水」で湯に水を注すのではなく水に
湯を加える、という具合に総てが「逆さごと」です。出棺に際しては、故人の使っていた茶碗が
叩き割られます。この世で破壊し、あの世で完全なものにして、ホトケに持たせてやるのです。
動物――例えば貝、イルカ、鰻、馬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。また、モノ――筆、針、箸、人形、ダルマ、正月注連縄飾りなどを浄火をもって焼く御
焚き上げが連綿として営まれています。これは、ヒトばかりか、動物、モノにまでイノチの存在
を認めての葬送儀礼と推察され、アイヌのモノ送りに通じています。
そもそも、
「アイヌ語のイオマンテを「熊祭」と訳すのは誤りであって、イは「物」の相当し、
オマンテは「送り」で「物送り」の義である」
（
『河野広道著作集Ⅰ』p.233）
。ヤマトことばの「送
り」はアイヌ語のオマンテと全く同意義で、霊送り、魂送り、野辺送りのことです。
霊・霊魂はアイヌ語でラマッ。「死者を埋葬する時には、死者が生前使っていた弓矢や道具類
を壊して死者とともに地中に埋め、それらの品の〈ラマッ〉といつまでも一緒であることを願う
のです。」（ N.G. マンロー前掲書ｐ .16）
盂蘭盆（うらぼん）の終わる日に、送り火を焚いて御先祖様をあの世に帰るのを送るのが「た
まおくり」、あるいは「精霊おくり」
。お盆の始めの日にあの世からこの世へ迎えるのが対語の「た
まむかえ」。先祖様の「たま」の乗り物が茄子や胡瓜でつくった牛や馬です。アイヌ語とヤマト
の日本語とは、あの世とこの世の行き来というような重要事、魂のキーワードにおいて、そっく
りな構造を示していることに注視すべきです。

（４）仮説４＝この世からあの世へ、あの世からこの世へ魂が送られる
哲学者の梅原猛（1925 - 2019）が、図 20 のごとき図を掲げて、アイヌのこの世とあの世の
構造を巧みに考察しています。
（１）が、この世とあの世がアベコベの世界観です。この世とあの世は天地左右の空間が逆転
しているだけではなく、時間も朝は夕・夕は朝、夏は冬・冬は夏という具合に対称的な構造をし
ています。天国と地獄、地獄と極楽という区別はなく、あの世は、この世の下に、この世を反転
あせた姿で拡がっています。
（２）が、この世からあの世へのヒトの送り、ヒトの魂 ramachihi の送りです。この世で死ん
だヒトを、あの世に送って、あの世で生き返してやる。
（３）が人間以外の一切の生きとし生けるもの（生類）の送りです。この世で故人の生活を支
えていたモノ、モノばかりか動物も植物も、この世のありとあらゆるものの魂を送ります。送り
の方法は、殺す、破壊する。さすれば、あの世で、この世と全く同じように蘇り、ヒトはこの世
と同じように暮らすことができるのです。
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図 20

アイヌのこの世とあの世の構造モデル

（１）アベコベの世界

（２）この世からあの世へのヒトの送り

（３）あの世からこの世へのヒトと衆生の送り（４）ヒトと衆生のこの世とあの世の双方向送り

（資料）
『梅原猛著作集 17

人類哲学の創造』p.328、330、331、333、2001.12、小学館）

（４）は、（２）（３）で、あの世に送ったヒトと生きとし生けるモノを、今度は、あの世から
この世へ送り返そうとする送りです。
「あの世でしばらく滞在していた魂はやがてこの世にかえっ
てくる。誕生とはあの世の魂の再生にすぎない。このようにして、人間はおろか、すべての生き
とし生けるものは永遠の生死を繰り返す。
」
「たとえば、男女が結婚して子供ができた場合、あの
世における先祖たちは相談して、だれをかえすべきかを考えます。そして、その結果、だれかが
帰るよう決められると、その魂は母の胎内に入って、生まれてくるというのです。こういう考え
方によれば、子孫は、すべて先祖の魂の再生にすぎないということになります。
」
（pp.333-334）
ヤマトでも、おじいちゃんの生まれ変わりとか、歌舞伎の世界での何代目とかいうのがありま
す。
「祖父が孫に生まれて来るということが、あるいは通則であった時代があったのではないか。
というわけは家の主人の通称に、一代置きの継承という例は少なくないからで、現に沖縄などで
は長男には祖父の名を、長女には祖母の名を付けるのが通則になっていた。
」
（
「先祖の話」
『柳田
國男全集』13、ｐ .203、ちくま文庫）
神道が成立する以前のヤマトの宗教＝原始神道において、
「たましい」はどのように考えられ
ていたかを深く考察したのは、民俗学の折口信夫（1887-1953）です。折口は、この世におけ
る体と、あの世における体と、その間をたましいが往来すると考えています。
「我々の古代人は、近代に於いて考えられた様に、たましひは、肉体内に常駐して居るものだ
とは思っていなかった様である。少なくとも肉体は、たましひの一時的仮りの宿りだと考へて居
たのは事実だと言へる。即、たましひの居る場所から、ある期間だけ、仮りに人間の体内に入り
来るもの、として居た」
上の引用文を図 20 を参照しながら、読んでみてください。タマシイは、なくなることのない
不滅のもので、動き移ろうものと考えられています。動きは、この世からあの世へ、あの世から
この世へ、と循環する。居場所はある期間だけと限られていて、ひとところに止まることがない。
死とは、古代人にとって、どう考えられたのか？「此の世に於ける躰と、彼世に於ける躰と、
その間をたましひが往来すると考ヘた。
」生も永遠ではない、また死も永遠ではない。止まるこ
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となく、循環してゆきます。アイヌの、あの世からこの世への帰還に際しては、だれかがかえる
よう決められると、その魂は母の胎内に入って、生まれてくるという方法がとられる。子孫は、
すべて先祖の魂の再生なのです。
「古代の日本人には、
今我々が考へて居る様な死の観念はなかった。しぬといふ言葉はあっても、
それが我々の考えてゐるしぬではなかった。語から言うても、
勢ひのなくなる事を表したもので、
副詞のしぬに萎をあてたりして居るのも、さうした考へがあつたからである。sin が語根で、そ
れから直接出て来る動詞が sinu であり、
更これが、
sinu ＋ fu

しなふ（萎）にもなつたのである。」

（「原始信仰」『折口信夫全集』第 20 巻、pp.199-200）
sinu と、sinu ＋ fu

しなふ（萎）が同意義だ、というのは解釈は卓見です。死ぬ、のではなく、

ただいっとき、しなう――生気を失ってしおれる、しぼむだけなのです。

（５）仮説５＝巨大石棒は、あの世におけるムラオサの子づくり儀礼に使われる
昭和の初めに北海道二風谷のアイヌ集落に医師として住みつき、
『アイヌの信仰とその儀式』
を研究した N.G. マンロー（1863-1942）が、重要な発見をしています。
「大抵の成人した人々は、世代が次々に交代して行くのは男女の交わりによって起きるのでは
なく、神の適切な助けを受けてあの世から魂が再び戻ってくることによるのだと信じています」。
また、同書編者の B.Z. セリグマン夫人は、
「マンローの説によれば、アイヌの信条では性交が
妊娠の直接の原因ではなく、死者の魂がよみがえることによって子供は生まれてくるとされてい
る」と明言しています（N.G. マンロー著、B.Z. セリグマン編、小松哲郎訳『アイヌの信仰とその
儀式』国書刊行会、2002.9、ｐ .27 及びｐ 204）
新しい人のタマシイがあの世からもたらされる、という信仰はアイヌに限ったことではあり
ません。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（18841942）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。
「人間に新しい生命を供給する唯一の源は、……若返った霊や再生するまえの胎児すなわち霊
児である。生まれるまえの霊児がトロブリアンドに戻って、だれかある女――ただし常に霊児と
同じ亜氏族の女の体内に入る。
」
（B. マリノウスキー、
泉靖一・蒲生正男・島澄訳『未開人の性生活』
1957.1、pp109-110、河出書房）
アニミズム研究の祖である E.B. タイラーは、祖先や親類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。
「人の魂が他人の身体の中に何時までも移住する、新しく生まれる、再び受肉するという考え
方は、特に死人の魂が、子供の身体を生かすことによって起こると考えられている。……祖先や
親類の魂が子供の中に入ると信ぜられ、この種の転生は未開人の見地から考えると高度の哲学
説であった親と子の相似を説明し、さらに隔世遺伝という特種現象をも説明するのに役立つ。」
（E.B. タイラー、比屋根安定訳『原始文化』p.124、1962.11、誠信書房）
赤ちゃんはコウノトリが運んでくるのですよ、というお話は、ゲルマン民族のアニミズムに根
拠を置いています。
「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
残存させています（
「ルカによる福音書」
）
。神とまぐわって、ヒトの子を宿す処女懐胎神話が世
界各地にあり、
「古事記」にも神功皇后伝説があります。
巨大石棒には男１に女４の婚姻システムがしかと刻まれていて、観念世界の信念と現実世界の
行為とが「入れ子」の形で、重層的に象徴されています。これは、われら常民の「子は天からの
授かりもの」というタテマエと愛の行為との間の「入れ子」の認識構造と酷似しているのではな
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いでしょうか。
巨大石棒によって、この世からあの世へ送る、またあの世からもこの世へ送るという双方向の
送りが行われると、不滅の魂が、この世からあの世へ、あの世からこの世へと循環し、メビウス
の環をたどるごとく無限、永遠の往復循環となります。こうしてヒトは死ねば、あの世に行って
生き、またあの世からこの世に戻ってきて生き、永遠に生き続けることを保証されます。
あの世からこの世へ送られたタマシイは、何処に、どのように帰還するのか？

何処には、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。トロブリアンド島では海水であり、ゲルマン民族においては沼水
とコウノトリが介在していました。民俗学においては、折口信夫は海を、柳田国男は空、山の上
を祖霊の帰還するところと想定しています（
「日本人の神と霊魂の観念そのほか」
、宮田登編『柳
田国男対談集』所収、1992.11、ちくま学芸文庫）
。
縄文中期中葉の環状遺跡においては、土偶が想起されます。勝坂期土偶はすべて女性で、腹が
膨らみ妊娠しています。あの世の巨大石棒によってもたれされた新たなタマシイは、女性の胎内
に身ごもるに違いありません。巨大石棒と土偶とは、子づくり儀礼と妊娠・出産との関係におい
て緊密に関係していると思われます。
巨大石棒と土偶との関係は大問題ですからまたの機会に論じるとして、縄文の忠生村において
巨大石棒を使った子さずけ儀礼が執り行われたのを推測するには、アイヌの社会に伝わる、子宝
を授かるためのウワタマという呪術的儀礼を見逃すわけにはいきません。
「結婚後、数年経っても子宝に恵まれない場合には、子宝を授かるためウワタマという呪術的
儀礼を行った。これは鳥（チカツブ）の卵を不妊婦の胎内に入れるという呪術である。鳥の仲間
でも卵をたくさん産むにわとり（ニワトリ・チカップ）
、こばん（オケラ）
、おしどり（チライマ・
チリ）などの卵（ただしあおげら、きつつきの卵を用いることは忌む）を膳に載せ、炉の横座の
花茣蓙の上に置き、不妊婦の夫の父あるいはそのような呪術的儀礼の心得のある故老がやる（夫
はやってはならぬという）。この時祈る神は、⑴火の神（アペ・フチ）と、⑵産の神（ウワリ・
カムイ）の二神で、各々チェホロカケップ幣を供えるが、
「火の媼神」には、横座の前の本座寄
りにある台木（イヌンペ・サウシペ）の前に、一―二本、産の神（火の媼神の配下の神といわれ
る）へは、火尻に、いつも炊事したり暖をとったりする火とは別に、火を焚き（この火を産火と
いう）、その前に立てるのである。
火の媼神と産神に祈る呪い詞（ポ・ラマツ・エ・イノンノ・イタック＝子の魂への祈り）の要
旨は――『今まで子宝の授からない夫婦の臥床（シンタ）の上に、子ども（ポ・ラマツ）魂（子
種）になるように卵を送り届けてくれるように祈願する』――にある。
「火の媼神」と「産の神」
に供えたチェホロカケップ幣に、酒箸で灌酒し、先の呪い詞を述べたら、膳の上に載せてあった
卵を不妊婦の胸に打ちつけて壊すか、あるいは卵を割って、呑ませる。呪いの効果があって、女
が妊娠した場合は、酒を造って、感謝の祈りをする。
」
妊娠後の打ち続く儀式は以下のとおりです。
妊娠 2-3 か月目―――受胎の祈り
妊娠 5 か月目――――着帯の祈り
妊娠 6-7 か月目―――妊婦の身体を祓い清める儀式
（以上、久保寺逸彦「妊娠と出産」
（アイヌ文化保存対策協議会編『アイヌ民族誌』1970 年、
第一法規出版社所収、pp.456-457）
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（６）仮説６＝無頭石棒は子供のチンチンで、夭折した魂をこの世の内で再循環させる
忠生遺跡巨大石棒の発掘者である町田市教育委員会川口正幸の証言があります。
「この巨大石棒の石質が石英班岩で、この岩石の分布は群馬県あたりを中心とした北関東にあ
るらしい」（「東京都町田市忠生遺跡Ａ地区出土の大形石棒」
、前出『縄文人の石神』p.162-163）。
北関東とすれば群馬県西野牧小山遺跡（恩賀遺跡）でしょう。同遺跡は縄文中期末の石棒工房
跡で、総数 125 本を数える石棒が粗密に分布する状況が出土しています。
「本遺跡において検出された遺構・遺物の中心となるものは、縄文時代中期末にこの地で営ま
れた石棒工房跡である。調査は石棒（未製品～完製品）が集中して出土した平坦部を中心として
遺物の拡がりを追った結果、石棒 125 本、敲き石、石棒破片・剥片、土器片が粗密な状況で出土し、
付随して加曽利Ｅ 3 式期の埋設土器１基が検出されている。石棒工房跡に付随する状況の遺構
は埋設土器以外は検出されず、該期の住居跡も検出されていない。逆にいえば生活臭がなく、完
全に工房としてのみこの地が利用されていたと考えられ、全体がひとつの遺構・工房として捉え
られる特殊な遺跡といえよう。」
（
『横川大林遺跡、
横川萩の反遺跡、
原遺跡、
西野牧小山遺跡』p.11、
1997.3、群馬県教育委員会等）
125 本を数える残留石棒の中には、１ｍを越える大石棒は存在していないが、大石棒は、原石
の調達とその加工技術に特化した専門製作工房を抜きには存在し得ない。忠生環状遺跡の中心
185 号墓坑から出土した大珠は新潟県姫川で採取・加工されたもの、また 112 号住居址出土の
黒曜石原石は恐らく長野県中部高地の霧ケ峰産で、縄文中期のモノ流通のネットワークは広大な
拡がりを見せています。石棒は外部調達されたもので、翡翠や黒曜石と同じく、この縄文中期の
社会を成り立たせる必需品であった。
専門製作工房・恩賀遺跡からは両頭石棒、単頭石棒、無頭石棒が出土しています。それぞれの
スタイルの石棒が各地で必要とされ、それぞれの祭祀が営まれたのでしょう。
そのうち無頭石棒が忠生遺跡でも出土しています。第 119 号住宅址の出入口の位置。時期は
縄文中期後葉の加曾利Ｅ 3 式期で、巨大石棒とは時代が 200 ～ 300 年ずれている。以下、石棒
とは何かを考える有力な手掛かりを与えてくれる限りで、この無頭石棒に言及します（詳しくは
第 13 回論考参照されたい）
。
無頭石棒のサイズは、長さ 46㎝、直径 17㎝。図 21 のように、竪穴住居の出入口に、無頭石
棒が埋甕とセットになっていた。埋甕のサイズは、径 35㎝、深さ 18㎝。
このうち埋甕とは何かといえば、幼児・子供の遺骸を入れて、竪穴住居の出入り口部に埋納し
た甕のこと。つい一昔前まで日本各地で見られた幼児葬法です。
「流産児・死産児や乳幼児を床下などのような住居の内に埋葬する風習は、関東・東北に限ら
ず、ほぼ全国的に行われていたものである。幼児の場合、その年齢については、まちまちである
が、七歳というものがもっとも高い年齢である。青森県地方では、
「七つ以下は神のうち」といっ
て、七歳以下の子供が死ぬと家の床下に埋めるとか、屋敷の隅に葬るところが多かったという。
福島県東湯野でも七歳以下の幼児は一人前の人間としての待遇がされず、縁の下に埋められた。
奈良県吉野郡十津川村那知合でも七歳以下の子供が死んだ場合は床の下に埋めた。茨城県高萩市
高岡では、二歳までの子供が死ぬと自家の縁の下へ埋めた。
（木下忠『埋甕――古代の出産習俗』
ｐ .130、それぞれの事例の出所は省略、1979.4、雄山閣）
成人できず幼くして死去したタマシイは、この世のうちに止めおき、生みの親の胎内に再び戻っ
て、生まれ直してもらうしかイノチを再生させる方途がないのです。幼児・子供はムラビトにな
ることができずに逝ってしまったのであって、イエの子にすぎません。イエの子はイエの者がイ
エの内に葬らねばならない。
では、無頭石棒の方は何者か？
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図 21

忠生遺跡 119 号住居址の石棒と埋甕

（資料）
『東京都町田市忠生遺跡Ａ地区（Ⅰ）概要報告書』口絵写真、2007.1

石の棒であることは変わりません。しかし先端部、亀頭がない。これは子供の包茎チンチンを
かたどったものと思われます。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

縄文時代』p.77、2011.6、河出書房新社）
。

無頭石棒に記された小さな◎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
ない。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、儀礼を行うたびごと
に祈祷者がマーキングしていったものでしょう。一方向からのみスケッチした報告書からは 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向こう側を数えれば、この倍以上の凹穴
が記されているでしょう。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。
無頭石棒を使った祈りは、119 号住居に住まう者たちの祈りであり、忠生ムラ全体に関わるも
のではない。決して、この世からあの世にイノチを送るものではない。この世からあの世にイノ
チを送る巨大石棒儀式の方は、葬式という祭祀であり、司祭はムラオサです。
埋甕儀式は祭祀ではなく、呪術なのです。埋甕儀式を取り仕切ったのは、男（ムラオサ）では
なく、産婆も兼ねている女の呪術師（シャーマン）だったでしょう。ムラの公共的な共同祭祀は
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、この役
割分担が類推されます。
無 頭 石 棒 を 使 っ た 祈 り は、 こ の 世 の 内 で、 イ ノ チ を 循 環 さ せ よ う と す る イ ノ チ 復 活
の 呪 術 で す。 こ の 世 の 内 で の イ ノ チ の 循 環 は、 死 児 の イ ノ チ を 生 み の 母 親 の 胎 内 に 戻
し、もう一度生まれ直していらっしゃいという悲しくも切ない願いごとなのです。家の出入口に
埋けた甕の中に死児を葬ったのは、その上を日々、生みの母親が跨ぐからでしょう。いつかある
日、出入口を跨いだ瞬間、死児のイノチは再び母親の胎内に甦るのです。
これは、Ｊ . Ｇ . フレーザー『金枝篇』が説くところの、類感の法則と感染の法則からなる共
感呪術（共感の法則）そのものです。死児も、臍の緒や後産と同様に、母親の体から切り離され
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たあとも、体と共感的につながっていると、日本の常民も神代の昔から信じてきたのです。この
イノチ復活の呪術は、ナショナルなものではなく、インターナショナルな祈りであることを是非
とも知っておくべきです。
「成人は火葬に付されるが、子どもは土葬される。それは大地のふところにもどって、後に再
び生まれかわるためである。「大地は子どもをしまっておく」Terra claudeitur infans。ヌマの法
典は二歳以下の土葬を規定し、火葬に付すことを禁じている。北アメリカのフロン族が、死んだ
子どもを道路の下に埋葬するのは、その上を通りかかった女性の胎内に子どもがうまく入りこん
で、再びうまれかわれるようにというのである。アンダマン島人においては、年少の子どもは、
住んでいる小屋の炉の下に埋葬される。
」
（
『エリアーデ著作集２

豊穣と再生』久米博訳、
p.151、

1981.5、せりか書房）

注 119 号住居址の石棒は大形石棒の破片だという鈴木素行説
119 号住居址の石棒は大形石棒の破片だという説が、鈴木素行（㈶ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社）によっ
て唱えられている。
「忠生遺跡のＡ地区には 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」という大形石棒の破片も検出
されている。埋甕に隣接した位置にあり、「長さ 48㎝を測り、下部 18㎝が埋設されている」
。細長い礫がそのまま、ある
いは調整のために剥離や敲打を付加した加工礫が立てられた施設は「立石」、礫は「石柱」と呼ばれてきている。大形石
棒が素材であっても破片の転用であるならば、それが立てられた施設はやはり「立石」であり、大形石棒の破片は「石
棒素材石柱」として括られるべきと考える。」（「大形石棒が埋まるまで」
、谷口康浩編『縄文人の石神』2012.5、六一書
房所収

p.124）

これは、忠生遺跡報告書が「石棒」と書いているのに対して、否「石棒素材石柱」であると教正しているのだろうが、
私には全く理解不能である。何故に、この無頭石棒が「大形石棒の破片」だと言えるのか？
棒と埋甕のセットをどう見るのか？

竪穴住居出入り口の、石

論証がない。

３. アイヌの家送りをモデルとした、この世とあの世
縄文人の頭の中にあったものを聞き出すわけにはいきません。しかし、19 ～ 20 世紀に見聞
きされたアイヌの宗教観をモデルにして、縄文人がこの世とあの世をどう考えていたかを類推す
ることはできます。原点は、ヒトは死ぬ、しかし死にたくない、という万古不易の願望――この
願望を手に入れるためにこそヒトはカミを発明したに違いありません。

（１）Ｊ・バッチェラーの証言――アニミスティックな宗教観
ア イ ヌ の 宗 教 に つ い て は、
「 ア イ ヌ の 父 」 と 尊 称 さ れ た 宗 教 家 ジ ョ ン・ バ ッ チ ェ ラ ー が
貴重な証言を残してくれています。その著書『アイヌ人とその説話』の最終章「宗教」に
よって、アイヌのアミスティックな宗教観のうち、巨大石棒祭祀に関連すると思われるもの
を、再確認しておきましょう。
（前掲書 pp.423-461、
「第 46-49 章

宗教」
）

➊この世の万物にはイノチがある
「太古の野蛮人の如く現時のアイヌは獣、鳥、魚、立木、草木のみならず無機物も等しく生を
有すると信じて居ゐる。彼等は又生を有する者が動くと共に動く者は生を有すと主張する。故に
泡立つ流氷、滔々たる渓流、洋々たる大河、奔騰する激流、飛翔する雲、飄々たる風、蕭々たる
雨、怒号する暴、不休の海洋等の如き現象には其の中に生ける命が存在するのを信じるのである。
是は万有精神説で同時にその適切な説明である。
」
（ｐ .423）
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「万有精神説」という訳語は「アニミズム」でしょう。 浄土真宗の山川草木悉皆成仏を彷彿さ
せます。この世の、ありとあらゆるものに命、イノチがあると見なしています。

➋イノチは絶えることがない
「彼等の堅き信念によれば命は絶ゆる事なく又決して部分的不滅という事もない。
」
（ｐ .424）
あらゆるものにイノチがあり、そのイノチは絶えることがない。
「人は死んでも尚生き続くるは人が夢を見る事で明瞭である。死者が時々真に吾人が眠つてゐ
る間に夢に現はるは誰人も常に経験する所である。
」
（pp.429-430)
ヒトもモノも滅亡するということが全然ない。死とは、
去る、
見捨てる、
この世を去る、
眠りこむ、
かの世の眠りにつく、肉体力を失う、あの世に行く、休憩する、一村を棄つる、いない、等の意
にすぎない。死はライ＝下の場所、下の場所に行くのをライオマン、死人はライ・コロ・カムイ
＝下の場所を有する聖者といいます。

➌死者が生前使用していたモノを、破壊して死者とともに埋める
死者とともにモノを埋める。男なら、弓、箙、煙管、煙草入れ、燧石、マキリ、剣、皿、盆、
口髭支え噐、衣服など。女なら、針、糸、布、織噐、匙、柄杓、碗、装身具（数珠、耳環）など。
注目すべきは、埋める前に、これらを破損する。何故、破損するのか？

モノを破壊してもイノ

チは絶えることがないから、破壊してイノチを、この世からあの世に送る。こうして初めて、ヒ
トのイノチと同様に、モノのイノチをあの世のものとすることができるのです。
「人の活霊が次の世で器具を必要とするとも各物体は其自身の形体を破壊されて其霊は其の主
人と共に行きて此に奉仕してゐる」
。
（p.436）
家はどうか？

家はモノとして余りに大きく、破壊しようとすると厄介なことになるので、焼

く、燃やす、火にかけて破壊する。イエ送りがモノ送りと区別されるひとつの理由は、ここにあ
るでしょう。即ち、イエはヒトが使う器具というよりも、その内に包まれてムラビトが生きる容
れ物であり、あまりに大きければ特別に燃やすことによって破壊し、あの世に送るのではないだ
ろうか。

❹神はアイヌ語でカムイ、日本語でカミで、大木を神の木という
「神をアイヌ語でカムイと云ふが日本語のカミと其の語源を一にする様に見える。吾人の知る
うる限りの太古に於て日本語はカムでアイヌ語のカムイに更に近い。実際吾人は日本人はアイヌ
語のカムイからカムを借りたのだと考へる。
」
（p.450）
アイヌは「大木」を「神の木」
、
また「高き山」を「神の山」
「大河」を「神の河」
、
「強風」を「神
、
の風」、「美花」を「神の花」と言っています（p.451）
。石棒が巨大、異常に大いのは、大木願
望と無縁ではないでしょう。

（２）糠送り・家送り風景とカムイの仮装
➊糠送り風景
アイヌは、この世のありとあらゆるものにイノチがあると信じ、あらゆるものの死に際して、
タマシイをこの世からあの世に送っていました。その一例を示したのが図 22、秦檍磨（村上島
之允）「蝦夷島奇観」
（1860）が描く「糠送り」です。
大木の左にある掘建柱建物は高床倉庫＝プで生活用具や穀物を貯蔵する。ネズミ返しが付いて
います。中央が母屋の住まいチセで竪穴式住居です。地面に直接屋根掛けしていて、屋根材はカ
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図 22 「蝦夷島奇観」に描かれた糠送り

（資料）国会図書館デジタルコレクション

蝦夷島奇観

図 23「蝦夷島図説」に描かれた糠送り

（資料）函館中央図書館デジタル資料館
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秦檍丸「蝦夷嶋図説

3」

ヤかササでしょう。左端下を見ると、臼と杵を使って稗か粟か、穀物を搗いています。脱穀、精
白すれば、殻や糠が残る。しかし、殻や糠といえどもイノチあるものであって無碍に捨ててはな
らない。この殻や糠をあの世に送るのが大木の右の草群に小さく見える塚です。 鄭重にあの世
に送っているのは、木幣（イナウ）が２本立っていることで分かります。
「糠塚」をクローズアップして描いた『蝦夷島図説』の方も掲げておきます（図 23）。イナウ
が８本も、その下には土器、鍋などのほか、野菜屑らしきものが描かれていています。これは、
糠送り場と言うよりも、モノ送り場という方がふさわしい風情です。
「蝦夷島奇観」の方の右端文字列は、以下のように読めます。
「粟、稗の糠を家の後に捨てる。其所一処に定めたり。すべて禾類は神の製し給ふものなれば、
糠に至る迄粗略なきやふに、
神処を設け木幣を奉る。本邦の人誤て不浄をあやせば、
贖をとらる。」
これをムルクタウシウンカモイという。ムルクは糠を捨てること、ウシは立事、カモイはカミ
のこと。イナウを立てて送るのは、ありとあらゆるものに及びます。
「糠といへども敢えて猥〔みだり〕にせず、捨る所を住居のかたはらに定め置き、イナヲを立て、
神明の在る所とし尊み〔たっとみ〕置く事なり。唯糠のみに限らず、
凡て二種の物の朽ちたる根、
あるいは枯れたる葉、其余二種の物にあづかるほどの器具は臼、杵、鐺〔鍋、釜〕
、椀より初め
炉上に穂を干すの簾（れん）
、あるいは自在等の物に至るまで、破れ損ずる事あればひとしく是
を右の所に捨置て他に捨る事決てあらず。殊に其破れたる器具を水に遣ふの事に用ひ、及び水中
に捨る事抔〔ことなど〕は甚〔はなはだ〕忌みきらふことなり。
」
（
『日本庶民生活史料集成第４巻』
「蝦夷生計図説

三」、pp.564-565、1969.6、三一書房 )

「糠塚」の「糠」はヌカばかりでなく、臼、杵、鐺〔鍋、釜〕
、椀、簾（れん）
、自在鉤などモ
ノ一般を意味しているようです。ヌカ送りはモノ送り一般の呼称か。モノを送るだけではなく、
ヌカまでも送るという強調的、誇張的なネーミングと思われます。
「 鳥 獣 魚 介 の 骨 片・ 羽 毛・ 貝 殻・ 食 料 植 物 の 不 要 部 分、 生 産 に 必 要 な 猟 具・ 武 具・ 農
耕 具、 そ の 他 食 器・ 臼・ 釜・ 椀 等 に 至 る ま で、 ヌ サ サ ン の 傍 や 後 方 に 置 か れ る の
で、次第に堆高くなり塚をなす。
」
「その内腐れ易い部分のみ分解し去って、分解し難い部分のみ
残り、遂には貝塚・土器塚・骨塚等を形成するに至るのである。
」
（河野広道「貝塚人骨の謎とア
イヌのイヨマンテ」
、前掲書 pp.238-239）
「塚」は、
「本邦」でも珍しくない。モノでは筆塚、針塚、庖丁塚、刀塚、藁塚、草鞋塚、蓑
塚、笠塚、扇塚 、人形塚など。動物では、貝塚、海老塚、馬塚、牛塚、犬塚、猫塚、鯨塚、鰻塚、
蛇塚など。それぞれに、ヒトの思いがこもっていて、その思いがあの世に送られています。こう
した「本邦」の塚は、決してアイヌのムルクタウシウンカモイと無縁ではないでしょう。モノを
送った所、こんもりと盛り上がった場所、モノのタマシイが堆積した盛り上がりを指し、多くの
場合、そこには石碑が立っています。
縄文中期中葉の遺跡において、「糠塚」を連想させるものは、
「ごみ捨て場」と呼ばれていま
す。多摩ニュータウン遺跡（ＴＮ９）では出土土偶 103 点のうち 87 点（84％）が「ごみ捨て場」
から出土していて、忠生遺跡 A 地区遺跡では土器が集中出土している０５〔オー５〕地点が土
器捨て場と見られています（安孫子昭二『東京の縄文学』p.196、2015.11、之潮。土器捨て場
位置は図１下図参照）
。忠生遺跡Ｂ 1 地区遺跡では土器が集中しているのはＧ 11 地点で、ここ
が「ごみ捨て場」であろう（
『忠生遺跡 B 地区Ⅱ』p.41)。人が生活するところ、ゴミが出る、
「ご
み捨て場」が必ず存在する。
中山真治によれば、「ごみ捨て場」は、縄文時代中期の集落に一般的に見られる。
「縄文時代中
期の集落遺跡の発掘調査では、廃絶した竪穴住居址に土器をはじめ驚くほど多量の遺物が廃棄さ
れている状況に遭遇することがある。遺跡のなかでは、いわゆる遺物包含層や集落地外に廃棄で
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きる広い空間が確保できるにも関わらず、大半の遺物は先住者の残した廃絶竪穴から出土するの
が通例である。
」
（中山真治「縄文時代中期の集落と廃棄について――南関東の中期前半～後半を
中心に」、『国立歴史民俗博物館研究報告第 172 集』2012 年 3 月）
。
私の関心事は、この「ごみ捨て場」の「ごみ」は、単なる廃棄物ではなく、この世での役割を
終えてあの世に送られたものではないのか、そこにイナウが立てられていたのではないのか、と
いうことです。長野県茅野市尖石縄文考古館名誉館長・戸沢充則（1932-2012）は、
「ごみ捨て場」
即ち「土器廃棄場」についての研究を促しています。
「かつてから遺跡の一部に土器等がかたまって多量に遺存する事実や、使用されなくなった竪
穴住居跡の凹部に大量の土器が一括廃棄された事実（土器廃棄パターン論）は知られていた。近
年、発掘が大規模化し、一つの集落遺跡全体が掘り出され、集落構造が細かく調査されるなかで、
住居跡群などのある居住区域や墓域・共同広場などの日常活動の場とは別に、大量の土器等が一
定の区域を画して存在することが明らかになった。それは多くの場合、集落の外縁部や遺跡の立
地する大地の斜面部にあり、また出土する土器・石器・土偶等はほとんど破損した、いわば廃棄
品というべきものであることなどから、その場を土器捨て場とか土器廃棄場として認識するよう
になった。しかしその様態はまだ全体として検討されておらず、同じ一種のごみ捨て場ともいえ
る貝塚との関連や、土器の大量廃棄のある場所で何らかの信仰上の行為（祭祀）を行ったと予想
される例もあるなど、廃棄場という名称の当否も含めて、個々の事例についてその性格を解明す
る必要がある。
」
（
『縄文時代研究事典』1994.9、東京堂出版）
縄文人の生活を探求するのに貝塚の発掘が必須のように、アイヌの先史時代を知ろうとすれば、
「物送り場」の考古学が必要であろう。さらには、ヤマトの先史時代を知ろうとすれば、縄文遺跡
のゴミ捨て場を送り場、儀礼の場としてとらえる考古学が必要であるということになります。
「貝塚は、少なくともアイヌの場合には、……「物送り場」の跡であって、物の霊を天国に送っ
た「骸」の置き場である。従って、現代文化人の塵捨場とは、目的は同じ廃物置場ではあるが、
本質的には全く異なる見方で取扱われた。
「物送り場」はタブーにより汚すことを厳禁され、物
送り場に物を送るのは、一定の儀式と祈りとを捧げた後になされた。
」
（河野広道、前掲「貝塚人
骨の謎とアイヌのイオマンテ」pp.240-241）
この「一定の儀式と祈り」をこそ捉えねばならないでしょう。河野広道は「網走市先史時代」
遺跡（モヨロ貝塚）などの発掘を手がけ、
調査報告書で書いています（
『河野広道著作集Ⅲ』収録）。
「胆振国千歳村火山灰下の竪穴住居」は、死者がある場合に家を焼いて移る風習ではないか。
「私が昨年中江別で発掘した石器時代竪穴住居跡三例においても爐からかなり距った個所に柱の
焼けたものと思われる炭が長く横たわっているのを見た。これ等江別の竪穴は各かなり距った丘
陵下にあり、私が同所で掘った竪穴住居跡の全部であるが、斯く全例が家の焼けた痕跡を止めて
いるのは何を物語るであろうか？ 死者のあった場合の ” 家焼 ” の風習は、後代のアイヌのみなら
ず既に北海道石器時代の竪穴住民（少くとも一部）にも存したのではなかろうか。
」
（同上Ⅰ p.118）

➋家送り風景
「蝦夷島奇観」には寛政 12 年 (1800) 頃の家送りが描かれています（図 24）
。チセウフイカ（家
焼き）。絵中の文字は以下の通りです。
「葬儀終わりて皆々家に帰り諸雑噐
火をつけて焼捨てぬ
破り捨

何くれと外に取出し

何れに住みつくのあてもなく家に

家婦又は兄弟の死したる時は葬祭の式主人の如し

新たに作れり

とせし器を墓頭に置きぬ

墓に送りける器は鍋
主人死ければ

鑪〔炉のへりの木〕を

カモカモ〔かもじ〕 針の類

すべて女の身の業

家婦髪を切らず帽子をかぶりて三年の喪をつとむ」
（的

場光昭『現代語で読む蝦夷島奇観』pp.70-72、2021、展転社を参考）
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図 24 「蝦夷島奇観」に描かれた家送り

（資料）北海道道立図書館北方資料デジタルライブラリー「蝦夷島奇観

下 26」

家送りは、葬儀のフィナーレを飾るイベントです。藤本英夫『アイヌの墓』
（1964、日経新書）
には、昭和の時代の、アイヌの里＝北海道静内の家送り（カシュ・オマンデ＝仮小屋送り）が記
録されています。
「焼かれる家の中には、日常の生活用具いっさい、鍋、釜、茶碗、布団、臼、きねなどが持ち
込まれいる。カシュ・オマンデをする死者の墓には、鍋は副葬されない。それはカシュ・オマン
デの家の中には、持っていく鍋、釜があるからである。
ワラが燃えるのだから壮観である。この行事が行なわれるころは、たいてい薄暗くなっている
から、炎が高く天を焦がしているように見える。
煙や火は、真っすぐ上るのが、死の国への一番の近道であるとされている。少し風があると火
は横なびくが、そのようなとき、アイヌたちは手に手にヨモギを持って、それを上下にふりなが
ら、声を上げて火が真っすぐになるように祈る。
火を見つめているアイヌたちの目は、異様に輝いている。死の悪魔神が、いまや焼き払われて
いるというような、葬式のフィナーレとしては非常に効果的な儀礼である。
」
（藤本英夫『アイヌ
の墓』pp.47-48、1964、日本経済新聞社）
「本邦」の風習で、
家焼きに通じるものをあげれば、
葬儀における茶碗割りと門火（かどび）でしょ
う。茶碗はホトケが使っていた調度品の象徴としてたたき壊わされる。死者を住み慣れた家から
送り出す時に火が焚かれる。この火を門火（かどび）と言う。
家そのものを焼くということでは、「どんど焼き」とか「三九郎」
「左義長」
「道祖神祭」とか
いわれる小正月の行事があります。これは地方によって違いがあるようですが、例えば長野県松
本平では、大正月の門松や松飾で小屋をつくり、その中で楽しみ、最後にその小屋に火をかけて
焼きます（宮本常一『ふるさとの生活』1986.11、講談社学術文庫）
。
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➌大島直行『月と蛇と縄文人』
家送りの風習については、大島直行（元北海道伊達市噴火湾文化研究所所長）によって考古学
的に探求されたことがあります。大島直行は、
河野広道の「物送り場」の考古学を高く評価して、
北海道の遺跡を掘ってきた考古学者ですが、あるとき、気が付いた。縄文時代の竪穴住居に火災
が多い、しかも故意に家に火を放ったような「焼いた家」が多い――そこで、東日本から北海道
の 5000 軒以上の竪穴住居を、一人で 10 年かけて調べたそうです。
調査結界は――1994 年までに北海道において発掘された縄文時代の住居は 3440 軒、そのう
ち 179 軒が火災にあっている。発生率 5.2％。これを５期に細分化して見ると、早期 0.39％、
前期 1.19％、中期 7.05％、後期 10.46％、晩期 0.97％で、中期の後半から急増している。この
傾向は、全国的に見ると、青森、秋田、岩手県くらいまでが同様な傾向を示す。それより南の東
北南部や関東・中部地方では、いつの時期でも火災発生率は２～３％で推移し、北海道とは大き
く異なっている。
この事実確認から、以下のように推論しています。
①縄文中期や後期の火災住居の大半は、失火以外の原因で起きた火災であることを示している
のではないか。
②北海道では「家を焼く」という葬送儀礼が縄文中期の終わりごろに確立したのではないか。
③葬送儀礼の形は、遺体を住居内に安置せず、死者の出たその住居だけを忌避の対象として火
を放つ、忌避的な儀礼の形式である。
④この葬送儀礼の対象は、特別な人物に対する追悼や供養といった葬送的な意味合いの強い性
格として捉えた方が、より火災出現率の動向の背景を言い当てているのではないか。
この推論で大島直行が特にこだわっているのは③で、関東地方の縄文中期～後期で行われていたと
されている「廃屋葬」との関連性です。
「廃屋葬」とは、住居内に死者を葬り廃屋とする人の葬送儀
礼で先に検討したところです。しかし、
「北海道においては確実に廃屋葬と判断される事例は、現在
まで知られていない」
。北海道では住居内に遺体が存在しない。
（以上、
大島直之
「縄文時代の火災住居」
『考古学雑誌』80-1、1994。
「縄文時代火災住宅の意味」
『考古学ジャーナル』447 号、1999）
しかしながら、大島直行は、考古学者として極めて慎重でした。というよりも考えている間に
考古学の限界に気づいたというべきでしょう。彼は、精神科学としての心理学、宗教学、人類学
の方法によって、
「縄文時代火災住宅の意味」を解き明かそうと、学問の方法の転換を図らざる
を得なかったようです。「縄文時代火災住宅の意味」を書いてから 20 年余に著した『月と蛇と
縄文人』（2014.1、寿郎社）と『縄文人の世界観』
（2016、国書刊行会）２冊がその具体的な成
果です。『月と蛇と縄文人』の「はしがき」は以下のようにあります。
「縄文人は現代に生きる私たちには理解しにくい知的な精神世界に生きていました。それは人
類学者が「神話的思考」あるいは「野生の思考」と呼ぶものの考え方からうみだされた「ものの
考え方」から生み出された不思議な精神世界です。このものの考え方はじつは人類の根源的な考
え方でもあるのですが、残念なことにほとんどの考古学者はそのことを理解していません。ま
た、考古学ファン・縄文ファンを自認する方々もこのことに気づいていません。縄文文化に関心
を持つ多くの人が、縄文人も現代人と同じように合理的で科学的な思考方法でものを考えていた
と思っているのではないでしょうか。
」
（
『月と蛇と縄文人』p.3）
大島直行は考古学から非考古学への研究方法の転向を以下のように総括しています。
「人間の根源的な心性に最初に気がついた学者は、心理学者のジークムント・フロイトです。
フロイトは、それを「無意識」と呼び、
「夢」が無意識の領域で作られることを指摘して世界を
驚かせました。さらに、無意識には個人的な無意識だけでなく、神秘性や聖なるものを感じる
誰もが持っている共通の心、
「普遍的な無意識」
（あるいは「集合的無意識」
）があることを指摘
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したのが、カール・ユングでした。エリアーデは、こうした心性が「象徴作用」
（シンボリズム）
を通して宗教や信仰などに結びつくということを見出したのです。私は、このエリアーデの宗教
学的視点を導入したネリー・ナウマンの研究に刺激され、縄文研究を、これまでとは大きく異な
る視座から取り組んでみることにしました。つまり、縄文人のものづくりは、私たち現代人が忘
れてしまった「人間としての根源的なものの考え方」に基づいて行われているのではないかとい
う視座です。縄文人の心性（精神性）をこれまでの考古学が読み解くことができなかったのは、
おそらくこの視座を欠き、ひたすら発展的・経済的な技術論にこだわり続けてきたことにあるの
ではないでしょうか。
」
（同上 pp.21-22）
言わんとすることは、もっともです。同感します。
では、
「月と蛇と縄文人」の関係はどんなものなのか？

大島直行の転向は、考古学者のよう

な合理的・科学的な思考方法から、縄文人が考えたような「神話的思考」
「野生の思考」に向い、
呪術宗教的思考方法で、象徴的思考＝シンボリズムの形を探求しています。
月のごとく不死でありたい、蛇のごとく脱皮し生き返りたい。縄文の遺物にはレトリック（擬
人法、誇張法、隠喩法）が多用されているとして、土器、土偶、石斧、貝輪、墓、竪穴住居、ス
トーンサークル、環状土籬、貝塚、水場遺跡等の遺物のレトリックの読み解きが行われています。
例えば、土偶の顔はなぜ上を向いているか？

それは見上げる顔の先に月があるから、
「土偶

が月の水を集めるという呪術的な役割を担っていたからに他なりません。天にそびえる月を崇め
るポーズが意識されているのです」という具合です。ネリー・ナウマンにならった、この見解に
私は具体的に賛意を表したいところが多々ありますが、
その検討は別の機会にしたいと思います。
ここは「月と蛇と縄文人」の是非を判断する場ではない。私がいま注視したいのは、大島直行が
20 年余の探求の後に、
「神話的思考」によって、北海道の縄文時代の火災住居を、どのように見
るに至ったかという、ただの一点です。
『月と蛇と縄文人』の第７節「火災住居は単なる火事か」の「結論」は、こうなっています。
「縄文人もアイヌ民族も故意に家に火を放っている点で同じですが、その意味するところまで
同じかどうかはさらに検討してみる必要があると思います。
シンボリズムの問題があるからです。
家が子宮のシンボリズムであるというのは、縄文人もアイヌ民族も共通していたと見ていいと思
います。アイヌ民族の家送りは、死者の「あの世」での家を用意するという再生信仰と考えるこ
とができます。火を放って送った家が「あの世」で生き返るということです。アイヌ民族が副葬
品を壊すもの、
「あの世」で生き返ることの手続きなのです。一方、縄文時代のもの送りや家送
りについては、現象面ではさまざま推測できますが、具体的に、焼いてどこに送るのかという問
いには答えを出すことができません。しかし、
アイヌの送りの習俗に照らし合わせて考えるなら、
縄文人の送りもまた「あの世」での再生が祈られているのだと考えることは可能です。
」
（『月と
蛇と縄文人』pp.231-232）
ここには、縄文文化→アイヌ民族文化という文化の継承が捉えられていますが、私は、アイヌ
民族→縄文文化という継承関係も想定しておくべきだと思います。縄文中期中葉の時代に、
中部、
関東、東北地方に住まいしていたのはアイヌあるいはアイヌと親縁性の深い古モンゴロイド系縄
文人あったという通説（埴原和郎説）もとづけば、縄文文化→アイヌ民族という継承関係も仮説
として考えられるからです。

しかしながら、焼いてどこに送るのかという問いには答えを出すことができない？ あの世
です。わかりきったことを言うのは文飾のレトリックでしょうか？

また、アイヌの送りの習俗

に照らし合わせて考えるなら、縄文人の送りも「あの世」での再生が祈られています。これも当
然至極なことで、改めて言うまでもない。大島直行は、考古学的研究方法によっても、呪術宗教
的思考方法によっても、依然としてアイヌ民族の家送り、縄文人の家送りの何たるかをとらえき
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れていません。
石棒については、
「ひとつは、
生活の安定感から導き出されるおおらかな性への帰結。もうひとつは、
生活の安定感から得られないための祈りの姿」
（能登健）という存在理由を高く評価しています。し
かし、大島直行自身の石棒についての発見は全く見られず、課題は残したままです。

➍アイヌは何故に物送りするのか――カムイのハコクベ（仮装）という信心
アイヌは何故に、物送りするのか？

物送りについては、カムイ（神）とアイヌ（人間）と関

係について、アイヌが考えている独特な思想を理解することが必須です。
キーワードはカムイ
（神）
のハコクベ（仮装）です。
アイヌの言語学者・文学博士・北海道大学名誉教授の知里真志保（1909-1961）によると、
熊の魂をあの世に送り届ける祭（イオマンテ）の前身は出猟前の季節祭で、
そこではハコクベ（仮
装）という演劇が演じられていたそうです。
「冬になって山入りの時が近づくと、幸先を祝って猟運を確保するために、盛大な祭を行ったが、
その際一つの演劇が行われた。すなわち、司祭者たる巫者は獲物たる動物――アイヌに於てはそ
れが神である――に扮して、人間に捕獲されるさまを演技する。それがユカルの語原たる「ユク・
カル」する――獲物のさまをなす――所以なのである。例えば、熊祭の場合ならば彼は屋内の壁
際にかけてあった熊の皮を頭からかぶる。すると彼はたちまち熊になる。そして今は熊なのだか
ら熊の鳴声をして、フウェー・フウェー（hu-wee! hu-wee!）とか、オウェー・オウェー（o-wee!
-wee!）とか云いながら場内に現れて舞を舞う。その舞に於て、冬ごもりの穴から出て来た熊が
山を彷徨しているうちに人間の狩人に会ってその手に討取られるに至る経緯――それを神が天国
なる自分の家を出て肉を手みやげに人間の里を訪れ、気に入った者を見付けてその者の許へ「客
となる」（marapto-ne）という風に所作であわわすと同時に、その所作の一つ一つを言葉に表し
て歌う。その歌が後に神話まで発達したのであって、それが山の神の自叙の神話となって現在各
地に伝承されているのである。
」
（
「呪師とカワウソ――アイヌの創造神コンタルカムイの起源的
考察」pp.67-68、
『北方文化研究報告』第７輯、1952.3）
この演劇では、シャーマンたる巫者がカムイ（神）の所作を真似るという所作が演じられてい
ています。傍線を付けた個所、熊祭の場合ならば彼は屋内の壁際にかけてあった熊の皮を頭から
かぶる。すると彼はたちまち熊になるとは、
天国におけるカムイ（神）の所作にほかなりません。
カムイ（神）は熊の皮を頭からかぶると、熊にハコクベ（仮装）し、アイヌ（人間）世界におり
て行き、やがてアイヌ（人間）の狩人に討ち取られることになる。
出猟前の季節祭としては、ここまでですが、さて、その後はどのようになるのか？

熊にハコ

クベ（仮装）したカムイ（神）は、やがてアイヌ（人間）によって殺され、皮は剥がされ、血は
すすられ、肉は食されるのは必定です。こうしたアイヌ（人間）の所業に対して、カムイ（神）
は如何に対するのか？
知里真志保が描くカムイ（神）のハコクベ（仮装）は、ここまでですが、宇田川洋『イオマン
テの考古学』（1989.2、東京大学出版会）が、その後のプロセスまで含めてハコクベ（仮装）を
的確に説明しています。
「アイヌの人たちの思想では、万物がみな神（カムイ）であり、生活に有用なものが善神、有
害なものは悪神とされる。とくに人間の生活に欠かすことができないものを主な神々としてうや
まっている。そしてこの神々は天上界に住んでおり、人間界に姿をあらわすときは、ハコクベを
つけてやってくるとされる。ハコクベとは仮装のことである。たとえば山の神（キムン・カムイ）
はクマの姿をし、沖の神（レプン・カムイ）はシャチもしくはイルカの姿で、集落の神（キムン・
カムイ）ならフクロウの姿をとるわけである。これは、カムイがアイヌに食物や毛皮を与えるた
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めにそのような姿でやってくると信じられている。
それ故、カムイを大切にするアイヌは、食べるときにはまず神に感謝し、食べた残りや不要の
部分は粗末にしないで、土産をたくさんもたせて、ていねいに神の国へ送り返してやるのである。
それは霊すなわちカムイを天国へ送り返すのである。
そうすることによって、
カムイは天国へ行っ
て多くの神々に、アイヌのところで歓待されたことを自慢し、それを聞いた神々は、そのアイヌ
のところへやってくるというわけである。クマに限らずすべての食肉に供する鳥獣魚類は、イナ
ウを立てて送るのである。この送りをイオマンテという。
」
（pp.24-25、傍線引用者）
このハコクベ、神の仮装という考えに基づけば、万物は神が仮装したものだということになり
ます。クマ、シャチ、イルカ、フクロウに限らず、すべての動物が、神が変装した姿だとしたら、
アイヌが殺し食べ利用した後で、鳥獣魚類の残骸はすべて、丁重に神の国へ送り返してやらねば
ならないでしょう。
動物だけでなく、植物も送りの対象になる。さきに糠送り風景で見たように、野菜屑や糠まで
がイナウを立てて、あの世に送られる。動物、植物も神（カムイ）が仮装したものに他ならない。
動物、植物の他には、蓋物、杯、行噐（ほかい）
、椀などのような日常雑噐を含む道具類も、す
べてカムイ（神）がハコクベ（仮装）した姿であるから、それらを利用した後には、神に感謝し、
イナウを立てて神の国へ丁重に送り返してやる、そうすればカムイ（神）も鼻高々になり、再び
くりかえしハコクベ（仮装）するに違いない。
こうしたカムイ（神）のハコクベ（仮装）からはじまる一連の神（カムイ）とアイヌ（人間）、
アイヌ（人間）と神（カムイ）との関係を金田一京助（1882-1971）は、
以下のように捉えています。
「これらのものは、神々である。もっと精密に云えば、それぞれの神の、人間界へ遊びにあら
われるに、それぞれの固有の仮装をした姿である。そして、もはやそのままでは、もとの神の国
ヘは帰れない。よき人間を選んで、その人間へ、その仮装を神苞（セムイミヤング）として授け、
その手でその形骸を破らせることに由ってもとの霊がその形骸から離れて、神そのものになって
神国へ帰って行く。その際に、若し人間から感謝されて食べられて、篤い言葉で労われ、供物を
捧げられてそれを土産に神国に帰ると、神国に於て皆々へ、人間界から貰って来た土産であると
云って饗応することが出来るから、皆々から感謝され尊ばれて、神国で鼻が高い。それで、獲っ
た人間を、好意を以て、神国から目を放たず見守っていてくれると。
」
（
『金田一京助全集

第 12

巻』p.88、1993.1、三省堂）

（３）子供の葬法と孕み女の葬法
➊子供の葬法
藤本英夫『アイヌの墓』が描いている葬法として見逃せないのは、子供の葬法です。
「赤ん坊から七歳くらいまでの子供が死んだときも、成人の葬式とは違った方法をとる。この
子供の魂をあなたの裾に包んでおいて、また生まれ変わって、母親のふところにもどして下さい
と、火の神にたのみ、墓標もつくらないし、引導渡しもやらない。そして、また同じ母親のとこ
ろにもどってくるようにと、いい聞かせる。墓標をつくらないのだから、墓地に埋葬しない。女
便所のわきに浅い穴を掘って埋めるのである。土をかけるときに、頭のところに細い棒を一本立
てておく。そして土をかけ終わると、その棒を抜いて穴をあけておく。子供が自由にでてこれる
ように気を配ったものである。
」
（同上ｐ .49）
この子供の葬法は、さきに見た忠生遺跡の無頭石棒祭祀と同趣旨の葬法です。無頭石棒は埋甕と
ワンセットになっていて、子供の遺体は埋甕の中に葬られていました。無頭石棒の祈りは、この世
の内で、イノチを循環させようとするイノチ復活呪術です。アイヌの子供の葬法では、
「母親のとこ
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ろにもどってくるように」という場所は、竪穴住居出入口の埋甕ではなく、女便所のわきの「浅い穴」
です。尻をまくる女便所の「浅い穴」は、埋甕と同じく「よみがえり」を期待できます。

（なお、
「子供の葬法」については、第 13 回論考「忠生遺跡における科学・宗教・呪術」の「（２）
忠生遺跡ムラにおける埋甕呪術」において詳論してあるので参照されたい。
）

➋孕み女の葬法
藤本英夫『アイヌの墓』は、さらに死産児の葬法に言及しています。
「臨月近くになってから死んだ女性のとき、墓地までは普通に死んだときと変わらないが、死
体を墓穴に入れてから、これもすざましい儀式を行う。参会者の中で、身よりのない老婆が顔を
黒い布で隠して、墓穴の中にはいり、死者の腹を鎌で切り割る。そして、中から胎児を取りだし
て、布きれで包んで母親の横においてやる。
」
（ｐ .51）
この死産児の葬法は、哲学者の梅原猛がアイヌのおばあちゃんに聞いたところを紹介し、広く
知られています
（前掲
『人類哲学の創造』
pp.410-417）
。北海道庁の
「旧土人に関する調査」
には、
「昔
時は死者妊婦成るときは、小刀にて腹を割き、胎児を取出し、布に包みて母親の側に埋めたりし
が、現今は此の事なし」とある（前掲『久保寺逸彦著作集』p.193）
。
何故、
死者の腹を裂き、
胎児を取り出さねばならないのか？ 死者への告辞はこう祈られています。
「この主婦は産の途中で死んでしまいました。その為、胎児を自分の懐（腹）から分娩するこ
となくして、今は火の女神の膝元から手をはなされてしまった〔中略〕亡くなった仏があの世に
行くのをお見送りして下さって妊婦の腹から子供を出しましたなら妊婦自らも（立派な神の姿と
なり）恥じることなしに先祖の国へ送られて赴ける様に火の神様に万事お任せいたしたいと思い
ます。」（沙流平取、平村コタンピラ翁による告示、前掲『久保寺逸彦著作集１』ｐ .192）
即ち、お母さんと胎児のタマシイを分離してやっています。お母さんはムラビトの葬法であの
世へ。死児は子どもの葬法でこの世に止め、もう一度生まれ直してなおしていらっしゃい。その
ために人為的に出産させるのです。ここでは、ムラビトの送りと子供の送りとの双方が切り離さ
れています。
ところが驚くことに、この胎児分離の習俗が、本邦ヤマトでも広く行われていた！
安井眞奈美『怪異と身体の民俗学――異界からの出産と子育てを問い直す』
（2014.12、せり
か書房）が、その事実を明かしています。依拠した資料は、
恐れ多くも恩賜財団母子愛育会編『日
本産育習俗資料集成』
（1975）
。各地の事例が北は東北地方から南は鹿児島・沖縄地方まで多数
挙がっています。例えば、ほんのちょとだけ――
「妊娠中に死んだ女は必ず胎児を引き出して身二つにして棺に入れた。出産で死んだ女は血の
池地獄に陥るといってねんごろに弔う」
（岩手県盛岡地方）
「妊娠中死んだ女はその胎児を取り出してともに埋葬する。
」
（秋田県北秋田郡）
「昔は妊娠のまま死ぬとフワケしてから葬ったという」
（栃木県河内郡）
「妊婦が死亡するとその腹の子を取り出して別に葬る」
（千葉県香取郡）
死者の腹を裂き、胎児を取り出す者の心中はいかばかりか？

血まみれになりながら刃物をふ

るう女の心中にはアイヌのおばあちゃんと同じ、鞏固な信心の体系があったと思わざるを得ませ
ん。その信念の体系は、決して仏教や神道といった既成宗教ではなく、文明開化期には呪術とし
て穢らわれ、迷信として嘲笑されるにもかかわらず、人々に生きる勇気を与えた民俗的信仰とし
て、恐らく神代の昔から墨守されてきたものでしょう。
出産と女性、そして妖怪との関係を示す民俗的事例も見られます。
「たとえばウブメという妖
怪は妊娠中に死んだ女性の霊魂が怨念となってこの世に戻ってくる姿だと言われている。
」
（宮田
登『妖怪の民俗学―日本の見えない空間』ｐ .29、2002、筑摩書房）
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４. タイラー「アニミズム」に見る魂の送り
アイヌの宗教観が極めてアミスティックであることを、さきに見ましたが、ヒト、動物、植物、
道具など、ありとあらゆるもののタマシイを、この世からあの世に送るのは、ひとりアイヌだけ
のことではない、古今東西、世界の「未開民族」
、
「野蛮民族」にも見られるところです。
アニミズムの古典的名著「アニミズム」の研究はエドワード・Ｂ・タイラー著『原始文化』
（1871
年初版）によって成し遂げられましたが、最近ようやく、その全訳が刊行されました（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）
。旧来の訳書（比

屋根安定訳、
1962.11、
誠信書房）
は抄訳です。全訳は上巻 626 頁、
下巻 626 頁というボリューム。
「タイラーの残存の考え方はまだ利用されている」
「宗教学においてもアニミズムを否定するこ
とや、利用しないですませること不可能である」
（松村一男）
。世紀の宗教学古典を時代遅れなど
言う縄文考古学者がいるとしたら、縄文人によって一笑に付されるに違いない。以下では、その
訳書によって、アニミズムにおけるヒト、動物、植物、道具などのタマシイ送りを見てみること
にしたいと思います。

（１）アニミズムとは「霊的存在への信念」
、その証拠品は探検家、旅行者、宗教家、商人
などの記録に記されている
タイラーは、アニミズムを考察するに際し、宗教について、最小限の定義をしています。
曰く、「宗教の最小限の定義は、諸々の霊的存在への信念である」
（上 p.518）
。
そして、参照した膨大な証拠に基づいて判断する限り、
「すべての低級種族について、霊的
存在への信念があるらしい」
、
「今日では宗教のない民族は存在しない」と断じています（上ｐ
.519）
「低級種族」とは？

文化は低級から高級に進化するという進化論的な考えは、19 世紀英国の

精神を反映しています。
「総じて野蛮人の能力は最も低く、未開の人々は貧弱で、教育の行き届
いた現代の諸民族が最も高い」（上ｐ .38）
。この野蛮―未開―文明という道筋を通って人類の文
化は発展・進化してきたと見ています。
アニミズムは一般の解釈では、低級な原始文化に特有な宗教的形態と理解されています。そこ
から、のちに高級な多神教や一神教という宗教が次第に進歩を遂げてきたのだと解釈されている。
アニミズムは低級で、原始的で、宗教というには未成熟で、キリスト教、イスラム教や仏教が高
級で近代的、現代的な一大宗教である。このようなアニミズムの理解はタイラーを誤解し、アニ
ミズムを間違ってとらえていると思われます。
「アニミズムは野蛮人から文明人にいたる人類の歩みにおける〈宗教哲学〉の土台なのである」
「根っこさえあれば、枝は生えてくるものだから」と断言しています。タイラーには、残存とい
う考え方があるのです。
人類の文明の中にも、その文化が経過してきた野蛮、低級、未開の状態にあった時の文化を「残
存」させている。
「諸々の霊的存在への信念」が宗教なら、
アニミズムもそのひとつ。キリスト教、
イスラム教や仏教などの大宗教も、間違いなく、野蛮、低級、未開の状態の宗教の原始的形態を
残存させている。
アニミズムは宗教の根っこ。アニミズムは宗教の起源であるだけなく、
宗教そのものでもある。
宗教の定義の対極には唯物論哲学の思潮があります。
「神は存在しない」
「宗教を信じない」と
する唯物論哲学が 19 世紀には急激に台頭していました。タイラーは、
〈唯物論哲学〉の対極に
ある〈心霊主義哲学〉の本質を具現する教理を、アニミズムの名のもとに考察しようとしたので
49

す（上ｐ .520）
。
「神は存在しない」
「宗教を信じない」とする同時代の唯物論哲学信奉者にとっては、アニミズ
ムの詮索は無用です。しかし、
「すべての低級種族について、霊的存在への信念がある」人類の
歴史を探求する歴史探求者にとっては、この探求は必要不可欠です。何故なら、縄文人には霊的
存在への信念があり、宗教なくして縄文人は生きられなかったからです。仮に貴方が唯物論哲学
を信奉する考古学者であるとしても、それは現代に生きる貴方の問題であって、貴方が研究対象
とする縄文人の生きざまとは何の関りないことです。
では、縄文人の霊的存在への信念を探求するには、どうしたらいいのか？
宗教そのものは掘り出されることがない。精神的産物ですから、考古学は対象とし得ない。し
かし、宗教祭祀に使用されたと思われるモノは掘り出されます。そのモノ、その使い方を究めよ
うとしたら、「低級種族の霊的存在への信念」を詮索しなければなりません。その詮索方法は、
近代文明の波及しなかった、あるいは波及を滞った未開社会の人々が、いかなる宗教、信念大系、
カミを信じていたかを観察し、証言を求め、探求する以外にありません。宗教を探求するのは、
民俗学（フォークロア）
、民族学（エスノロジー）
、文化人類学、歴史学、心理学、宗教学をはじ
めとする精神領域を対象とする学問だということになります。これらの学問は、過去に人類が経
過し、いまも「残存」させている低級、未開の文化の探求をフィールドとしています。
タイラーは、
「安楽椅子の人類学者」
と言われていますが、
大航海時代を経て、
世界の未開社会
（低
級種族の社会）に分け入った先進社会（高級種族の社会）の探検家、旅行者、宗教家、商人など
の膨大な報告・証言を漁って、それらの中に宗教に関連する事実を発見していったのです。主要
な報告・証言の類は 19 世紀の大英帝国主義の産物で、それらの報告・証言の中に野蛮、低級、
未開の宗教の原始的形態を見出しています。しかし、高級な多神教や一神教という同時代現存宗
教については、はっきりした輪郭を描くことができますが、野蛮、低級、未開の宗教については、
高級同時代現存宗教の一部分、断片、変型、原型、残存形態と思しきものを渉猟して発見するか、
他には見られない独自、新奇な原始的形態を発見していくしかありません。
こうしてタイラー『原始文化』には、原始宗教と思しきアニミスティックな要素、形態が、主
題ごとに丹念に集められているのです。

（２）低級種族は、どのようにしてアニミズムを発見したか？
すべての人間は、生命と幻像という二つのものを持っている。そこで、この二つのものについ
て、低級種族は、考えをめぐらしたのだと、タイラーは洞察します。
①生きている肉体と死んでいる肉体では何が違うのか？

何が人に活気を与え、眠らせ、忘我

状態（トランス）にさせ、病気にさせ死なせるのか？
答え：生命は、肉体が感じたり考えたり、行動したりすることを可能する。
②夢や幻のなかに現れる人間の姿の正体は何か？
答え：夢や幻は、肉体の似姿ないし第二の自己である。
生命も幻像（夢）も、肉体から分離ですることができます。生命が肉体を離れると、肉体は感
覚を失ったり死んだりします。また幻像（夢）においては、
肉体から離れたところにいる人々を、
眼前に現すことができます。
ここから、幽霊の魂が定義されます。
「非常に微かな、実体のない人間の似姿であり、性質としてはまるで蒸気か、薄い靄か、影の
ようなものだが、個人に生気を与え、生きさせたり考えさせたりする。そして、過去および現在
における肉体的所有者の個人的意識や意志判断を主体的に支配する。
」
幽霊の魂を、
「微かな、
実体のない人間の似姿」としているのは絶妙です。人間に似てはいるが、
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微かで、実体がない。
「それはまた、肉体を離れて瞬時にあちこちを跳び移ることができ、人がそれに触れることも
見ることもほとんどできないのに、物理的な力を示しもする。そしてなにより、人が眠っていよ
うと起きてようとおかまいなく、誰かの幻影（ファンタスム）として姿を現すことがある。それ
は本人の肉体から離脱しているが、もとの姿にそっくりである。その人の肉体が死を遂げたあと
でもそれは存在し続け、人々の前に姿を現し、他人の体や動物の体、はては物体にまで入り込み、
乗っ取り、動かしてしてしまう。
」
（上 pp.523-524）
これはアミニズム発生の核心を突いています。こうした原始的なアニミズムは非常にうまく自
然の事実を説明できるため、高度の教育が発展した文明社会にも存続した。
「アニミズムはいまだその本来の特徴の痕跡をとどめているし、その原始時代の遺産を文明社
会における現在の心理学のなかに見いだすことができる。
」
（p.524）
いわゆる「残存」です。大量の証拠品の中から典型的な事例を選び、魂に関する古来の理論が
示されます。以下は、そのほんの一例です。
◆影という語が魂を表現するのに使われる。人が影を失うのは致命的なこととされている。例：
影をなくした男。
◆死体は腐っても「われわれの目のなかの人」は死なずにさまよい歩く（ギアナのマクシ族）
「人
の生気を瞳のなかの小人と関連づける発想は、ヨーロッパの口頭伝承でもめずらしくない」
。こ
こで、「われわれの目のなかの人」は、遮光器土偶の目を見る際に注目されるべきです。
◆人には魂が二つある。一つはその人の影、もう一つは息。マレー人は、死につつある人の魂は
その鼻孔から抜け出すと考えており、ジャワではナワという語が「息、生命、魂」を表す。これ
も、遮光器土偶の鼻息を見るに参考にすべきです。
◆「人は死ぬと、口からその人自身に似た姿の何かが出てくる。それはユリオと呼ばれる。この
ユリオはその人の生前の住み処に向かっていく。それは人間ようだが死ぬことはなく、なおかつ
その人の体はやはりそこにあうのである」
（ニカラグア宗教調査）
。
◆「魂を息とする考えはセム系やアーリア系言語の語源にもたどることができ、世界中の哲学の
主流にも入り込んでいる。ゲルマン言語のガイストと英語のゴーストも本来は「息」の意味合い
をもっていただろう。
アイヌにあっては、
〈ラマッ〉です。
〈ラマッ〉に一番近い訳語は、
「魂」または「精神」
「霊魂」
です。Ｎ . Ｇ . マンローが『アイヌの信仰とその儀式』で紹介しています。
「どんなものでもそれが燃えてしまったり壊れたりすれば〈ラマッ〉はそこから抜け出して行
きます。人や獣や木や草のような生きているものが死ぬと、
〈ラマッ〉はそこから去ってどこか
別の場所へと向かいますが、決して消滅することはありません。従って死者を埋葬する時には、
死者が生前使っていた弓矢や道具類を壊して死者と共に地中に埋め、それらの品の〈ラマッ〉が
死者の〈ラマッ〉といつまでも一緒であることを願うのです。
」
（同上 p.16）

（３）失われた魂を呼び戻すのは呪術師の仕事である
生命は魂によってもたらされる。それでは、魂が体から遊離したら、どういうことなるのか？
タイラーによれば――
南オーストラリアの現地人は、
感覚が麻痺したり失神したりすることを、
「魂が抜けた」と言う。
北米アルゴンキン・インディアンは、病気になることを、病人の「影」が不安定になったり、体
から離れたりすることとして説明する。われわれなら病気になった人が恢復したというはずのこ
とを、彼らはその人がいったん死んで、再びやってきたのだと考えられている。
失われた魂を呼び戻すのは、邪術師や祭祀の通常の仕事だ。
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オレゴン州の原住民であるセイリッジ・インディアンの考えでは、魂の身体からの離脱が致命
的な結果をもたらさないように、呪医がおごそかにその人の頭から霊を送り込み、定着させる。
北アジアのトゥラーン族、つまりタタール諸族の人々は、病気になると人間から魂が抜け出てし
まうという考えを強くもっている。仏教を信仰する諸部族でも、ラマ僧が非常に入念に魂を取り
戻す儀礼を行う。
ビルマのカレン族は、
病人からさまよい出た魂をつかまえようとしてあちこち駆けずりまわる。
魂が一定の期間以上体から離れたままになっていると病気になり、永久に戻らないときには、そ
の人は死ぬことになる。
「霊魂が一時的に離脱する現象は、妖術師や祭祀や予見者の行う処置のなかに全世界的に見ら
れる。彼らは、自分の霊を遠くに旅立たせることができると称し、また実際に本人たちも自分た
ちの魂が一時的に身体の牢獄から解放されると信じていることも多い。
」
魂呼ばい（たまよばい）は、日本、沖縄の民間信仰における死者の魂を呼びかえす呪術行為と
して知られています。小学館『国語大辞典』にも出ている。
「死人の魂をよびかえすこと。また、
その呪法。死者の出た家の屋根に登り、大声で死者の名を呼んだりする風習があった。
」
この風習は中国からもたらされたものらしい。いよいよ死ぬと必ず屋上に登って北を向き、
「おーい某（ないがし）復（かえ）れ」と叫ぶ。そのあと死体を洗うて生米を口に含ませ、煮
た肉をつつんでその霊を送る。これは、古くは周の臨終の習俗で、続いて漢や唐の頃にも屋根
に登って魂を呼んだ記録が見えているという。
（秋田成明編訳『中国社会風俗史』pp.246-247、
1969.11、平凡社東洋文庫）
ヨーロッパの民間伝承には、体を抜け出た魂が帰り道を見失うといけないので、眠っている人
に寝返りを打たせまいとする発想があるそうですが、日本には、ろくろ首があります。ろくろ首
は、夜間に人間などを襲い、血を吸うなどの悪さをする。ろくろ首は寝ているときは首だけが飛
び回っているが、その体を移動すると元に戻らなくなるという妖怪です。
肝心のことながら、人の魂、幽霊は、霊医にしか見えない。アンティル諸島の現地民は、一人
で歩いているときに死者を見かけることはあっても、大勢で一緒に歩いていたら見えない。フィ
ン人にとっては、
死者の幽霊はシャーマンにしか見えない。
幽霊の声は
「さえずり」
「かぼそい呟き」
とする古典的表現があるが、それらはかなりの程度まで霊媒師のものだといえる。魂がエーテル
のようだという説は広く信じられてきて、この説は現代の哲学にも受け継がれているが、これに
はか細い理屈をあれこれ弄する形而上学に堕している。
（上 pp.530-552）
人の魂、幽霊を写真に撮ったというインチキを心霊写真と言いますが、アイヌが初めて写真に
であったときの反応が、ジョン・バッチェラーの著作に描かれています。
「写真を撮ったり写生したりすると（殊に裸体のまま）
、一種何等かの神秘作用により生命が縮
まるとは、古くからのアイヌの信仰であった」
。
「アイヌは写真を撮られると、その人は幽霊に変
わってしまうと思っているらしい。
」以下はピョトルグラス・ハワド『シベリア蛮族横断記』か
らの重引です。
「ある日、数名の人が酋長の家に来合わせた。私はこれぞ、彼等の驚異を唆る好
機と思ひ、新しく仕上げた彼らの肖像が、どんな感興を惹起するか俟ちかまへた。処が焉ぞ知ら
ん、彼等は発砲されたかの如く、即座に跳り上がり酋長を除くの外は狂えるが如く戸外に飛び出
した。老酋長は非常に悶へ苦しみ、家中を地団太踏んでゐた。外で怒り狂ふ大騒ぎに、私は戸口
に行つてみると、今まで私が温順の徳を讃えたその人々は、怒鳴立てて私を脅迫するかのごとく
振舞ふた。」（『アイヌ人とその説話』ｐ .273）

（４）殉死――妻や従者などを犠牲として捧げ魂をあの世に送る
「死によって身体を離れた魂や霊は、墓の近くをうろついたり、地上をさまよったり、宙を飛
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んだり、さらには霊の居るべき場所――つまり墓場の向こうの世界へと、移動するものと考えら
れている。」（ｐ .552）
魂は死によって解放され、自由で行動的な存在になる――この考えを論理的に一歩進める。す
ると、霊界で使役するために人を殺害してその魂を解放しようということになる、つまり或る死
者の葬儀に際して生贄が供せられる。いわゆる殉死――殉死こそ、アニミズムを特徴づけている
葬儀だとタイラーはいう。
「身分的に高位の者が死ぬと、その魂はしかるべき場所へと旅立つが、葬儀の際に殺された彼
の召使や妻たちの魂も主人の魂に同行して、死後の生においても彼に奉仕し続けるというのが、
古代哲学にとっての合理的推論である。
」
（ｐ .552）
ボルネオのカヤン族の実力者の葬儀では、奴隷たちが殺害され、死者に従い、その世話をさせ
られる。フィジーの英雄ラ ･ ムブティが海で命を落としたときは、彼の妻 17 人が殺害された。
戦士・奴隷・妻などを大量に犠牲にして、あの世でも引き続き同じ仕事をさせようとするのは、
メキシコ、ボゴタ、ペルーなどの首長や君主に広く見られる葬送習慣である。死者を伴う葬式に
ついては、アフリカの東部・中央部・西部など広範に渡って恐ろしい記述や絵画の記録が残って
いる。17 世紀の日本では高位者の死に殉じて 10 ～ 30 人の従者が
「ハラキリ」
をした。中国でも、
夫に付き従って妻が自殺することは普通に承認されている慣行である。カエサル時代のガリア人
たちは、死者が出ると盛大な葬儀を催し、彼が生前愛したありとあらゆるもの、つまり動物や奴
隷や部下などを片っ端から火にくべた。
スラブの異教徒の記録には、
死者とともに衣服や武器、
馬、
猟犬、忠実な従者などを火にくべた。
（pp.552-561）
こうした事例が延々続いていますが、引用はこれで止めます。
日本の例では、
『魏志倭人伝』に「卑彌呼以死大作冢徑百餘歩徇葬者奴婢百餘人」
、つまり邪馬
台国の卑弥呼が死去し塚を築いた際に、約 100 人の奴婢が殉葬されたというのが有名です。時
代をさかのぼって、果して、弥生時代や縄文時代に殉死はあったか、なかったか。両時代ともに、
アニミズムが跳梁跋扈していた時代環境だから、あった。殉死が埴輪に置き換えられたのは、古
墳時代で、野見宿祢の建言によって生きた人を埋め立てる殉葬が廃止されたと伝えられています。
「首狩り」という残酷な慣習も同様な発想から生まれてくる、とタイラーは言っています。ダ
ヤク族――ボルネオ島 ( カリマンタン ) に住むプロト ･ マレー人系の原住民。
「彼らは人間の頭
部を入手できれば、あの世では、それが自分のために奉仕すると考えており、あの世での地位は
首を幾つもっているかによって決まるとされる。したがって死者が出ると、その死者の奴隷とし
て「魂の住まい」に付き添う者の首がもたらされるまで、人々は喪に服し続ける。たとえば息子
を亡くした父親はその弔いの儀式として家を出、最初に出会った男を殺害する。また、若者は首
を一つ手に入れるまで結婚しようとしない。ある部族では、誰かが死ぬとその人が最初に手に入
れた首を、槍、布、米、キンマの葉とともに埋葬する。ダヤク族のあいだでは、待ち伏せをして
首を狩ることは民俗的娯楽（スポーツ）である。彼らの言葉によれば、白人が本を読むように、
俺たちは首狩りをするのだ。
」
（p.553）
首狩りは、かつて台湾の高砂族でも盛んに行われていて、日本当局はその禁止に腐心したもの
です。

（５）動物、植物、モノにも魂がある
動物に対する見方が、文明人と野蛮人では、大きく異なる、とタイラーは見ます。野蛮人は、
生きている人にも死んだ人にも真面目に語りかける。また、動物たちに敬意を表し、彼らを捕ま
えたり殺したりしなければならないことについて許しを請う。
例えば、北米のインディアンたちは、馬にも知性があるかのように扱う。ある者は、ガラガラ
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ヘビを見かけても殺さないが、
それは蛇の霊から復讐を受けることを怖れているからである。
（ア
フリカの）カフィール族がゾウを仕留めるときは、
まず自分たちを踏みつぶさないように祈願し、
仕留めたあとは、わざと殺したのではないことをゾウに納得させようとする。カンボジアのステ
アング族は、自分たちが殺した獲物に許し請い、蝦夷のアイヌは殺した熊に敬意を表してから皮
を剥ぐ、等々。
「原始的な心理学において動物も人間同様、魂をもつと考えている」
（上 p.565）。
縄文時代の、
人の動物に対する見方にも、
敬意を表した真面目な対応が見られます。
「縄文のビー
ナス」をはじめとする縄文中期中葉の土偶は、頭の上に皿を載せていて「カッパ土偶」と別称さ
れていますが、その皿の中にはトグロを巻くヘビ（マムシ）が鎮座していました。アイヌの世界
では熊は天のカミが遣わした分身であると了解されていました。また、千葉市の加曽利貝塚から
はイヌの埋葬骨格が発掘されています。
タイラーによれば、植物も、また、魂をもつと考えられています。
「実際、中世の哲学では、
植物やそれより高次の有機体にも動物のような魂があると考えられていた。野菜に魂があるとい
うのもごく自然な発想であり、それは現在の博物学者も忘れられていない。
」
（ｐ .568）
われわれが、手軽に知ることができアジアの事例では、以下のような事例があります。
◆稲の穀霊としての稲魂（イナダマ）が典型でしょう。イネの精霊 ･ 霊魂は、人間と同じよう
に誕生、成長、成熟、死、再生を繰り返すとのアナロジーに基づいており、これは年中行事とし
て、東南アジアや日本の民俗の根底を形成しています（
『岩田慶治著作集 1

日本文化の源流』、

1995.4、講談社）。古典的名著としては、宇野円空『マライシヤに於ける稲米儀礼』
（1941、東
洋文庫論叢：第 28）があります。
◆奥能登の民俗では、田の神を田から家に迎え入れて、風呂に入れたり、食事を供したりして、
収穫に感謝する「あえのこと」があります（ユネスコ「無形文化遺産」登録）
。
◆縄文時代の発掘品としては、ハート型土偶でしょう。この土偶は、大きなハート型の葉に眼鼻
手足を造型しており、恐らく精霊の姿を蕗の葉を借りて表現しています。樹木に霊魂が宿るとい
う祭礼は、真脇遺跡や諏訪神社の御柱祭に見られます。
しかし、とタイラーは、考察を深めています。
「ある比較的高次の野蛮人は、木、石、武器、舟、食品、衣服、装飾品、その他もろもろの、
私たちにとっては魂も生気もないたんなる物に、身体を離れ、単体で生き延びられる魂があると
考えているのである。ほかの野蛮人たちも、多かれ少なかれ同じような考えをもっている。
」
（上
ｐ .570）
こうした突飛な考えを理解するのには、われわれが子供の頃、郵便ポストや棒や椅子や玩具に
人格を認めていた頃の記憶を必要とする、あるいは幽霊を考えても見よ、とタイラーは言います。
「幽霊は裸で出てくるのではなく、服を着たり、時には武装したりしているわけで、人の霊が
そうしたものを身につけているとすれば、そうした衣装や武器にも霊があると考えるのは当然な
ことである」。
「おどろおどろしい鎖の音や幽霊の衣服の衣擦れの音などは、幽霊文学にしばしば
登場する」（上 pp.571-572）
。シェークスピア『ハムレット』――「低級種族」や「野蛮民族」
の世界だけでなく、グレート・ブリテンの王宮のただなかにも、甲冑の幽霊がお出ましです。
衣装の霊、武器の霊、ヤカンの魂、手斧の魂、石の魂、カヌーの魂、家の魂……。モノにも魂
があるということが解れば、人の葬儀に際して、物の魂を転送することが了解されるでしょう。
「仮に人が死んでその魂が体から去っていくとしたら、そのとき死者に食べ物や衣服や武器を
与えるための方法は、
死体とともにそうしたものを焼いたり埋めたりすることである。なぜなら、
その死体に起こるのと同様のことが、彼のそばで運命をともにするように埋められたものにも起
こると考えられているからである。
」
（上ｐ .578）
「家送り」は 18 ～ 19 世紀におけるアイヌ社会の孤立した習俗ではないのです。オセアニアを
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中心とした未開民族の他界観念を民族学的に調べた棚瀬譲爾『他界観念の原始形態』が、家を捨
てたり、焼いたりする事例をたくさん発見しています（1966、京都大学東南アジアセンター）。
「死者の家を捨てるという習俗もマライシアには広く見られる」
、
「遷居の習俗はルソン島ヌエ
バ・ビスヤカサ州のイロンゴット族では家を焼き払う」
「ミンダナオのマンダヤ族では家を焼き
払う」、「ベシシ族では家を捨てたり焼いたりし」
、
「ジャクソン族でも昔は家を捨てたり焼いたり
した」。その根本的な動機は、
「死霊恐怖、死穢観念、家を死者のものとすることによって死者の
他界の用に供せんとする観念などが考えられる」
。
死者に対する供物や副葬品も広く見られ、以下のような事例が数多く挙がっています。
「ミンダナオのマンダヤ族では、食物、槍、刀、楯、帽子、家具を奉って死霊を慰め、クラマ
ン族では、武器、甕を副葬し、バボゴ族では、死者所有の高価な持物とともに納棺埋葬し、墓上
には食物、楯、槍などを奉り、マノボ族では墓上に米飯を手向ける」
。このようなマレーシアの
葬送習俗の目的は、
「あの世の用に供するためといわれ、また死者がこの世に未練を残して帰来
せぬためともいわれる」と棚瀬譲爾は推測しています（同上、pp.665-679）
。

（６）アミニズムは実証科学によって息絶え絶えだが、キリスト教にもしぶとく残存している
ところで、この世のありとあらゆる生物、動物にも、植物にも、そして鉱物にも、天体にもタ
マシイがあると信じ、あの世にもそれを在らしめるために、この世からあの世へ、もののタマシ
イを「送る」という送り儀礼が、未開・野蛮な縄文の時代に存在したと信じられるかどうか？
タイラーは、文明が野蛮―未開―文明と歴史的に経過するうちに、次第に信じられなくなって
いったのだ、と見ています。アミニズムを論じた第 11 章は、以下のごとくに締めくくられてい
ます。
「人間の思想の歩みを野蛮、未開、文明といった段階に沿って探求してみると、この理論の状
態がしだいに実証科学に適合していく一方、それ自身は逆に不完全で一貫性を欠くものになって
いることがわかる。とはいえ文明段階に入り、人々の物理科学の知識が素朴な哲学の水準を超え
るようになっても、人はまだいくらか物の魂や幽霊を信じているかのように振る舞う。植物に魂
があるという考え方が歴史のなかで徐々に消えていったという断片的な証拠はアジアで見つかっ
ており、今日のわが国では動物に魂があるという考え方はほとんど消滅している。
」
（p.593）
日本ではどうか？

行政・学校教育制度における実証科学精神の普及によって、植物、動物、

鉱物、天体などに魂があるという考えは、ほとんど消滅してしまっています。かろうじて、宗教
や民俗等の中に、無知蒙昧な信心として残存しているにすぎない。しかしながら、明治―江戸
……古墳―弥生―縄文と時代を遡って行ったなら、野蛮度・未開度はいや増し、実証科学的精神
はほとんど消滅し、ヒトの生き死のことは、アニミズム一色に包まれていくでしょう。
今日においてさえアミニズムは、名もなき世界の小宗教の中に大きな位置を占め、世界の高級
宗教であるキリスト教の中にも確かに生きている、即ち残存している、とタラーは断言しています。
「人間の魂という概念は、野蛮な思想家の哲学から今日の神学者へと、連綿として受け継がれ
ている。ごく初期から残り続ける存在であり、個物の人格的存在の媒体なのである。魂の理論は
宗教哲学の体系の基本的な部分の一つであり、途切れなく知的に継承〔メンタル・コネクション〕
され続け、野蛮なフェティシズムの実践者から文明化したキリスト教徒までを結びつけている。」
（上 p.594）
宗教の最小限の定義が終始一貫して生きています。宗教とは霊的存在への一般的信念——死後
も魂は存続するという信念に他ならない。実証科学がいくら普及しようとも、いくら高度に発展
しようとも、人間は肉体的に死をまぬかれない存在です。肉体は滅んでも魂は存続して欲しいと
いう切実な思いだけがつのりにつのり、それが宗教として昇華するのです。カミが発見され、カ
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ミが発明される。野蛮な思想家、即ち縄文のムラオサの頭をとらえていたのは、こうしたアミニ
ズムの幻想体系であったでしょう。
事物によって「神は存在しない」
「宗教を信じない」とする唯物論哲学信奉者にとっては、ア
ニミズムの詮索は無用です。しかし、
「すべての低級種族について、霊的存在への信念がある」
人類の歴史を探求する歴史探求者にとっては、この探求は必要不可欠です。何故なら、縄文人に
は霊的存在への信念があり、宗教なくして生きられなかったからです。そして、その宗教儀礼の
中心に巨大石棒が存在していたのです。仮に貴方が唯物論哲学を信奉する考古学者であるとして
も、それは現代に生きる貴方の問題であって、貴方が研究対象とする縄文人の生きざまとは何の
関りないことなのです。
追記：
2022 年６月 15 日掲載原稿に、単純校正ミスが目だった。ミスを指摘された安孫子昭二に厚
く御礼申し上げるとともに、ここに 2022 年６月 21 日修正稿を再掲載稿したい。
.

56

