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１．弥生の新嘗祭（にいなめさい）
２．縄文時代の穀物栽培
３．台湾ブヌン族のアワの農耕儀礼
４．縄文の新嘗祭の作物
（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）アワ
（４）ヒエ
（５）サトイモ

５．忠生遺跡における新嘗祭の状況証拠
（１）忠生環状集落と祖霊祭
（２）備蓄――高床式建物・貯蔵穴
（３）耕作具――打製石斧・石匙、磨石・石皿
（４）酒器――有孔鍔付土器
（５）祭器――渦巻文把手土器

６．巨大石棒による新嘗祭儀礼
＊本論は、
霞ケ浦湖岸の美浦村縄文遺跡 ｢陸平をヨイショする会｣ 20 周年の偉業〔藤森栄一賞・
和島精一賞受賞〕を称え、令和の時代の幕開けを記念するために書いた特別稿です。｢台湾先
住民社会における祭祀と呪術（上）
｣ の続稿は第 10 回、第 11 回稿で書きます。
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縄文巨大石棒の謎（第 9 回）
令和記念 ： 縄文の大嘗祭 ・ 新嘗祭

１．弥生の新嘗祭（にいなめさい）
2019 年 11 月 14 日、令和天皇の就任式である大嘗祭（だいじょうさい）が挙行されます。大
嘗祭は、新天皇の新嘗（にいなめ）の祭（収穫祭）に他ならず、日本民族の祭祀者としての新天
皇が、五穀の新穀を先祖神である天照大御神（あまてらすおおみかみ）にすすめ、自らもこれを
食べ、その年の収穫に感謝します。臣民はこの一世一代の祭祀によって新天皇の世での食を保障
されるわけであります。
「五穀」とは、古事記では、イネ、アワ、アズキ、ムギ、ダイズです。日本書紀では、アワ、ヒエ、
イネ、ムギ、マメです。イネ（コメ）だけではありません。いまや日本国民が、ほとんど食する
こともないアワやヒエといった畑作作物が入っています。また、いまは主食でないダイズ、おそ
らくアズキを含むマメ類も収穫祭の対象になっています。平成天皇の大嘗祭において
「悠紀斎田」
とされた秋田県において、アワを栽培・収穫し御用達した方の苦労話が公開されています（
「精
粟はかく献上された──大嘗祭「米と粟の祭り」の舞台裏」
『
「神社新報』1995 年 12 月 11 日号）。
平成天皇も皇居でコメのほかアワも栽培されていたと伝えられています。令和天皇の大嘗祭にお
いても、アワやヒエが「五穀」の一つとして供されるのは確実であり、恐らくはダイズ、アズキ
の豊穣も祈られることでありましょう。
（注１）
注１：「毎年 11 月 23 日に、宮中・神嘉殿で行われる新嘗祭では、新穀をはじめとする新撰が供せられる。新
穀は精白米と精白アワであるが、これらは、全国から選ばれた農家によって栽培、献穀されたものである。
1980 年代、献穀のためのアワの栽培用種子は、農林水産省東北農業試験場（現、国立研究開発法人農業・食
品産業技術総合研究機構東北農業研究センター）にある保存品種からも提供された。」
（平宏和『雑穀のポートレー
ト』ｐ .55、
2017.11、
錦房㈱）なお、
以下の文中で穀物名は原則的にカタカナ書きとする（引用文は原文のママ）
。

ところで、大嘗祭が天皇位継承儀式として確立したのは天武天皇（在位 673 ～ 686 年）の御
世ですが、新穀の豊穣を神に感謝し、来年の豊穣を祈る新嘗祭は、国家形成のはるか以前からム
ラムラ、イエイエの段階において行われてきたと推察されます。その原新嘗祭を探求した労作、
工藤隆『大嘗祭――天皇制と日本文化の源流』
（中公新書、2017.11）が、日本の新嘗祭（収穫祭）
の形成過程を四段階に分けて考察しています。
①その原型（弥生時代）の在り方（女のニイナメ）
②男王たちの覇権を争う古墳時代の在り方（男のニイナメ）
③ 600 年末ごろの大嘗祭整備開始期（初期大嘗祭。
）
④ 700 年代以後の、式次第が完成して固定化される平安時代の在り方
このうち、私は、①女のニイナメの部分を、非常に興味深く読みました。原ニイナメ像が二つ
の事実を根拠に語られているのです。
一つは「古事記」「日本書紀」の、神代の伝承の中で、天照大御神と神吾田鹿葦津姫（かむあ
たかしつひめ）がニイナメを行っているシーンが記述されていることです。もう一つは、民族学
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者によって記録された長江以南地域あるいは東南アジア稲作民族儀礼の中に弥生時代頃の原ニイ
ナメ儀礼に通じる民俗事例が広汎に存在しており、そうした儀礼が日本に流入したのではないか
と考えられるということです。
「女のニイナメ」というのは、「古事記」
「日本書紀」においても、東南アジア稲作民族儀礼に
おいても、女性が司祭を務めているところからのネーミングです。また、
この「女のニイナメ」は、
後には、儀礼は女性・政治的実権は男性という二重構造を経て、
「男のニイナメ」へと収斂していっ
たという歴史的変化が含意されています。
しかし、弥生時代の原ニイナメ像については、実は、もっと確度の高い証拠があることを、こ
こに指摘しておきます。『三品彰英論文集

第五巻

古代祭政と穀霊信仰』
（1973 年 12 月、平

凡社）からの転載画像です。銅鐸に描かれた絵に他ならず、左は田植え、中は脱穀、右は高倉で
す。この図を示して三品は明快に言い切っています。

図１

（資料）
『三品彰英論文集

第五巻

銅鐸に描かれた田植え、脱穀、高倉

古代祭政と穀霊信仰』ｐ .472

「古代の農家で、そうして原始共同体の村長（むらおさ）の手でニフナメが行われたのは弥生
時代に始まり、そこから芽生えてきたのが瑞穂の国の天皇の祭政であった。そうした原始時代の
ニフナメの在り方については、もちろん文献資料は何も語ってはいない。ただ一つの手がかりと
して考古学資料を指摘し得るとすれば、銅鐸の絵である。それは米作りの様子を絵物語風に描い
ているものが多いが、右〔上〕の写真のように田植・脱穀そして米倉と眺めて行くと、そこで行
われたであろう農耕儀礼を想見することができる。そうして米を納めた高倉は、古俗を伝えてい
る大嘗斎場における稲実殿（稲の斎屋）とそれほど大きく違ったものではない。
」
（1971 年 8 月
16 日絶筆、p.473）

２．縄文時代の穀物栽培
工藤隆『大嘗祭――天皇制と日本文化の源流』に立ち返ります。曰く「この『新嘗の祭、つま
り収穫祭」の要素こそが、縄文・弥生時代以来の、アニミズム・シャーマニズム・神話的世界性
といった、ヤマト的なるものの特性の結晶として、日本文化のアイデンティティーにかかわる部
分なのである」
（ｐ .17、傍線は引用者）
ここで工藤は、こっそり縄文を紛れ込ませています。これは工藤が弥生時代以降に始まったと
されている稲（米）以外の穀物であるアワ、ヒエ、ダイズ、アズキを射程に入れた場合のブレと
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表１
穀物

縄文時代と弥生時代の穀物栽培

原産地

ダ イ ズ、 ア ダイズ栽培種の祖先種は
ズキ
ツルマメ。アズキ栽培種
の祖先種はヤブツルアズ
キ。栽培起源地は中国と
されてきたが、最近は東
アジア多元説
ヒエ属
ヒエはイネ科雑穀。祖先
野生種はイヌビエ

アワ、キビ

縄文時代

弥生時代

縄文時代早創期～早期には利用が始まってお
り、縄文時代中期には中部高地と関東西部の諸
磯・勝坂式土器文化圏において種子の大型化が
みられる。

中部高地での大型種子は、遺跡
数の減少とともに見られなくな
り、その後は九州地方を中心に
大型の種子が見られるようにな
る。

縄文時代早期から北海道や中部高地で出土。縄
文時代 49 遺跡で報告がある。渡島半島と東北
北部の円筒式土器文化圏では縄文前期から中期
にかけて大型のヒエ種子が見つかっており、大
型ヒエと呼ばれている。

縄文時代後期以降は日本列島全
域で見られなくなる。しかし、
弥生時代にもヒエ属種子の出土
遺跡は 10 遺跡に上るので、ヒ
エ属の利用はその後も継続して
いたと見られる。
直接年代測定された最古のキビ炭化種子の年 弥生時代になるとアワが 43 遺
代 は 滋 賀 県 竜 ケ 崎 Ａ 遺 跡 の 2751 ～ 2505 年 跡、キビが 17 遺跡報告されて
前。アワは京都府北白川追分町遺跡の 2744 － いる。
2502 年前であり、圧痕資料でもイネと同様、
縄文時代晩期終末の突帯文期を遡る証拠はまだ
見つかっていない。

黄河流域で 1 万～ 8 千
年前までに栽培化。アワ
の祖先野生種はエコロ
グサ。キビの野生種は分
かっていない。日本列島
にはイネとほぼ同時期に
伝来した可能性が高い。
オ オ ム ギ、西アジアで 1 万 2 千年～ 縄文時代のオオムギは 13 遺跡、コムギは 9 遺 弥生時代ではオオムギが 21 遺
コムギ
8 千年前頃までに栽培化。跡から報告されているが、直接年代測定された 跡、小麦が 15 遺跡から報告さ
ものはなく、すべて混入の可能性が高い。
れているが、これらも多くが混
入の可能性がある。

（資料）須藤浩郎「縄文時代と弥生時代の栽培植物」（『季刊考古学』第 145 号 2018.11.1 発行）から作表

思われます。「雑穀の収穫儀礼でも忌み籠りがあった」
（ｐ 82-86）の小節で工藤は、アワのニイ
ナメについて五つの証拠を挙げています。
①「常陸国風土記」に「新粟（わせ）の初嘗（にいなえ）して、
家内諱忌（やうちものいみ）せり」、
あるいは「今夜（こよい）は新粟嘗（にいなえ）すれども」とあり、粟（あわ）についての新嘗
祭が行われている。
②「古事記」では「稲種」と「粟」を別種のものとして扱っている。
「速須佐之男命（はやす
さのおのみこと）が、
（略）ただちにその大宜津比売神（おおげつひめ）を殺した。そこで、殺
された神の身に生まれたものは、頭に蚕が生まれ、二つ目に稲種（いなだね）が生まれ、二つの
耳に粟が生まれ、鼻に小豆が生まれ、陰（ほと）に麦が生まれ、尻に大豆（まめ）が生まれた。
そこで、神産巣日御祖命（かみむすひのみおやのみこと）は、これをとらせて、種にした。
」
③「日本書紀」でも粟と稲は別物として扱われている。
「保食神（うけもちのかみ）は、すで
に死んだ。ただし、その神の頭に牛と馬が生じ、額の上に粟が生じ、眉の上に蚕が生じた。眼の
中に稗が生じた。腹の中に稲が生じた。陰（ほと）に麦と大小豆（まめあずき）が生じた。
」
④「播磨国風土記」には、
「鴨波（あわ）の里。昔、
大部造等（おおとものみやつこら）が始祖（と
おつおや）、古理売（こりめ）
、此の野を耕して、多（さわ）に粟を種（ま）きき。故（かれ）
、粟々
（あわわ）の里と云う」
⑤台湾の先住民族の農耕儀礼は、粟に集中している。彼らのあいだで、水田稲作が固有に行わ
れたとの確証は見出されていない（馬淵東一「粟をめぐる高砂族の農耕儀礼」
）
。
アワは、縄文時代晩期終末（2744 － 2502 年前）の京都府北白川追分町遺跡で圧痕資料が発
見されていますから、縄文の穀物でもあると言えるでしょう。その一方で、
「五穀」に数えられ
ているダイズやアズキは、縄文時代早創期～早期には利用が始まっており、縄文時代中期には中
部高地と関東西部の諸磯・勝坂式土器文化圏において種子の大型化がみられますから、縄文の穀
物と断定できます。もう一つの有力な「縄文の穀物」にヒエがあります。ヒエは「五穀」には入っ
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ていませんが、れっきとしたイネ科雑穀であり、祖先野生種はイヌビエです。須藤浩郎「縄文時
代と弥生時代の栽培植物」
（
『季刊考古学』第 145 号 2018.11.1 発行）は以下のように証言して
います（なお表１を参照）
。
「縄文時代早期から北海道や中部高地で出土。縄文時代 49 遺跡で報告がある。渡島半島と東
北北部の円筒式土器文化圏では縄文前期から中期にかけて大型のヒエ種子が見つかっており、大
型ヒエと呼ばれている。
」
縄文時代の農耕をどう捉えるかは日本の考古学の大問題ですが、穀物としてヒエ、ダイズ、ア
ズキが耕作されていたことは確実であり、今後の研究によってアワの中期以降の耕作が浮上する
可能性はあり得ます。ここでは、ヒエ、ダイズ、アズキの他にアワの「初嘗（にいなえ）
」
、即ち
新嘗が縄文時代のムラムラにおいて行われていたと措定して、縄文の「何らかの祭祀」に当たる
新嘗祭を考えていくことにしましょう。その場合、有力な手掛かりとなるのは、工藤が五つ目に
依拠していた元台北帝国大学助教授馬淵東一（1909 ～ 1988）の、台湾先住民（かつては日本
によって「高砂族」と呼称された「高山族」
）に関する民俗研究を一端とする「台湾先住民社会
における祭祀と呪術」です。

３．台湾ブヌン族のアワの農耕儀礼
武崙（ブヌン）族は、台湾の最高峰・新高山を中心として南北約三十里、東西約十里、絶険の
山地に棲息した「蛮人」の総称で、６種族ないし９種族からなる「高砂族」の中で最も未開な種
族でした。臨時台湾旧慣調査会の補助委員であった佐山融吉は、1919 年の時点で、彼らの日常
生活と農耕とを以下のように報告しています。

日常生活：
「一日三食なるあり。粟を常食とすれども巒蕃人倫社のごときは、
陸稲豊富にして米を常食とす。
されど日に三食する者は夕方甘藷をとるを普通とす。貧者は雑草を取り来たりて、煮て食するも
のあり。しこうして三番鶏を以って夜明とし東天の梢々白む頃起き出でて炊事し、食事終われば
各々仕事に従事すること何所も同じ。
」

農耕：
巒蕃人倫社「先ず草を刈り、樹木の小枝を伐り払い、それより幹を伐り倒して、火を放ち、焼
けて残りたるを一箇所に集めて、再び焼く。それより十数日経て草の稍々延びたる頃より開墾す
るなり。最初に里芋を植え、次に陸稲、粟、稗、甘藷を播き付く。
」
達覔加蕃「一人行きて少しく伐採し甘藷二個を植えて帰り、その夜、吉夢を得れば引き続き三回
夢卜を行い、共に吉なれば開墾す。二年にて耕地を転換するを常とす。しこうして耕地は日当たり
良きところを選ぶ。これ日陰は霜害を受くればなり。粟を運び来たれば先ず屋内に置き、家族の中、
屈強の若者その前に立ちて下より上に豚の肩骨をカチカチ鳴らして祓い、それより両手を広げて
「オッ」と叫び、それより粟を屋内の粟置場に積みて、再び同事を繰返しおわれば、家族にて飲酒す。
かくて全部の粟を積み重ね終わるまで毎日、同じ事を繰返すなり。
」( 臨時台湾旧慣調査会『蕃族調
査報告書 武崙前篇』1919.1、pp.120-121、日本語旧表記は現代表記に修正。以下同 )
佐山融吉の 17 年後（1936 年）に、台北帝国大学助教授として歴史的文献記録と現地調査を
精査総括し得た馬淵東一は、ブヌン族の生業について、以下のように述べています。
「ブヌン族は高山地帯の住民ではあるが、生業の点よりみれば狩猟の民といふよりは農業の民
と云ったほうが一層適切であらう。
彼らの生活は狩猟よりも農業に依存することが遥かに大きい。
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図２

ブヌン族石印化蕃のアワ搗き踊

（資料）臨時台湾旧慣調査会第一部（佐山融吉執筆）『蕃族調査報告書

武崙族

前篇』1919.1）

勿論この故を以って狩猟のもつ重要性を無視すべきではないにしても、農業特に粟の栽培が著し
く重要であり、多量の粟を穀倉に収蔵することが彼らの最も大きな生活理想の一つとなってゐる
のである。」（『馬淵東一著作集』第 3 巻、1974.9、社会思想社。以下、同書所収の二つの論文「粟
をめぐる高砂族の農耕儀礼」
〔原文は 1953 年 11 月『新嘗の研究』第１輯掲載〕pp.337-360 と「ブ
ヌン族の祭と暦」〔1936 年『民族研究』２巻３号掲載〕pp.361-381 との両論文から適宜引用し
ます）。
では、ブヌン族の祭祀とは如何なるものだったか？
祭祀における行事では、まず霊とか神とかが未成立であることを馬淵は強調しています。
「作物の霊魂、またはその神霊、或ひは土地神の観念もなく、それを表現する言葉も存しない。
神霊への祈願ではなしに、作物そのものへの呪術的な働きかけが行われるのである。
」
（pp.349350）
「強いて例えば「粟の神霊」或いは「土地の神霊」と云ふ言葉は仮に作り得るけれども、実際
にはかかる表現は用ひられず、またそれ相応する観念も認められない。かくして神霊への祈願の
如きことは行われず、呪文もこの二つ点を目指してゐる。
」
（p.365）
アワは五つの耳をもち、人の言葉をよく聞き分けると信じられていて、あたかも人間に対する
かのごとく、話しかけます。呪文は二種。
播種蔡から収穫祭までは――早く大きくなるように！

沢山なるように！

収穫・倉入れに際しては――食っても減らぬように！

余るように！

なるほど！
「てるてる坊主の歌」を思い起こさずにはおれませんネエ。
「てるてる坊主、てる坊主、あした天気にしておくれ」
、
「晴れたら金の鈴あげよ」
「それでも曇っ
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て泣いてたら、そなたの首をチョンと切るぞ」
猿蟹合戦でも、やってましたヨ。
「早く芽をだせ柿の種、出さなきゃ鋏でちょん切るぞ」
「てるてる坊主の歌」や「猿蟹合戦」の脅迫劇のネタ元は、小正月（旧暦 1 月 15 日）の成木
責めです。
「小正月に柿などの果樹の豊熟を祈念する行事。家の主人が手斧を持って、柿の木に向って切
りつけるしぐさをし、
「なるかならぬか」と問いかける。家人が木の陰にいて、
「なります、なり
ます」と答える。こうして木をおどして豊熟を誓わせるまじないである。木に刻み目をつけてア
ズキ粥を塗るところもあり、神供を意味する。
」
（田中宣一執筆『小学館

日本大百科全書』
）

成木責めについては、斧原孝守「成木責めと問樹と――日本と中国における果樹の予祝儀礼」）
が、日本だけでなく西洋にも東洋にも存在した呪術であったことを三面から論証しています。
① J.G. フレーザー『金枝篇』が、ヨーロッパにおけるドリアン、オレンジ、レモンなどの果樹
やキャベツなどのほかマレーの成木責めの事例を紹介している。
②中国では、北魏以来、元旦ないし大晦日に果樹の実りを祈念し、斧で果樹の幹を打つ習俗が
連綿として伝えられてきた（
「嫁樹」習俗）
③華中から華南の少数民族の間には「問樹」とか「餵樹」という日本の成木責めと非常によく
似た習俗が伝わっていて、その民俗が記録されている。
（斧原孝守「成木責めと問樹と――日本と中国における果樹の予祝儀礼」史訪会兵庫教育大学
東洋史研究会『東洋史訪』2000.3）
成木責めは一般に果樹ですが、私のふるさと近くの天竜川筋・遠州の山奥には、食用のトチの
実の成木責めが伝わっています。
「父親がトチノキの根元で「なるかならぬか、
ならにゃあ伐るぞ」と唱えて、
鉈でトチノキを叩く。
次に母親が「なります、
なります」と答えて、
トチノキの根元にアズキ粥を供える。
」( 辻稜三「ト
チノミ食から見た三信遠国境山地・身延山地・秩父山地周辺の地域差」
『地理学経論』70A-10、
28、1997。伝承地は静岡県浜松市天竜区水窪町）
縄文時代の前期以降にクリ、後期以降にトチノキを水さらしとアク抜きをして食べていたこと
が最新の研究によって確証されています（工藤雄一郎／国立歴史民俗博物館編『ここまでわかっ
た！

縄文人の植物利用』、pp.38-39、2014.1、新泉社）
。ここから私は、縄文人によるクリや

トチノキの成木責めが行われていた風景を想い浮かべるのです。
野本寛一『焼畑民俗文化論』（1984.5、雄山閣）は、長野、愛知、静岡の焼畑耕作地区の成木
責めの具体例を紹介しています。そこでは、成木責めが「小正月に、柿・栗・梨・桃などの成り
木を鉈や棒で叩いて威し、豊穣を契約させる儀式で、全国的に分布する」と定義されています。
静岡市長熊においては柿の木を叩く棒に、
削り掛けが使われているそうです。
「この棒は、
口絵
〔図
３として写真転載〕のとおり、アイヌの「イナウ」に酷似しており、紙の幣以前の依り代、いわ
ば、御幣の祖型であったことはいうまでもない。
」
（同上、pp.381-82）
イナウは粟穂（あわぼ）、粟穂（ひえぼ）と同じ稲穂（いなぼ）に通じていて、内地からアイ
ヌに伝えられたものと考えられています（
『折口信夫全集』第 16 巻 p.418）
。
かつてわれわれの身辺でも、小正月に、年間の農作業のしぐさを真似たり、木の枝に餅などを
つけて実りを表したり、害獣を追うしぐさをしたりして、その一年間の豊穣を祝い願う予祝行事
が行われていたものです。果樹、クリ、トチ、そして弥生の稲米の予祝行事の外に、縄文の雑穀
であるアワ、ヒエ、ダイズ、アズキについても「成木責め」が行われた可能性が種々の焼畑民俗
に示唆されています。以下は、日本のムラというムラを訪ね歩いた民俗学者・宮本常一の証言で
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図３

アイヌのイナウ（右）と静岡市長熊の小正月の削りかけ（左）

（資料）野本寛一『焼畑民俗文化論』（1984.5、雄山閣）口絵写真

すが、女性に対しても成木責めをやったというのは、穀物とヒトとの感染呪術の典型です。
「なってもらわねばならないのは、木だけではなく、人もいい子をうむようにというので子供
たちが棒をもって、若いお嫁さんの尻をたたいてまわる行事が、これも日本じゅうにあった」
（宮
本常一『ふるさとの生活』ｐ 148、講談社学術文庫、1986.11）
さて、いきなり脱線してしました。ブヌン族の祭祀に戻らねばなりません。
ブヌン族にはアワ耕作の「絵暦」が伝えられています。この「絵暦」については、
馬淵東一「ブ
ヌン族の祭と暦」
が詳論していますが、
ここで詳しく紹介する余裕はありません。
「こよみの学校」
（日本カレンダー暦文化振興協会理事長中牧弘充）
（20016.7.15）が「台湾の絵暦」と銘打って、
わかりやすい紹介をしていますので、
（https://www.543life.com/campus83.html）
、同サイトか
ら、「絵暦」とその拡大図を拝借します（図 4）
。
図の読解法は以下のごとくです。
「この暦は左から右に移動します。月と月の区別は板の厚みの部分に刻まれた線によって示さ
れます。
〔中略〕菱型の刻み◆は祭日をあらわします。まず第１月ですが、太陽暦の 11 月頃に
あたり、「耕作 ( 開墾 ) の月」とよばれていました。

の記号は「平鍋で粟を炊き酒を造る」日

です。直線の

□

｜

は「行く」という意味で、四角形

は畑を表象し、その上に鍬（くわ）

が描かれています。畑に行って耕作、開墾する日となります。
」
「第 9 月は粟収穫祭の月ですが、
月名の意味は不明です。山豚が逆さに描かれています。
」
第 9 月は粟収穫祭があり最重要の月ですので、馬淵東一の説明の方を引用します。
「先ず粟の形式的な収穫の行事、これは最初祭司によって（丹蕃では更に準祭祀によって）糯
粟と粳粟と別々の日に、次に一般の家々に於いてなど繰返し数回に亙って行はれ、その際、
mas-paoa 即ち「保存の為めの呪文」も唱へられる。他方、maqav と云ふ木の枝を実がついたま
8

図４

台湾ブヌン族の絵暦

（ 資 料 ）「 こ よ み の 学 校 」
（ 日 本 カ レ ン ダ ー 暦 文 化 振 興 協 会 理 事 長 中 牧 弘 充 ）（20016.7.15）（https://
www.543life.com/campus83.html）
。 な お、 馬 淵 東 一「 ブ ヌ ン 族 の 祭 と 暦 」（『 馬 淵 東 一 著 作 集 』 第 3 巻、
1974.9、pp.363-368 に原図が掲載されている）

ま新しい粟穂と共に家の天井にある明窓に挿し、また maqav の実を嘗める行事もある。これは
祭司（丹蕃では、及び準祭司）によって為され、maqav は実が沢山稔るものであるから粟も沢
山収穫ある様にとの意。maqav を嘗めた翌日には祭司が仔豚を殺し新しい粟穂に供へ、次に祭
司は tamoqo 即ち屋内右奥の祭具 okiba 置場に籠り、数日出て来ない。それは祭司が外に出て風
に当ると暴風になり収穫が目茶々々になるというのである。両便の為め止むを得ず外に出るとき
箕をかぶって出なければならない。次に tamoqo の籠居終わつた日、祭司は大豚を殺し再び新粟
の穂に供へる。既に第五月除草祭のとき、粟が大きくなれば豚を与へると粟に云ひ聞かせてある
から、仔豚及び大豚を供へるのである。その外、椋（むく）実を嘗める行事も家々で行はれ、こ
れは第三月粟播種蔡におけるとは異って、椋実は苦いから容易に食べられない、かくの如く粟も
少し食べても満腹する様に、粟が減らぬ様にとの意と云ふ。尚、新しく収穫した粟を少量炊いて
食ひ、或ひはそれを混じて酒を造り飲む儀式もあり、これは新嘗祭とも云ふべきものであろう。
以上の収穫祭が終われば次に「本当の収穫」が始まる。収穫した粟は束ねて畑や家の側などに
乾かしておき、充分乾燥してから束のまま屋内の穀倉に入れる。この収穫乾燥は第九月から第十
月に亙って行はれる。」（pp.375-376、引用者の私が赤字・傍線にした箇所が、ブヌン族の新嘗
祭であることに注目されたい。
）
以上の「絵暦」で祭日を数えると、年間合計 75 日となっています。ブヌン族の諸部族を通じ
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表２

ブヌン族の祭祀、農事に関するタブのー例

祭祀に関するもの １．祭祀当日前、社内に死人あれば中止す。もし挙行せば神の怒りに触れ死人を出す。
２．祭祀中は塩、砂糖、蜜柑、魚類、芭蕉、野菜などを食せず。もし食せば、神の怒りに触れ農作       
物の収穫減少す。
３．祭祀の前夜、悪夢をみたる時は、不吉として延期す。
４．祭祀中は裁縫、機織りなどを禁ず。
５．祭祀中は外泊旅行、出猟出耕などを禁ず。
６．祭祀中は外来者あるを忌み、他社との交通を禁ず。
７．祭祀は満月にのみ行う。しからざれば、神の意に反し天罰あり。
農事に関するもの １．粟播種中は芋類、芭蕉類、食塩、砂糖、唐辛子等を食せず。若し食せば粟不作となる。
２．粟播種及び収獲中は不浄の言語を忌み、また他人に畑を横切らるるを忌む。収穫減少す。
３．耕作中、農具破損せば、不吉として帰宅す。若し中止せざれば負傷あり。更に農作物は不作となる。
４．粟収獲中は食事以外に飲水せず。
５．農繁期は裁縫、機織などを禁ず。
６．開墾に着手せんとする時は、前夜夢占いをなし悪夢なる場合は、延期す。
７．出耕の途中、蛇に出会うを不吉として中止する。

（資料）台湾総督府警務局『高砂族調査書』第五編、1948 年、「蕃社概況

迷信」より作成

てみれば 70-80 日ないし 120-30 日にも及び、行事も極めて複雑であると馬淵は、証言してい
ます（ｐ .378）
。１年間の３分の１以上も呪術にあてていたというのは驚きです。
祭の期間に、多くの禁忌（タブー）が課されることが、祭日が増加する要因です。禁忌に関し
ては、
「テイシアなる観念」が重要です。
「これには、或る事物や動作の性質が呪術的に伝染する、
その悪い影響を受ける、その結果、或る災禍を招く、といふ意味を含む」
（ｐ .350）
。
一例を挙げます。甘いものや塩気のあるものはタブー（何故なら、人がたくさん食べ、アワも
早くなくなってしまう）。豹と熊のタブー（何故なら、豹は黄色く熊は黒い。アワが枯れたり、
黒穂病になったりする）
。刺繍や裁縫のタブー（針穴のようにアワに虫が食い入って穴をうがつ）
（ｐ .336）。
要するに、アワの生育・収穫に悪い影響を与える、災禍を招くとされることが、ことごとく禁
止され、部族全員に厳守が課されるのです（表２

ブヌン族の祭祀、
農事に関するタブー例参照）。

こうした禁忌（タブー）は J.G. フレーザー『金枝篇』の「共感呪術（共感の法則）
」に他なりません。
「フレーザーは呪術には二つのタイプがあるという。模倣（または類感）呪術と感染（または
接触）呪術である。模倣呪術というのは、たとえば雨降りを真似る雨乞いの儀式を行って実際に
雨を降らせる呪術をいう。感染呪術というのは、たとえば恋する男が女性の切りとった髪の毛を
手に入れ、それに呪文をかけて、女性の愛を獲得する呪術である。
」
（
『図説金枝篇

上』吉岡晶

子訳、2011.4、ｐ .50 講談社学術文庫）
「類感呪術または模倣呪術の考え方にとらわれた未開の人たちは、植物は雌雄の性的結合によっ
てその種を繁殖し、さらに、植物の精霊に扮した人間の男女が実際に結婚したり結婚の真似事を
することで、植物の繁殖を促すことができると信じていた。その信仰にはまったく根拠がないと
もいえないのである。こうした呪劇はヨーロッパ各地にみられる祭で極めて大きな役割を果たし
てきた。また、こうした呪劇は、その根底に自然の法則に対する非常に素朴な観念があることが
明らかなように、はるか太古から伝承されてきたものにちがいない。
」
（同上 p.159）
しかし、その一方で、フレーザーは聡明にも、次のように喝破しています。
「要するに、呪術というのは人を導いて惑わす行為であると同時に、自然の法則に見せかけた
ものなのである。未熟な技術であり、まやかしの科学なのだ。
」
（同上 p.84、
）
。
ところが、この未開社会の「まやかしの科学」は、吐いて捨てるほどのものではなく、フレー
ザーが 40 年余の歳月をかけて渉猟し全 13 巻の大著にまとめるほどの魅力に満ち満ちたものだっ
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たのです（全訳は神成利男訳『金枝篇――呪術と宗教の研究』2017.9、
国書刊行会が出ています）。
何故か？

科学が「真正の科学」として成立する近代以前においては、
人類は「まやかしの科学」

の効用によって生き抜いてきたからです。ブヌン族のアワの禁忌（タブー）呪術についても、ア
ワの生育・保存に対する不可視の悪影響を回避するための細心の心遣いであったと見なす歴史的
視座こそが重要なのだ、と私は信じてやみません。
ブヌン族は１年間の３分の１以上も呪術あてていたというのに、ブヌン族の北隣のアタヤル族
（セデク族を含む）においては、祭日はわずか３日か５日程度といいます。
「アタヤルにおいて儀礼生活の基調をなすのは、ウトゥフの名で漠然と概括される種々の霊的
存在、とりわけ祖霊への信仰である。他界表象もブヌン族に較べて一層明瞭で、祖霊が子孫を監
視すると共にこれを庇護するとの考えが全面出でてゐる。農耕儀礼もかかる祖霊に豊かな収穫を
祈願することに主眼がおかれるといってようであらう。
（中略）禁忌に関しては、それを犯せば
祖霊の怒りにふれるという考へ方が一層顕在化してくる。農耕儀礼は甚だ簡単で、定期的なもの
としては、多くの地方で殆どアワの播種祭と収穫祭だけに限られる。祭日も合計して三日とか五
日とかいふ程度に止まることが多い。ここでは一年の月を数へることに、むしろ無関心だといへ
る。個々の農業工程の開始は、概して植物界の季節的変移を目安とし、特に不便を感じてゐるわ
けではない。」
（pp.351-352）
。
この事実は、二重の驚きです。
ブヌン族とアタヤル族とでは、何故、かくも祭祀日数が異なるか？（注２）
文化程度が低いほど祭祀日数が多く、高くなるほど祭祀日数が少ないというモノサシが高砂族
に対する「理蕃」行政当局にはあったそうです。ブヌン族とアタヤル族における極端な祭祀日数
の違う要因を、文化的開明度に求めることは恐らく可能でしょう。
ブヌン族は大家族制をとっていて山中に散在する部落に住いしています。大氏族、中氏族、小
氏族の三段階編成の複雑な父系組織があり、氏族員の連帯が強調されています。
アタヤル族はガラリとかわり密集部落を構成しています。部落としての結合がはっきりしてい
て部落連合、攻守同盟という形をとる「部族」組織がある。
「部族の限界を越えると生命の安全
は保証されがたい」
。
ブヌン族は非合理的な「まやかしの科学」に明け暮れ、農事はほどほどにし、アワが一粒でも
多く稔り、食べても減らないことを乞い願ってやまない。一方、アタヤル族の方は、アワの蓄積
にはさほど関心がなく、農事実務に専心して、作物の儀礼については部落の祭司にほとんど一任
した形で、あとは「祖先の心次第」といったような色彩が強い。アタヤル族が最も恐れるのは、
部族の人々から仲間はずれにされることです。
馬淵東一によれば、ブヌン族においては霊とか神とかが未成熟です。豊饒祈願はヒトとアワの
間の一対一の直接的なネゴシエーションとして催されています。気まぐれで心底はかり難い交渉
相手・アワの心中を気兼ね、忖度して、次から次に無数の禁忌（タブー）を想定して、その呪縛
の中で、年間長期に渡る複雑多彩な祭祀を演じ続ける。
しかし、アタヤル族では霊的存在、とりわけ祖霊信仰が成立しています。あの世の存在が信じ
られていて、ご先祖様が、この世の子孫をお見通されていると観念されていますから、プリミティ
ブな宗教が存在していたと言えます。禁忌（タブー）についても、それを犯せば祖霊の怒りにふ
れると間接的に考えていて、
祖霊に服従してさえいれば、
アワの機嫌をそこねる破目になるタブー
そのものを怖れおののくこともない。ヒトとアワとのネゴチエーションではなく、祖霊を介する
アタヤル族においては、農耕儀礼はアワの播種祭と収穫祭だけに限ってよし、とされたのではな
いでしょうか。
アワの耕作実務においては、アタヤル族は個々の農作業の開始目安を、植物界の季節的変移に
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定めているそうです。ちなみに、現代日本の焼畑アワ耕作における数ある口頭伝承のほんの一部
を拾ってみましょう。
「粟は桜の花が播きシュン」
「カッコウが盛んに鳴けば粟を蒔き」
「雪が消えたら粟を蒔け」
「粟は足型一つに三粒」
「雨振りに粟畑に入るな」等々。
正確な暦も文字も持たなかった人々にとって口頭伝承こそ唯一の栽培技術伝承であったと見な
されます（野本寛一『焼畑民俗文化論』ｐ .95、pp.115-117、
）
。アタヤル族がこうした類の口
頭伝承によってアワ耕作していたことは疑いありません。
これと対照的なのがブヌン族です。彼らは、月を見上げて年間 12 カ月の暦を作り、月齢に基
づいてアワ耕作のための祭祀カレンダーを用意し、頻繁に祭祀を催していたのです。あたかも祭
祀によってアワを産み出すかのごとし。
ブヌン族の「絵暦」
の 12 カ月を以下に抜粋します。ここで、
祭日とは行事あるいは禁忌
（タブー）
が一つ祭団内において共通に行われる日を指しています。本当のアワ耕作実務との区別に注目し
て下さい。
第一月：（耕作の月――開墾の月）粟畑開墾蔡
◎第二月：（本当の耕作の月――本当の開墾の月）
第三月：（播種の月）粟播種蔡、長子祭
◎第四月：（本当の播種の月）粟播種祭の続き
第五月：粟畑除草祭、粟発芽祭
◎第六月：（本当の除草の月）
第七月：（耳射ちの月）狩猟の祭、首の祭、子供祭及び栗畑祓ひの祭
第八月：（雨月？）
第九月：粟収穫祭
第十月：（首飾りをつける月）子供祭、粟収穫祭の続き及び伐採祭
◎第十一月：
（伐採の月）
第十二月：（榛の木を倒す月）狩猟の祭、黍の祭、里芋及びヒエ収穫祭、元服祭
以上で、本当のアワ耕作実務をする月は、◎印をつけた第二月、第四月、第六月、第十一月の
みと思われます。第十一月：
（伐採の月）には、収穫が行われないはずがありませんから◎を附
けました。本当のアワ耕作実務をする月には、祭祀はほとんど、或いは余り行われないのです。
ブヌン族とアタヤル族のアワ祭祀の違いを表３に対照させておきましたから、これもご覧くださ
い。
そこで注目されるのは民族学者クロイト（Alb. C. Kruyt 1986-1949）博士よって観察された、
中央セレベスのバンバイ諸島やムンタワイ島のタロイモ栽培民における、タロイモ耕作実務と祭
祀との、以下のような関係です。
「イモは一度植えつけを行えば、天候その他に左右されることが少なく、また、栽培に伴う手
数も簡単に済む。そこでは、むしろ自力本願的な呪力信仰が目立ち、人々は作物に対する不可視
の悪影響を誘発せぬやうに、
またはこれを回避するために、
消極的儀礼としては禁忌・戒律を守り、
且つ、球根の豊かな収穫を積極的に促す呪的儀礼を行ふ。農耕の余暇が多いことと相俟って、忌
休日や呪術儀礼祭祀が数多く設定される。ところが、稲は自然の諸影響をずっと敏感に受けるば
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表３

ブヌン族とアタヤル族のアワ祭祀の違い
聖

俗
科学的（理性的実用知識〔本当の耕作
実務〕
）
神霊の介在なし。季節的変化と農業工 無数の禁忌（タブー）があり、一族全 焼畑の開墾、播種、除草、間引き、駆
程に応じ、粟そのものに話かける。（例： 員が厳守する。「絵暦」の祭日は年間 虫、刈取、貯蔵など（続いて脱穀・製粉、
「早く大きくなるように」、「沢山なるよ 75 日。ブヌン族の諸部族を通じてみれ の翌年の播種種の保存などが連続する
うに」
、「食っても減らぬように、余る ば 70-80 日ないし 120-30 日
であろう）
ように」
）
。祭司は必ず男で、常任の準
祭司がいる
ウトゥフ（祖霊）信仰。祖霊に豊収を 禁忌（タブー）を犯せば祖霊の怒りに（同上）
祈願する
触れる。農耕儀礼は簡単で、播種祭と
収穫祭だけに限られる。祭日は 3 日か
5日
宗教的

呪術的

（資料）
『馬淵東一著作集』第 3 巻をもとに筆者作成

かりでなく、その栽培には絶えず配慮を要し、イモ栽培におけるやうな儀礼と忌休の日を数多く
設定する余裕がない。ここでは人間の無力が痛感され、作物に及ぼす外的な諸影響を支配する神
霊への豊穣祈願という傾向が強く出る、というのである。
」
（
『馬淵東一著作集』第 3 巻 pp.344345）
果たして、アワがイモと同じように、
「天候その他に左右されることが少なく、また、栽培に
伴う手数も簡単に済む」作物かどうか？
米陸軍省編『米陸軍サバイバル全書』には、アワは開けた太陽光のよくあたる場所、野原の縁
で探す。沼沢地など湿ったところに生えるエコログサ属もある。エコロノグサ属は合衆国全域、
ヨーロッパ、西アジア、熱帯アフリカで見つかる。世界には作物として植えている国もある、と
紹介されている。また、日本の旧陸軍編『食べられる野草』には、イネ科植物の種子について、
エコログサ、ムラサキエコロ、キンエコロ、ジュズダマなどが挙げられているそうです（平宏和
『雑穀のポートレート』ｐ .54）
。
ここから類推すれば、アワはヒトが手を加えなくとも雑草として育つ強靭な生命力をもってい
ると見なしてよいでしょう。ブヌン族がアワの耕作においてアワの祭祀に没頭するのは、
「本当
のアワ耕作実務」を手抜きしておいても、アワにはほどほどの収穫をもたらし得るだけの野生の
力を宿していることを察知していたからでしょう。しかし、誤解のないように付言すれば、馬淵
東一の目に映ったブヌン族は決して怠惰ではく、何事にも命がけであっただけのようです。
「多数の祭日乃至忌休日を設定しながら、他方では彼等は目立って農事に勤勉であり、平常は
イモ類や雑穀を多く消費し、アワをなるべく節約することに努める。数年に及ぶ古アワの貯蔵を
誇るのも稀有ではなく、下積みの粟が腐朽することも意に介さない、うづ高いアワ積みこそ饒多
のシンボルなのである。このやうな生活理想のためには農耕への努力ばかりでなしに、アワの増
殖と保存とを希求しての煩雑な儀礼が不可欠なものと信ぜられると共に、アワの儀礼に伴ふ祭宴
は、この理想の実現度合いを表示し誇示する機会にもなってゐるのである。
」
（p.353）
ブヌン族における粟の儀礼法式はどうやって行われるかというと、祭団を通じて行われます。
「一部族または隣接若干部落が一祭団をなし、しばしば世襲に傾く祭司（必ず男子）によって
統率されるのが常態であるといへるであらう。同じ祭団内では、行事と禁忌とが共通に行われ守
られるのであるが、そのうち行事は祭団を構成する個々の儀礼単位で行われることが多い。かか
る儀礼単位としては、家族及び「家族連合」がある。家族の平均人員は十人近く、二〇－三〇人
程度の大家族も稀有ではない。連合家族とは同じ祭団内にある同一小氏族、時としては同一中氏
族の家々より成り、それには常任の準祭司が居る。これに対し家族の儀礼代表者または分担者は
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男子とは限らない。祭司と準祭司は呪師とは異なり、
常人より儀礼法式に詳しいといふに止まる。
なお、行事の執行とは異なって禁忌はひろく祭団の全員に課せられるが、唯、或る種の食物禁忌
などが祭司、準祭司或ひは家族代表者達に一層長期間適用されるのである。
」
（pp.350-351）
祭祀に付きものは酒宴です。重要な呪的動作が行われる日には常に全祭団をあげての酒宴が開
かれます。家々で酒造りを行い、酒の肴に豚が屠られ、蓄えられている獣肉の乾肉、塩漬肉が提
供されます。ブヌン族は、アワ酒を醸し野獣や家豚の肉を用意して饗応することに競いつとめ、
人々は群れをなして祭団内の家々を互いに飲み食いして回ったそうです。祭祀をするために酒を
飲んでいるのか、酒を飲むために祭祀をしているのか。巷間、
「お神酒のあがらぬ神はなし」と
言います。ブヌン族丹蕃における醸造法を紹介しておきましょう。
「粟一升に水８升の割にて粥を作り、そを生粟５升に入れて甕に納め、稍々ありて鍋にて煮る。
煮えたる頃、取り上げて冷まし、粉にしたる藜（あかざ）の実を七三の割に入れて再び甕に納め
て爐辺におけば、三、四日して酒となる。
」
（蕃族調査報告書

武崙族前篇』ｐ .130-131）

注２：なお、台湾における「各蕃族」の宗教については、観察者・報告者によって、それぞれ異なる見方がさ
れている場合が少なくなく、紛らわしい。これは、台湾少数民族の分類が揺らいでいる問題（注７：伊能嘉矩『台
湾蕃人事情』（1900 年）の台湾少数民族分類を参照）が根底にあるものと思われる。各族・地域によって宗教
的信心・儀式・祭祀が複雑・微妙に違って観察される、こうした宗教的実態に対して、台湾総督府民生部事務
嘱託の伊能嘉矩は明治 32 年の時点で三段階発展段階説を唱えている（後掲）。
馬淵東一とは異なるブヌン族の宗教と祭祀については、台湾総督府警務局 1938 年報告があり、下記のよう
な報告を行っている（日本表記は現代表記に訂正――以下同）。
①宗教が存在している、
「同一祖先より降下せるものは祭を共にすべき義務あり」としているところから見ると、
祖霊信仰である。②血族団体＝社会団体＝祭祀団体としており、祭祀を行う場合は通常一人の司祭者で、その
司祭者によって行われるのを本則とする。即ち、男の司祭者が祭祀を司っていた。
「本族固有の社会体が宗教を基礎とするいわゆる血族団体たるため祭祀団体は特別なる組織を有せず、社会団
体たると同時に祭祀団体たるものとす。祭祀は公共事項中最も重要なるものに属し、同一祖先より降下せるも
のは祭を共にすべき義務あり。ゆえに血族の異動、部落の分立等により一血族が数部落に跨り、または一部落
に数血族存するといえども数血族相合して組織することなく、その一部落あるいは数部落の血族団結し、異宗
教は絶対加入せしめざるのみならず、祭事中はこれが来訪をも禁じ、はなはだしきは家族中の異宗教まで（婦
女の連子等）これを別居せしめ祭場の出入を厳禁す。もし祭祀中異姓者立ち入るがごときことあれば、不吉と
してその祭は最初よりさらにやり直すものとせり。
かくのごとく祭事に異姓者の混入を何故に禁忌とするかは、つまびらかならざるも、祭祀は主作物たる粟祭
を主とする関係上、異姓者を混えるときは祖霊の怒りに触れ、かつ神より授かる粟粒を奪いいき、我らの収穫
が減少するとの観念に基づくもののごとし。ために異姓者を訪問する場合は、まず第一に祭祀中なるや否やを
確かむるを彼等間の礼儀とし、無断にて出入りするがごときことなしという。
しこうして団体にて祭祀を行う場合は通常一人の司祭者あり。その司祭者によりて行わるるを本則とするも
のなるが、本族の祭祀は他の祭祀に比し、その度数すこぶる頻繁にして農事に関するもののみにて下表のごとく、
従来毎月行われたるも最近に至り祭典の期日を短縮す、あるいは併合廃止せるものあり。
〔下表（スペースの都合で一部割愛）
〕
伐採祭（9 月）開墾蔡（9、10 月）粟畑開墾初祭（9 月）粟蒔準備祭（9 月）粟播種祭（1 月、12 月）粟蒔初
祭（11 月）粟蒔中休祭（12 月）粟蒔終了祭（1 月）粟除草祭（1 月）粟間引中休蔡（3 月）粟除草終了蔡（3
～ 6 月）粟種播祭（5 月）粟刈初祭（７月）粟収穫終了蔡（8 月）粟収穫祭（5 月、6 月、7 月）粟貯蔵蔡（7
月、8 月、9 月）青豆播種祭（8 月）里芋祭（9 月）農具祭（2 月）生薪取祭（9 月、10 月）洗眼祭（9 月）子
供祭（6 月、
8 月）珠飾祭（8 月）武勇祭（11 月）年取祭（10 月）
〔ブヌン族中の祭祀実行部族名は割愛〕」
（『高
砂族調査書 第五編 蕃社概況 迷信』pp.480-481、1938 年刊 台湾総督府警務局）

４．縄文の新嘗祭の作物
以上で概観した台湾少数民族の未開社会におけるアワ祭祀をベースにして、以下、日本の縄文
社会における新嘗祭を推定してみることにしましょう。縄文社会の新嘗祭とは、ここでは、宗教
的・呪術的祭祀によって植物性食物の増産を促そうとする儀式と定義しておきます。
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儀式の形としては、先に馬淵東一の引用文中に赤字傍線を附した部分が重要です。
新しく収穫した粟を少量炊いて食ひ、或ひはそれを混じて酒を造り飲む儀式もあり、これは新
嘗祭とも云ふべきものであろう。即ち、①新しく収穫した食物を食うこと、②酒を造って飲むこ
と、この二つが伴う儀式です。
以下では、食物として、第１に先に成木責めを想定した、クリやトチノキ、ドングリ、クルミ
などの木の実、第２には表１にリストアップしたダイズ・アズキ及びアワ、ヒエについて検討し
ましょう。第３には根菜類としてサトイモを取り上げてみます。

（１）クリやトチノキ、ドングリ、クルミなどの木の実
クリやトチノキ、ドングリ、クルミなどの木の実――これらは縄文時代の全期間を通じて各地
の遺跡から出土しています。前期以降はクリが多くなり、後期にはトチノキが本格的に利用され
ました。東北・関東・北陸地方の縄文人はクリを好んで、クリの樹木を管理して、小さなクリを
大きなクリに改良する努力を重ねたそうです。トチノキについては川口市赤山陣屋遺跡で大型の
アクヌキの水場加工施設が見つかっています。これらの研究結果からすると、縄文人の主食は木
の実であったかのごとくです。
（
『ここまでわかった！

縄文人の植物利用』p.38-41）
。

トチノキについては、先に見たように浜松市天竜区水窪町に成木責めが伝承されていましたか
ら、トチの実を主食にしていたらしい川口市赤山陣屋遺跡の縄文人（後晩期）がトチノキの豊収
を希求して、
「なるかならぬか、ならにゃあ伐るぞ」という儀式を行っていただろうことは容易
に察せられます。
「なった」あかつきには、応分の謝礼の儀式も催されたことでありましょう。
静岡市長熊の小正月のようにイナウ＝削りかけが使われていた可能性も見ておくべきです。
クルミもクリと同様に次第に大型化していったようで、全国各地の遺跡から出土しています。
国立民俗博物館の「遺跡出土大型植物遺体データベース」で検索すると、縄文時代全期間にわた
り 512 件がヒットします。
クルミで注目されるのは、本論がフィールドとしている町田市忠生遺跡の地続き、すぐ西隣の
木曽中学遺跡（境川沿い）から出土した図５写真の如き土器です。第３号住宅址内から出土した
土器 56 点内の１点で、
縄文中期中葉のものと見なされています。町田市教育委員会のガイドブッ
クには「クルミ形土器は全国的にも類例のない希少なもので食料に対する強烈な思い入れを感じ
させます」とあります（
『発掘された町田の遺跡』ｐ .22）
。
調査報告書によって、もっと仔細に見てみてみましょう。
「異形鉢型土器。抉りが底部にまでおよび口縁、底面ともにハート形を呈する。抉り部の口縁
に橋状把手を配す。口縁には渦巻状や円形の突起やＹ字状の隆帯が付される。口唇部や口縁内側
には刺突文や角押文が施され、橋状把手の付される口唇部には独特な双葉状の隆帯が施される。
橋状把手の中心部にも同様なモチーフが描かれ、その両側には結節沈線が渦巻状に施されている
ものと思われる。この土器の形態はクルミの実を縦わりにした形を想起させる。色調は全体に褐
色を呈すが、抉り部外面は黒色を呈す。あるいは２次焼成を受けたものであるかもしれないが判
然としない。胎土には砂粒を含み、非常にもろい。
」
（
『町田市木曽中学校遺跡』1983.3、ｐ .78）
さて、このクルミ型土器は、一体全体、何に使われたのでしょう？

食器？

子供のおもちゃ？

否です。
町田市教育委員会の「食料に対する強烈な思い入れを感じさせます」という直感は示唆的じゃ
ありませんか。リアルで造形に優れた土器には、作り手の熱情と、利用する側の熱い思いがあふ
れています。ズバリ、私は、クルミの実りの秋の新嘗祭祭器として使用されたと推定します。
町田市開催「縄文資料展

縄文土器をよむ」
（2019.7.20-9.23）の展示説明によれば、クルミ
15

図５

東京都町田市木曽中学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６

勝坂遺跡有鹿谷地点出土のクルミ形土製品

（資料）相両相模原市教育委員会『勝坂遺跡有鹿谷地点

第 85.89.102.105.106 次発掘調査報告書』2015.3、p.205
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形土器は全国で３点発掘されている。もう一点は東京都杉並区向方南遺跡 D 地点発掘（部分）、
そして３点目は境川対岸、町田に隣接する相模原市田名塩田遺跡群調整池２地区から出土してい
ます（中期中葉）
。報告書（相模原市教育委員会『勝坂遺跡有鹿谷地点

第 85.89.102.105.106

次発掘調査報告書』2015.3）から写真・実測図を転載させてもらいます。ここには勝坂遺跡第
45 次調査Ｃ地点出土のクルミ形「土製垂飾」
（ペンダント）も掲げられていますが、そっくりさ
んが山梨県桂野遺跡からも出ていて、
「土鈴」と見なされています（山梨県御坂町教育委員会『桂
野遺跡』2004.3）。土製垂飾？

土鈴？

ひょっとすると睾丸？

ここではクルミ成木責め新嘗

祭の祭器と見なしておきましょう。

（２）ダイズ、アズキ
「遺跡出土大型植物遺体データベース」で引いてみると、ダイズ／縄文の検索で 4 件、アズキ
／縄文ではゼロです。これは意外。しかし、
考えてみれば、
このデータベースは調査報告書をベー
スにしていますから、その後に圧痕法などによって発見された縄文のダイズ、アズキはカウント
されていない。圧痕法とは簡単に言えば、土器に表面にシリコーン樹脂を押し当てるレプリカ法
によって、土器に閉じ込められた種子や虫などを発見するという単純な手法です（小畑弘己『タ
ネをまく縄文人』2016.1、吉川広文館参照）
。最新報告である中山誠二「縄文時代のマメ科植物
の利用と栽培」
（
『季刊考古学』第 145 号、2018.11、雄山閣）に依拠しましょう。
ダイズの祖先野生種はツルマメですが、ツルマメの証拠は縄文時代草創期から中期、後期、晩
期を通して発見されている、しかもその間に、次第に大型化（栽培化症候群）していって、中期
前葉に一挙に栽培化が顕在化するそうです。一方、アズキの野生種はヤブツルアズキで、縄文早
期前半からの出土が知られていますが、縄文中期中葉の藤内式期以降、大きな個体、栽培型アズ
キが顕在化してくる。即ち、縄文中期中葉以降の縄文人はダイズもアズキを栽培・収穫し、それ
を食べていたことは確実です。私の住んでいる町田から遠からぬ相模川の河川敷で野生のツルマ
メを見つけて、自宅庭で栽培し、ビールのつまみにしている方がいます。しかし、ダイズもアズ
キも主食にはならないのではないか、という偏見が頭を支配していると、肝心なことが見えなく
なってしまいます。
焼畑を営んでいた静岡県榛原郡本川根町梅地長島地区の長島家では豆餅が食べられていまし
た。「ダイズを冷かしておいてから蒸かし、同時に別に餅をつく。餅がつけたところでダイズと
砂糖と塩を入れ、こねあわせてカマボコ状にのして、乾いたところで切って焼いて食べる。
「マ
メでくらすように」との伝承で、長島では、正月にこの豆餅を作る」
（
『焼畑民俗文化論』p.64）
アズキはもっと多彩です。アズキめし、アズキガキ（アズキ粉を熱湯でかいて食べる）
、ヤキ
モチ、アズキ粥、アズキボートー（ぜんざい）
、団子、まぶし粉などの食習慣が、山深い焼畑文
化圏に昭和 30 年代まで存在していました（同上 pp.99-107）
。
この『焼畑民俗文化論』には、「アズキの予祝」
「アズキ播きと唄」
「アズキの収穫祭」も紹介
されています。例えば、
「鳥取県八頭郡若桜町落折では、秋、アズキをサヤから落し終えた日、
「アズキボーソー」と称してアズキ・ウルチ米のアズキ飯を炊き、塩味をつけて食べた」
（同上
pp.108-109）

（３）アワ
焼き畑耕作では、一年目にアワ・ヒエなどの主食雑穀を作り、二年目、三年目にダイズやアズ
キを作る輪作が行われます。これは台湾少数民族の農耕にも見られるところですが、マメ科植物
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が空気中の窒素を固定して植物に供給することによって地味が回復する作用が、経験的な知恵と
して伝承されていたからに他ならない。
アワについての古代日本と台湾の祭祀はすでに見たところです。ここでは野本寛一『焼畑民俗
文化論』が注目している山梨県南巨摩郡早川町奈良田、静岡県磐田郡水窪町草木と南島・沖縄と
の粟祭祀の三つを付け足しておきましょう。
海抜 829 メートルの田のない奈良田では、かつて粟に関わる行事が豊富で、畑神の去来、予
祝と占い、外物防除追放の呪術、収穫祭などが行われていた。
「十月九日の夜は出作り小屋から
部落の家へ帰って必ずソバキリを作って食べた。十日の朝は、モチ粟で「アワオコワ」を炊き、
ウルチ粟でオカクラ（粢）を作って畑神様にあげた。オカクラは俵の形にし、一升枡の中へ紙と
南天の葉を敷いていれ、供えた。畑神様はこのオカクラを持って天に昇ると言われた」
（ｐ .362）
水窪町の奥地では、
いまでも小正月に「アワンボー」
（粟穂）という飾りものを作る。アワンボー
は、いうまでもなく、焼畑作物である粟の豊作祈願の呪物である。この地のアワンボーの材料は
栗の木で、径七センチ、長さ四〇センチほどのものを四本一セットとして二対用いる。正月に立
てた門松の心木＝「男木」のおのおのの根本に結びつけるのである。四本のアアンボーの頭部に
はキザミが入れられており、蔦の蔓で結びつけられている。そして、そのうえに賽の目状の餅が
供えられていた。長さ二間から三間に及ぶ杉の男木は天を衝いていてみごとである。
」
（pp.15657）
久高島・宮古島・池間島・伊良部島・新城島・竹富島などでは、
「種おろし」
「草葉願い」
「虫よけ」
「鼠よけ」「収穫祭」など農耕、栽培過程に即して、多様な行事が展開されていた。アワモリとし
て一般化された沖縄の酒は、
まず、
粟の新嘗の祭に醸されたものだったのである」
（p.p.363-367）。
粟の日本伝来ルートとしては、①台湾→琉球→日本と②朝鮮半島または中国→日本といった二
つのルートが考えられています。2019 年 7 月 12 日、国立科学博物館のプロジェクト「丸木舟
で台湾→与那国島の実験航海」の成功をどう見るか？

南琉球文化圏（宮古・八重山諸島）では

縄文後期～晩期の遺跡しか見つかっていませんから、当分、台湾→琉球→日本の可能性は薄いと
見なさなければならんでしょう（石垣市総務部『下田原期のくらし――八重山諸島最古の土器文
化』2008.3）
。

（４）ヒエ
ヒエは、れっきとしたイネ科雑穀であり、祖先の野生種はイヌビエです。先に表１で見たよう
に、縄文時代早期、前期、中期、後期にわたって出土していて、縄文期に栽培されていた穀物で
す。念のために、那須浩郎の研究報告を正確に引用します。
「縄文時代早期から北海道や中部高地で出土しており、縄文時代には 49 遺跡の報告がある。
とくに北海道渡島半島と東北北部の円筒式土器文化圏では、縄文時代前期から中期にかけて大型
のヒエ属種子が見つかっており、
縄文ヒエと呼ばれている。ここでも人口増加や森林資源の減少、
社会複雑化などとの関連で一時的に種子が大型化した可能性がある。縄文時代後期以降は大型の
ヒエ属は日本列島全域で見られなくなる。
」
（須藤浩郎「縄文時代と弥生時代の栽培植物」
（
『季刊
考古学』第 145 号、p.49、2018.11.1 発行）
ヒエは雑草であって穀物ではない。百姓の子として、イネの水田耕作に関わった経験のある私
は長い間、こう信じてきました。イネとヒエはよく似ていて、イネ種に混じったヒエ種を除くの
は非常に難しい。イネ苗に紛れ込んだヒエ苗は、葉の表面がすべすべしていて峻別し得るが、そ
れでも取り除ききらない。結局のところ、ヒエが混入したまま田植えをしてしまい、除草作業の
折に、ヒエ抜きをする羽目になるのです。水田稲作農民にとってヒエは目の敵、にっくき「雑草」
18

表４
実施地

１年目

宮崎県児湯群西米良村縄瀬 ヒエ
静岡県榛原郡川根町粟原
静岡県磐田郡水窪町大野

焼畑の作物循環

２年目
ヒエ

ヒエ・ソバ・ アズキ
ムギ
ヒエ・ソバ アワ

３年目

４年目

５年目

アズキ

ヒエ・アズキ ニガ竹

ヒエ・アワ

ヒエ

ダイズ・アズキ アワ

岩手県稗貫郡大迫町内川目 ヒエ・アワ・ ダ イ ズ・ アワ・ヒエ
キビ
アズキ

ソバ

里芋・シコク
ビエ
ダイズ・アズ
キ
アズキ

６年目

７年目

里 芋・ シ コ ハシバミ
クビエ
ハシバミ
ハ シ バ ミ・
桐

（資料）野本寛一『焼畑民俗文化論』より筆者作成

だと思って無理ない事情があったわけです。お恥ずかしい話を持ち出したのは、他でもない縄文
の専門家先生の中にも、ヒエに対する偏見がありはしないかと勘繰るからです。
そういえば、美空ひばりが歌った「ヒエつき節」という民謡がありましたネー。
庭の山椒（さんしゅう）の木

鳴る鈴かけてヨーホイ

鈴の鳴る時ゃ

出ておじゃれヨー

宮崎県東臼杵郡椎葉村に伝わった民謡で、ヒエを臼と杵で脱穀・精白する際の歌です。椎葉村
では、焼畑でヒエを栽培し、常食していたのです。表３は野本寛一『焼畑民俗文化論』から、日
本の北・南・中部の焼畑作物循環を抽出したものです。一番重要な第１年目は、こぞってヒエ、
アワです。焼畑農耕にとってヒエがいかに重要な作物であったかがわかります。
ヒエはどのようにして食べるのか？
ヒエの粉食は焼畑文化圏でハレの日の食物であった。まず臼杵によってヒエの「ハタキ粉」を
つくる。ヒエ粉のまま食べるか、ヒエ粥、ヒエ団子にする。あるいは種々の形に固めてシトギ餅
にもする。ここで「ハレの日」とは、秋の収穫を終えた後、焼畑のある山中の出づくり小屋を引
き上げる日を指していて、この日、稔りを与えてくれた山の神に感謝する儀礼食として稗が重要
な存在になっていた。
「北陸、東海、九州と離れた地域で類似した儀礼が続けられてきたことは
注目すべきことであろう」
（野本寛一『焼畑民俗文化論』ｐ .334）
小正月（旧暦１月 15 日）に「ヘーボ」
（稗穂）
・
「アーボ」
（粟穂）といった予祝の作りもの飾っ
た地も多い。この「アワボ」
「ヒエボ」については宮本常一『ふるさとの生活』
（pp.140-41 講談
社学術文庫、1986.11）が、つい先ごろまで東京で行われていた予祝行事を挿絵入りで紹介して
います（図７）
。
「今も忘れることができないのですが、宮崎県の椎葉村で見た餅花は大きな部屋にいっぱいに
なるほどの、しなやかな枝のはった木の枝に数限りなくもち餅がつけてありました。
（中略）東
北から関東にかけて、畑作のおこなわれているところでは「アワボヒエボ」というのをつくりま
す。アワボはアワの穂、ヒエボはヒエの穂のことなのです」
（同上 p.140）

（５）サトイモ
「遺跡出土大型植物遺体データベース」でサトイモ引くと、古墳時代 1 件、中世 1 件で、弥生
や縄文は皆無です。サトではなくヤマで自生し得るヤマイモはどうかというと、
「縄文時代晩期
〜弥生時代、菜畑遺跡、佐賀県唐津市菜畑字松円寺山」1 件がヒットするだけです。いずれにし
ろ、イモは炭水化物主体の組成だから腐敗やすく、史料として出土し難く、考古学の研究対象に
なり得ないのです。
考古学の空白を突いて、日本の「稲作以前」の農耕文化についての有力な仮説を提出したのは
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図７

マユダマ及びアワボ・ヒエボ

（資料）宮本常一『ふるさとの生活』講談社学術文庫、1986.11、p.141

比較民俗学の佐々木高明です（
『稲作以前』1971 年、NHK ブックス）
。彼は、東アジアの照葉樹
林帯に形成された文化の一翼として、
「稲作以前」の日本列島に、イモと雑穀類（アワ、ヒエな
ど）を主作物とする焼畑農業＝「山の文化」
「森の文化」を発見しました。照葉樹文化を象徴す
る作物がサトイモに他なりません。サトイモは東南アジアやメラネシアなどのタロイモと同じも
の、ヤマイモはタロイモの変種です。
もう一人、イネ以前から、またイネと並行して歴史的・地理空間的に存在してきたイモを論じ
たのが民俗学の坪井洋文です（
『イモと日本人』1978.12、未来社。
『稲を選んだ日本人――民俗
的思考の世界』1982.11、未来社）
。坪井は、日本列島にはコメの餅によって新年を祝う地方と、
コメの餅を拒絶してイモ（サトイモやヤマイモ）を新年の儀礼食とする地方がある事実に着目し
て、イネの民俗とは異なるイモの民俗が、イネの民俗以前から存続してきたことを論証しました。
ヤマイモ儀礼食は東北地方が中心、サトイモ儀礼食は九州が中心で、その中間地帯に両者が入り
混じっていた。さらに、ヤマイモ儀礼食とサトイモ儀礼食によるモチなし正月を迎える地方は、
焼畑の分布した地域と一致すると言っています。稀有壮大な日本文化論で、ここで論評の対象に
し得ませんが、ともあれ、弥生以後のコメ＝サトの民俗文化以前からの、イモ＝ヤマの民俗文化
が存在し、しかも両者が並行して存在し続けてきたのだとする歴史認識には注目すべきものがあ
ります。坪井洋文『イモと日本人』の論理的帰結としては、縄文はイモ＝ヤマの民俗文化であっ
たということに帰結します。
サトイモの新嘗祭としては、佐々木高明が実見した、熊本県球磨郡北部「五木の子守歌」の里
のサトイモ豊穣祈願祭祀具としてのヤナギモチとツクリイモを紹介させてもらいましょう。
「ツクリイモというのは、前の年にとれたサトイモ（オヤイモ）のなかで、もっとも大きなも
のを選び、これにコイモ十数個を串でさし、ちょうどサトイモが成熟した状態を模したもので、
紐でヤナギモチの下に吊り下げている。このツクリイモとヤナギモチが、サトイモの豊かなみの
りを願う一種の「つくりもの」であり、豊作を祈願する「供えもの」であることはいうまでもな
い。この梶原部落で行われる小正月の予祝の行事では、アワとヒエとともにイモの豊穣を祈る
姿がめずらしくよく保存されているといえる。
」
（同上 .204。なお、野本寛一『焼畑民俗文化論』
pp.340-360 には「里芋と年中行事――小正月と亥ノ子を中心に」には各地の多数事例が紹介さ
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れているので、参照されたい。
）

５．忠生遺跡における新嘗祭の状況証拠
以上、縄文において耕作が行われていた作物について、新嘗祭（収穫祭）が行われていた可能
性を追い求めてみましたが、いかなる祭祀がおこなわれていたかは、雲をつかむ如しで、茫漠と
しています。唯一、手掛かりを掴めたのは、東京都町田市木曽中学遺跡から出土したクルミ形土
器でしたが、こうした「なんらかの祭祀」に関連する状況証拠が他にもありはしないか？

以下

では、私の住まい近くの町田市忠生遺跡の縄文時代中期中葉（勝坂期）の遺物の中に、新嘗祭儀
礼の残滓を追い求めてみたいと思います。対象を中期中葉に限定するのは、勝坂期は気候的条件
が良好でダイズ「種子の大型化がみられる」など雑穀耕作の可能性を宿していることによります。

（１）忠生環状集落と祖霊祭祀
忠生遺跡Ａ１地点の遺構は、縄文中期中葉（勝坂期）から後葉（加曾利Ｅ期）にかけての典型
的な環状集落です。中央の墓域を囲んで南と北とに、竪穴住居址、各種土坑、集石など遺構が拡
がっています。下に縄文中期中葉（勝坂期、約 5000 年前）と後葉（加曾利Ｅ期、約 4500 年前）
とに分けた、主要遺構分布図のうち勝坂期だけを報告書から借用します（図８）
。
この図において右中央 185 と記された土坑（墓壙）が原点です。勝坂期 57 軒はヒスイ系大珠が出
土した 185 号土坑を中心に北西群南東群の二群に分かれています。もともとは、この西方にも集落
が拡がっていて、東北群と西南群とがあって、四つの集落群が中央の墓域を取り囲んでいたものと推
定されます（
『忠生遺跡――町田市内最大遺跡の発掘と成果』p.36、町田市立博物館、2013.3）
。
この墓は、この環状集落の開祖者を祀ったものでしょう。四つの集落群の住人は、この開祖者
を祖霊として仰いでいた。
その証拠は特大のヒスイです。
「両端の尖った鰹節形の大珠であり、
所々
に粗削り加工のへこみを残す仕上げの粗い完成品である。孔径は表 7㎜、裏 5㎜。石材は節理の
目立つ白色の翡翠で、縞状に淡く緑色を帯びる。
」
（報告書 A 地区Ⅲ、p.37）
さて、以上から勝坂期の忠生遺跡において、祖霊祭祀が行われたいたことは確実です。ご先祖
様を祀るとは、どういうことか？

私は第１回論考において、こう述べました。

「大環状集落の墓域である中心部空間に巨大石棒を屹立させ、ムラオサは同祖のムラビトを集
めて、この憑代（ヨリシロ）にあの世の霊魂（祖霊）を迎え・送り、同族の生活の安定と幾久し
い繁栄を祈るマツリを執り行ったでありましょう。
」「ムラオサはまたムラビトの死去に際して
の「野辺送り」を執り行ったでありましょう。同時期の比較的整った環状集落の事例（例えば岩
手県西田遺跡や多摩ニュータウン№ 107 遺跡）からみて、中心空間は四つの集落毎に区分され、
墓壙が掘られ、シカバネはそこに埋葬されたと見て間違いないでしょう。
」
続いて、この祭が巨大石棒を象徴的祭器として執り行われたであろうことも想定しました。し
かしながら、第１回論考において述べたことは、すべて「この世とあの世の祭祀」であって、こ
の世の祭祀には一切論及しませんでした。台湾ブヌン族とアタヤル族における「この世で生きる
ための祭祀」
、即ちアワの農耕祭祀を参照したいま、縄文中期中葉の忠生遺跡における「この世
のための祭祀」を考えてみなければなりません。
ヒトが生きるに当たって最大の問題は衣食住であり、食料確保は日々、有無を言わせません。
ブヌン族の食は、狩猟よりも農業に依存することが遥かに大きく、サトイモ、甘藷、陸稲、アワ、
ヒエなどの焼畑栽培を営んでいましたが、中でもアワは主食と見なされていました。穀倉にアワ
を収蔵することが彼らの生活の最大課題であり、そのためにこそ、１年の３分の１以上の日々、
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図８

忠生遺跡 A 地点のうち勝坂期遺構分布図

忠生遺跡 A1.9 地点 縄文中期主要遺構分布概念図のうち勝坂期遺構分
布概念図（勝坂期 57 軒）
。大珠が出土した 185 号土坑が墓壙の原点と思
われる。墓壙を取り囲む形で、北西部と東南部にそれぞれ住居址が確認
できる。この西側は 1960 年代の工場建設で破壊され不明だが、同時代の
環状集落の構造から推して、南西部、東北部にもそれぞれ住居址が存在し、
都合四つ集落があったと推測できる。大形石棒が出土したのは、東南部
の第 67 号住居址である。
（なお、左下端の中期後葉の遺構は割愛した）
（資料）
『忠生遺跡――町田市内最大遺跡の発掘と成果』p.39、町田市立博物館、2013.3）
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図９

忠生遺跡 A 地点出土の大珠・垂飾類

左端が 185 号土坑出土。孔径は表 7㎜、裏 5㎜。石材は節理の目立つ白色の翡翠で、縞状に淡く緑色を帯びる。
（資料）
『忠生遺跡――町田市内最大遺跡の発掘と成果』p.39、町田市立博物館、2013.3 口絵写真

祭祀を営んでいたのです。呪文は二つ、直接、アワに語りかけられていました。
早く大きくなるように！

沢山なるように！

食っても減らぬように！

余るように！

中期中葉（勝坂期）の忠生遺跡において、果たして農耕がおこなわれていたかどうかは定かで
ありませんが、仮にクルミ、トチなどの堅果、ダイズ、アズキなどの豆類、ヤマイモ、サトイモ
などのイモ類、そしてヒエ、アワなどの雑穀の育成管理・栽培が行われ、それらを日々の糧にし
ていたと仮定して推論を進めましょう。忠生遺跡居住のムラビトが、これらの食料作物が、早く
大きくなるように！

沢山なるように！

また、食っても減らぬように！

余るように！

と

祈ったにしても、忠生ムラにはすでに祖霊崇拝が存在していましたから、その祈りは、作物に直
接語りかける「成木責め」タイプではなかったでしょう。言い換えれば、呪術的祭祀としてでは
なく、宗教的祭祀として行われた可能性を示唆しています。
ブヌン族よりも開化度が高かったアタヤル族においては、祖霊信仰が成立していました。祖霊
が子孫を監視すると共にこれを庇護すると考えられていて、農耕儀礼も祖霊に豊かな収穫を祈願
することに主眼がおかれていました。忠生ムラの「この世のための祭祀」は、このアタヤル族の
形に近いと思われますが、いかがでしょうか。
もっとも、台湾少数民族いわゆる「高砂族」は６種族ないし９種族あり、各族の信仰は一様で
はなかったようです。臨時台湾旧慣調査会を主宰した岡松参太郎『台湾番族慣習研究

第２巻』

（1922 年刊）によれば、
「番族」
（ママ）の祭祀の農事祭り蔡は概略以下のごとくです（p.106）。
（１）北蕃においては、祖霊が万能神であって、農事蔡は祖霊を対象としていた。
（２）南蕃にあっては、祖霊以外の各種の庶神を認めるところがあって、農事祭の目的を主宰
する神いかんで異なっていた。①祖霊を対象とするもの、②日、月、星などを農神とするもの、
③作物を主宰する神ありとするもの、④耕地を主宰する神ありとするもの、⑤穀物を侵害する
23

悪神があるとするもの、などがあった。
これらのカミの中では、祖霊神が一番開明度が高いように思われます。忠生ムラのカミのレベル
はかなり高度なものであったと想定していいでしょう。中央広場にまします歴代の先祖の霊にその
年の稔りの供物が捧げられ、祖霊とともに会食し（直会＝なおらい）
、来年も豊饒がもたらされるよ
うにと祈願する――あるいは、そのような儀式が行われていたと想定できるかもしれません。

（２）備蓄――高床式建物・貯蔵穴
ブヌン族の生活理想は屋内穀倉にアワをつみあげることでした。
「数年に及ぶ古アワの貯蔵を誇るものも稀有ではなく、下積みの粟が腐朽することも意に介し
ていない。うず高いアワ積にこそ饒多のシンボルなのである」
（馬淵東一、前掲書 p.253）
今日の食だけではなく、明日も、明後日も……、何が起こるかわからないが、食い物だけは、
アワがありさえすれば、というのは人の心性のなせる業であり、大量備蓄は一種の保険でありま
しょう。ブヌン族は「屋内穀倉」ですが、アタイヤル族やツアリセン族においては「床を長柱上
に支え、かつ柱と床との間に木製の円鍔をはめて鼠害を防ぐ用となせり穀倉」をもっていました
（伊能嘉矩『台湾蕃人事情』1899・1、p.119）
。
忠生遺跡 A 地点遺跡からは竪穴住居址と並んで掘立柱建物址（1 号～ 8 号）が出土しています。
竪穴は掘らず、平面土台穴の上に柱を立てた掘立構造の建物です。そのうち中期とみられる１号
掘立柱建物址の実測図を図 10 として掲げます。
「平面形状は P1 ～ P8 による２間×２間の８穴で構成。北西方向主軸のやや菱形となる長方形
を呈し、三辺中間の P2・P4・P6 がやや外側に張り出した配置にある」
（報告書ｐ .70）
試掘をした跡が残っていますが、これといった出土物は得られなかったようです。他の掘立柱
建物址も長方形で、掘っ立て柱 6 本か 8 本柱です。床面が掘り下げられていないのは、雨水の
浸水や湿気を避けるために高床にする必要があったのでしょう。柱が多いというのは、重いもの
を支える構造だと見られます。1 号掘立柱建物址の位置は、南集落の外延部で、その近くに 2 号、
さらにその南東外側に 3 号、8 号があります。逆に 4 号、5 号は南集落の中央墓部際に位置して
います。つまり、中央の墓群―掘立柱建物―竪穴住居群―掘立柱建物という同心円的な配置をし
ています。（注３）
図 10

忠生遺跡 A 地区１号掘立建物址（注３）

（資料）
『忠生遺跡 A 地区（Ⅰ）
』p.186、2007.3
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図 11

居平遺跡の環状集落図

（資料）原図は井戸尻遺跡考古館に掲げられている。（本図は、https://blog.goo.ne.jp/mulligan3i/e/4ab82d52d
faed48925dc9f4d39dc3324 から転載したもので、井戸尻遺跡考古館展示を撮影したものと見られる。
）

青森市の三内丸山遺跡においては、クリの巨木を使った大型掘立柱建物跡、大型竪穴建物と並
べて掘立柱建物が４棟復元されています。縄文前期半ばから中期の集落景観だそうで、今や縄文
観光のメッカになっています。また、縄文中期の八ヶ岳南麓の居平（いだいら）遺跡環状集落の
復元図が、長野県富士見町の井戸尻考古館によって試みられています。中央部の土饅頭は墓、そ
の外周に住いとしての竪穴住居、貯蔵庫としての掘立柱建物が配置されています。図 11 の復元
イメージを参考にして、忠生遺跡 A 地点遺跡集落の復元イメージを描きたいものです。
注３：なお、勝坂期の遺跡である忠生遺跡Ｂ地区の方からも、掘立柱建物址が５棟出土しているが、そのうち
４棟は、柱が内外二重に取り囲んでいる。うちＢ１- １号掘立柱建物址は、外側 8.5 × 5.2 m、柱穴 12、内側 5.6
× 3.0 m、柱穴 6。深さ平均 61cm、この土台穴の上に柱が乗っていたと考えられる。内側は床面の支えを補強
するもの、外側は側面立ち上がり屋根を支える構造である。掘立柱建物位置は、中央墓坑址と周辺の住居址と
の境目で、A 地区の掘立柱建物址と比較すると、B 地区のものの方が遥かに大きい。A 地区掘立柱建物が倉庫と
すると、B 地区のは倉庫ではなく共同集会所というような建物ではなかったかと推測される。両者の掘立柱建
物の違いについての検討は、
ここでの対象ではないので、以上の指摘だけにとどめる。（『忠生遺跡 B 地区（Ⅱ）
』
P.17、P.43、図版 47-49 参照）

忠生遺跡 A 地点遺跡からは、食料の貯蔵に使われたと見られるもう一種の痕跡が見つかってい
ます。「土坑」
、即ち穴ぼこです。調査報告書には以下のようにあります。
「中期中葉及び後葉を通して、忠生遺跡 A 地点からは多くの土坑が出土しています。陥し穴以
外の土坑だけで 243 基、うち坑底にピットを持つ土坑が 11 基あるが、これらは壁の立ち上が
りが垂直に近く、大規模の物が多いという特徴を併せもち、
「貯蔵穴」として分類されることも
多い」（報告書Ⅰ、p.72）
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図 12

忠生遺跡 A 地区の土坑 168 号実測図

（資料）
『忠生遺跡 A 地区（Ⅰ）
』p.201、2007.3

坑底にピットを持つ土坑 11 基の一つである 168 号土坑の実測図を図 12 として転載します。
円形で長径 107㎝、長径 121㎝、深さ 55㎝。土器片 247、石器類 4 点が出ています。
こうした「貯蔵穴」に貯蔵したのは恐らくイモ類、
サトイモあるいはヤマイモの可能性大でしょ
う。イモ類は土から掘り出したものですから、土中に戻すような形での保存が最適であることは
周知のところです。私の育った百姓家では、湿気・水分の少ない砂地の土地を選んで貯蔵穴を作
り、秋の収穫後に埋けて、翌年の春に掘り出して食用及び種イモとして利用していました。縄文
時代のサトイモあるいはヤマイモの栽培については、先に触れたところです。
なお、150 号土坑からは「不明発泡体」が出土していますが、この「発泡体は覆土の中層から
出土しており、
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る」
（ｐ .74）
。即ち、
土坑がクリやクルミの貯蔵に使われていた可能性も大きい。栗の保存法には、生のまま地中にい
けておく方法がある（
『聞き書

静岡の食事』ｐ .278、1961.10、農文協）

もとに戻って、では、高床式倉庫の方には何が貯蔵されていたのか？

木の実やイモ類を除く

食料で、しかも季節的な旬の食料でも狩猟・漁撈による獣肉、魚肉でもないものといえば……。
ダイズ、アズキなどの豆類、クリ、トチなどの堅果類は乾燥させれば住居内保存が可能で、特別
に高床式の倉庫は必要としません。残る可能性は、アワ、ヒエ、キビなどの雑穀類でしょう。
果たして、アワ、ヒエ、キビなどの雑穀類が忠生遺跡で作られていたかどうか？

大山柏によっ

て「原始農耕」が唱えられた勝坂遺跡縄文土器種実圧痕悉皆調査では、ツルマメ、アズキ、シソ
は出ましたがアワ、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、
「ひとまず保留」されています（
『鶴舞遺跡（八王子
市 No.1029 遺跡』p.276、2009.10）。即ち、アワ、ヒエ、キビなどが耕作されていたという直
接証拠は、いまのところ発見されていません。しかし、状況証拠は、たっぷりあります。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のです。次に、これら石器を検討してみます。

（３）耕作具――打製石斧・石匙、磨石・石皿
忠生遺跡Ａ地点第 67 号住居址から出土した巨大石棒には、石器が随伴していました。これら
を一括して掲げます。図 13 は、その石器類の実測図です。このうち左端の 67-1 は打製石斧、
67-3 は石匙、67-7 は磨石、67-8 が石皿と称されています。67-3 石匙は一部欠損していて形が
つかみ難いので、完品である 71 号、出土のものを図 16 として追加しておきます。
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図 13

忠生遺跡 A 地区 67 号住居址から巨大石棒とともに出土した石器

67-1： 打 製 石 斧（ 完 形 ） 67-2： 打 製 石 斧（ 完 形 ） 67-3： 石 匙（ 基 部 一 部 欠 ）67-4： 敲 石 類（ 完 形 ）
67-5：敲石類（完形） 67-6：敲石類（完形） 67-7：磨石類（完形） 67-8：石皿類（完形）
（資料）
『忠生遺跡 A 地区（Ⅰ）
』p.102、2007.3

忠生遺跡Ａ地点からの石匙・石斧

磨石・石皿の出土状況は表５のごとくです。

さて、準備に手間取りました。これら石匙・石斧

磨石・石皿については、日本の考古学学会

においては、石器のネーミングからして見当はずれな珍妙な分類法が跳梁跋扈していて、
『忠生
遺跡Ａ地区報告書』も長いものに巻かれています。
◆石斧は斧（おの）なんかじゃない、土を耕す鍬（耕起具）であって、石鍬（いしくわ）あるい
は石鋤（いしすき）というべきだ。
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図 14

忠生遺跡 A 地区 71 号址から出土した図 13 の 67-3 石器と同類の靴型除草用小型鍬

（資料）
『忠生遺跡 A 地区（Ⅲ）』PP.104、2011.3

表５
石器（→言い換え）

忠生遺跡Ａ地区から出土した石匙、石斧、石皿
出土数

形態

打製石斧
遺 構 内 か ら 3575 点（ 完 形 883、 欠 損 2692）
、形態は多様、いわゆる短冊形、撥型、分胴型の各
（→石鍬 or 石鋤） 遺構外から 37969 点（完形 707、欠損 3089）
、形状がみられる。
計 7372 点出土
石匙
遺構内から 78 点（完形 55、欠損 23）、遺構外 形態は刃部と摘み部を作出したものとして、小形
（→除草用小型鍬） から 55 点（完形 44、欠損 11）
、計 33 点出土 精巧なものから大形粗製のもの、非実用的な不定
形のものまで広くみられる。
磨石類
遺構内から 426 点（完形 122、欠損 304）
、遺構 主な磨り面の他、表裏中央に１～２箇所の凹部を
（→磨り石）
外から 298 点（完形 57、欠損 241）
、計 724 点 もつものや、側面に敲打痕をもつものも多い
出土
石皿類
遺構から 521 点（完形 15、欠損 506）
、遺構外 周縁に縁取りを持ち使用面が窪むもので、一端に
（→石うす）
から 354 点（完形 4、欠損 350）
、857 点出土 掻出し口をもつものもみられる

（資料）
『忠生遺跡

Ａ地区（Ⅲ）
』
（2011.3）から作成。言い換え名称は井戸尻考古館のもの

◆石匙は匙（さじ）じゃない、耕作の除草具であって、除草用小型鍬（石鍬）というべきだ。
こういう常識のある、あるいは常識しかない私のような素人には、わかりやすい研究成果を館
内いっぱいに展示している博物館があるのです。長野県富士見町の井戸尻考古館です。同考古館
ＨＰから、そのものずばりの画像を拝借させてもらいましょう（図 15）
。
図 13 の忠生遺跡Ａ地点 67 号址の打製石斧（67-1、
67-2）は井戸尻考古館展示の耕起具（石鍬）
によく似ています。石匙（67-3 及び図 14 の 71-3）は除草具（除草用小型鍬）とピッタシです。
いま、私は、両者の検証を行う余裕がありません。手元には、小林公明元館長が長年心血を注い
だ研究論文をはじめとする各種関連資料（注４）が存在しますから、なんなりと質問を受けるこ
とを請け合い、先を急ぎます。ここでは両者の石ブレードに柄をつけて、誰が見ても農耕具だと
いう姿にしたものを、小林論文から転載します（図 16）
。
図 13 には他に敲石類と報告されているのが３点あります（67-4、67-5、67-6）
。敲き石とは
道具を作るための道具の意ですが、図からはそれ以上の具体的なことは分かりかねます。
なお、忠生遺跡 A 地区 67 号祭祀跡で巨大石棒とともに出土した石器の中に石鏃（やじり）が
ないことは、この祭祀が狩猟とは直接かかわりないことを物語っています。また、磨製石器が見
当たらないことは磨製石器の使用法としての木の伐採、木材の加工・建築などと直接関係してい
ない祭祀であることをも示しています。
もう一方の磨石類、石皿類の方はどうか？

井戸尻考古館においては、磨石は「磨り石」
、石

皿は「石うす」と言い換えられています。
「脱穀の次が調整、
つまり穀取である。米でいう籾摺りの作業。弥生文化期では、
竪杵
（たてきね）
と木臼を用いて籾摺りを行っていた。この時代、雑穀類の調製はどのようにしたろうか。それを
担うのが、磨り石と石うすである。手のひら一杯分くらいの穀物を石うすに広げ、磨り石で軽い
運動を行うと、子実（しじつ）を含む殻は難なくとれる。それを、ふっと吹いて除去する。穀粒
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図 15

井戸尻考古館に展示されている縄文中期石器群

耕起具（左：石鍬）や除草具（右：除草用小型鍬）
（資料）井戸尻考古館 HP（http://userweb.alles.or.jp/fujimi/idojiri/ido004.html）

図 16

石鍬（左）と除草用小型鍬（右）

（資料）富士見町教育委員会『唐渡宮』小林公明稿、p.239、p.242、1988
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図 17

忠生遺跡Ａ地区 74 号住居址出土の凹石

（資料）
『忠生遺跡

Ａ地区（Ⅲ）』、2011

を転がすときの低い音を伴った感触は、どこかむずがゆく、ぞくぞくとして何ともいえない。粟・
黍・稗・高粱・米・麦・蕎麦等なんでも籾摺りが出来る。粉に碾くには、引き続いて力を入れて
磨る。子実や粉は小さな手箒でかき集める。古今東西の民族例から見て、こうした仕事は女や娘
子供の役である。一度に沢山はできないから、根気のいる仕事だ。少量ずつ、一粒たりとも無駄
にせぬよう、丁寧に碾いたさまが思い浮かぶ。もちろん、石うすの下には布地を敷いて行ったに
ちがいない。あとは、
土器で煮て食べるばかりとなる。
（
」
『富士見町史

上巻』
小林公明稿、
ｐ .228、

1991.3、富士見町教育委員会）
石皿と紛らわしいものに出土品に凹石があることには、注意し区別しておくべきでしょう。
『忠
生遺跡

Ａ地区（Ⅲ）
』報告書には、こうあります。

「磨石の形態によく似たものもあるが、併用による磨り面の認められないものである。中央部
に一つから数箇所の凹部をもつものや、複数の面にわたって数箇所の凹部をもつものが認められ
る」。遺構内から 31 点、遺構外から 29 点、合計 60 点出土しています。そのうち 74 号出土の
凹石は長さ 40.6㎝
凹石とは何か？

幅 20.6㎝の大きなシロモノです（図 17）
。
小林公明は実に面白い見方をしています。

「では、凹石はどのような意味でつけられたのだろうか。先にみた磨り石の姿からしても、そ
れには、より沢山の穀粒、尽きることのない粉が出て来るようにとの豊穣祈願が込められている
ものと解釈するほかない。たぶん、そのときどきに凹穴をかつかつと敲いて磨り石をふるい立た
せ、生産を促したのではないだろうか。
」
（同上ｐ .234）
意味深長ながら、凹穴に女性の表徴を見てとっています。この見方が正鵠を得ているなら、勝
坂期の忠生遺跡の竪穴住居内において、各家の豊穣祈願の祈り＝呪術が行われていたと言えるの
ではないのか。凹穴をかつかつと敲く呪術は、恐らく環状中央広場で行われる祖霊に祈願するム
ラレベルの祭祀とは区別されるイエレベルの呪術・祈願ではないかと、私は想定します。
（ムラ
レベルの祭祀とイエレベルの呪術については、次回及び次次回で詳論する予定でいます。
）
（注４）本稿は、小林公明の、以下の「農具としての打石器の研究」に多くを拠っている。労作の論文コピーを
贈呈くださった、同氏に厚く御礼申し上げたい。
「縄文中期八ヶ岳南麓における農具としての打石器」『信濃』29 巻第 4 号、1977
考察、
『曽利』第６章 富士見町教育委員会、1978
『唐渡宮』
、富士見町教育委員会、1988
「新石器時代中期の民俗と文化」
『富士見町史』上巻 富士見町教育委員会、1991
｢土器図像の研究｣、
『藤内』第８章 富士見町教育委員会、2011
なお、小林の縄文中期の打製石器に研究として、耕起具（石鍬）や除草具（除草用小型鍬）のほかに収穫具
（打製石包丁）がある。掌（たなごころ）に入る半月形 ( あるいは紡錘形・舟形・鳥翼型 ) をした打製の包丁で、
親指と人差し指で支えてアワやヒエの穂の部分を刈り取る穂刈りができる。この石包丁を忠生遺跡出土石器の
中に探したが、今のところ、｢これだ！」
｣ というものを私の眼力では発見できておらず、後日を喫したいと思う。
→後日談
（2019.8.22 追記）
：小林の眼力では、
「辛うじて 71 号址（藤内Ⅰ期）の４」が打製石包丁だと教えられた。
西南関東では打製石包丁は総じて希薄らしい（貝製の包丁が使われる可能性がある）
。なるほど！

私自身とし

ては、この点について、台湾及びアイヌにおける石（貝）包丁の利用と関連して、考え直す用意ができている。
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図 18

忠生遺跡 B 地区１号住居出土の有孔鍔付土器土器（中期中葉）

（資料）
（資料）
『忠生遺跡――町田市内最大遺跡の発掘と成果』p.79

（４）酒器――有孔鍔付土器
忠生遺跡Ａ地区から 1.2㎞境川を北西に遡った地点の忠生遺跡 B 地区１号住居からは、写真の
如き土器（中期中葉）が出土しています。有孔鍔付土器（ゆうこうつばつきどき）と名付けられ
ているものです。酒造具、太鼓の二説がありますが、この出土品のバランスを崩した醜い形を見
ていると、太鼓説はちょっと無理じゃないかと思われてきます。最上部の口辺がゆがんでいて、
ここに獣皮をピンと張っても空気が抜けてしまい、到底音は出せそうにもありません。
ちなみに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
法が以下のように紹介されています。
「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。ア
タイヤル族のごとく合吻同飲の殊俗を存す」
（伊能嘉矩『台湾蕃人事情』1899・1、p.34）
台湾番族全般について目配りした臨時台湾旧慣調査会の主宰者・岡松参太郎『台湾番族慣習研
究

第１巻』（1922 年刊）には、酒についてのもっと豊富な証言がありますが、そこから「最

も原始的な」酵母の作り方を抜粋します。私の浜松の田舎の実家で、敗戦直後、親父が縁の下で
ドブロクを密造していたのを鮮やかに思い出しました。麹はムラの麴屋からの調達でしたが、そ
の麴屋の番台の奥に大きな金庫が鎮座していたのは、ムラ中のものが密造に手を染めていた証で
もあったでしょう。どなたか、有孔鍔付土器を使った酒造り体験的考証学をやっていただけませ
んでしょうか。
「最も原始的なるは唾液を用いるものにして、通常、数多くの女子集まりて、粟もしくは米を
臼にて搗き粉にしたるものを咀嚼し、あるいはその粉に作れる餅を噛砕き唾液を潤し、これを原
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料として蒸しまたは煮たる粟、米の中に（原料一斗につき粉約１升ばかりの割合）混して甕に入
れ、少量の水を加え、蕉葉あるいは笊（ざる）にて蓋（ふた）し、暗所に置くこと三日にして酒
と為ると云う。古代には各族皆、この方法によるものなるべく」
（p.464）
岡松参太郎報告には、酵母の製造原料として唾液の他に藜（アカザ）もあがっています。アカ
ザはアカザ属の一年草で、畑や空地などに多い雑草です。
「植物の液汁その他を本とし酵母を作るは、番族間に広く行わる。その植物または製法は種々
なれども藜の実は単独にまたは他物とともに最も多く用いらるるがごとし（藜は古代には粟とと
もに番族の主要なる食物という、今はこれを耕種すること少なく、ただ高地帯の番社にては、黍、
鳩麦などと同様に）に食料に充つることあるのみ。
」
（同上 pp.464-65、赤字傍線は引用者）
ここには、もう一つの重要証言が隠されています。
藜（アカザ）が古代台湾で主要食物として耕作されていた！
早速、大型植物遺体データベースで検索をかけてみると、どうでしょう。
「アカザ」
「縄文時代」
という絞込みで、なんと 92 件ヒットします。これは綿密に検証するに足る重要研究情報ですが、
後日を期するしかありません。植物研究家の出動を要請したいと思います。
主要食物はさておき、アカザを酵母とする酒造方法は以下のごとくです。
「通常、粟または米を蒸し、これに藜実の粉を混じ、あるいはこれと共になお他の物質を混じ、
芭蕉その他の草葉または笟（たが）の間に入れ、足にて上より踏み、しこうして後、これを団子
につくり、あるいはそのままにて、あるいは草葉に包みて爐辺（ろばた）に置く時は三、四日に
して発酵し酵母となる。これを貯蔵しおき、入用時に砕きて使用す。その原料たる蒸しまたは煮
たる粟、米に約七三の割合にて酵母を混じ、これに水を加えて甕に納め、爐辺に置くときは三、
四日にして酒となるという」
（同上 p.465）
果たして、縄文の忠生のムラビトは何を酒造の材料としていたのでしょうか？
祖霊に供する酒の器と思しきものには、忠生遺跡 A 地点 67 号居住址から大型石棒とともに出
土した浅鉢があります。外面は無文で、内外面赤色塗彩がわずかに残っています。全体が赤く、
上に口を開いた浅鉢です。ブヌン族の儀礼では「右手の食指を酒に浸たし親指にて地を弾き灌ぐ
こと三回」。この灌酒儀式にはうってつけの構造をしています。神前に鎮座した真っ赤な浅鉢か
らは霊気が漂ってきそうです。
ちなみに岡松参太郎報告は「酒礼」を三つあげています。
（同上 pp.468-69）
①各人、杯を口にするにさきだち、あるいは酒を地に注ぎ、あるいは一指を酒に浸し拇指と合わ
せて弾き、その他これを頬する礼を行い、祖霊に供献し、子孫繁栄、穀物の豊熟などを祈る
を例とし、且つ多くはこれとともに、あるいは呪文を唱う。
②また酌酒の先後の式事の種類、各族の慣例により一様ならざるも、概して家族、親族の間にお
いては、まず尊族より杯をすすめ次第に一族に及ぼし、婦女または少年者は酌をなす。また
老若会飲するときは老番まず飲み次に壮丁に酌むを礼とし、また尊属、老輩の杯には大なる
ものを用うるもの少なからず。
③各族を通し飲酒の際、客あれば必ず勧め、一衆連飲、酒尽くるにいたりて止むを例とす。
ついでながら、67 号住居址から大形石棒と共に出土した土器中央の深鉢には何を入れたのか？
私はかつて、クリやトチノキ、ドングリ、クルミなどの堅果類を想定しましたが、マメ類、雑穀
でもいいわけで、要するにその年の稔りを入れ捧げる容器という考えです。
また左端の小型土器は？

これは小さいながら複雑な文様を配しています。報告書には、
「口

縁部上の蜷局（とぐろ）状渦巻文から下がった把手１箇所と J 字状隆帯文を配する。刻目文・沈
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図 19

67 号住居址から大形石棒と共に出土した土器

右端の浅鉢は内外面赤色塗彩がわずかに残っている。
（資料）
『忠生遺跡 A 地区（Ⅱ）』2011.3 口絵写真

線文・刺突文を配する。頸部に横位の矢羽根文付加隆帯文１状と胴部に撚糸文 L を施す」とあ
ります。ンー？
先に私は、神社の御神具にヒントを得て塩が入っていたのでは？と推量しましたが、製塩用土
器が活躍するのは縄文晩期に至ってのことですので、塩というのは時代ズレしているかもしれま
せん。あるいは、お稲荷さんの「水玉」に似ているようにも思われてきます。その場合、中身は
作物や人をよみがえらす不死の水ということになります。折口信夫「若水の話」やニコライ・ネ
フスキー『月と不死』の月の水に触発されてのイマジネーションが巡り巡ります。

（５）祭器――渦巻文把手土器
八ヶ岳南山麓の縄文遺跡をフィールドにして「縄文農耕論」を唱えた藤森栄一 (1911-1973）は、
土器には三つの機能があると断じています。
「農耕社会での容器のもつ様相には、貯蔵、煮沸のほかに、いま一つ、供献という重要な要素
がある。」
縄文土器の形式分類論は大はやりですが、私の見るところ、供献としての縄文土器の研究は、
全くないがしろになっています（注５）
。そもそも「供献」なんて漢語は、日本の辞書に収録さ
れていない中国語で、神仏・死者の霊などに供える意です。例えば、以下のような土器です。
「深鉢または甕の口縁部に、華と咲いた巨大な飾り把手のついた土器である。火焔の燃え立っ
たような越後馬高の火焔形、むくむく渦巻のように盛りあがった信濃曽利の水煙形、四つの塔の
ような人頭をあしらった信濃井戸尻の例、
鎧のようにかたくよそおわれた越中氷見朝日貝塚の例、
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図 20

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』町田市立博物館、2013 口絵写真及び p.70

同上実測図

（資料）
『忠生遺跡

Ｂ地区（Ⅱ）
』2011.3

p.57

むろん、そうした主体部と等大の大きな把手は実用ではない。
」
（
「縄文人と土器」
『藤森栄一全集』
第 9 巻ｐ .39）
「火焔の燃え立った」
「むくむく渦巻のように盛りあがった」
「四つの塔のような人頭をあしらっ
た」「鎧のようにかたくよそわれた」というイメージの祭祀具なら、忠生遺跡Ｂ地区からも出土
していて「町田市指定・登録有形文化財」となっています。
これは、ちょっと縄文土器を勉強した人なら、縄文中期中葉（勝坂期、井戸尻編年では井戸尻
Ⅱ期、約 5000 年前）の土器だと知れるでしょう。町田市教育委員会は「深鉢形土器」と命名し
ていますが、ミスリーディングです。少し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ほどのところに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
れこそが、スグレモノなのです。私は
「縄文資料展

縄文土器をよむ－文字のない時代からのメッ

セージ」（2019.7.20-9.23）において、真上から内側をのぞきみてはっきり確認したのですが、
実測図右端の断面図に示されたように、ぐるりにくびれが突き出し取り巻いています。このくび
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図 21

（資料）
『忠生遺跡

忠生遺跡 B1 地区 14 号住居址出土の女性頭部

Ｂ地区（Ⅱ）
』2011.3

p.62

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しているのです。水を簀の子
まで注いで、簀の子の上に蒸そうと思う食品を置いて蒸しあげる、即ち蒸し器なのですヨ。
ところが、この本来の機能を差し置いて、この蒸し器の上部左右把手（とって）及び胴部くび
れ下には、むくむくと渦巻文が盛りあがっています。火焔のごとく、渦巻のごとく、人頭のごと
く、鎧のごとし、はたまたエノキダケのごとく、ヤツガシラ（サトイモ）のごとし。とぐろを巻
いた蛇文様の方は小さくちぢこまってしまっています。この際、名は体を表すべきで、藤森ネー
ミングに従って「渦巻文把手土器」
（うずまきもんとってどき）と呼称するがいい。
この蒸し器を使えば、植物性食品、例えばサトイモをふかすことはできるでしょうが、煮沸に
とって、むくむく渦巻文は全く余分なシロモノです。ところが、どう見ても、この器の主要機能
は、むくむく渦巻の造形の方にあって、煮沸機能にはない。町田市当局者が「指定・登録有形文
化財」にしたくなったのも、むくむく渦巻文造形のゲージュツ性にほれぼれしたからに他ならな
いでしょう。蒸しあがる食品が、むくむく無数に増大して、今日も、明日も、明後日も腹を満た
してもらいたいという願望を巧みに表現したものというのが、私の見方です。
つまるところ、この「渦巻文把手土器」は、貯蔵や煮沸のための実用器具＝「第一の道具」で
はなく、いま一つの供献、即ち祭祀専門用具＝「第二の道具」に他なりません。
「把手土器」の中には、
「把手」
（とって）として、
土偶の頭部のごとき乙女の頭部を取り付けた「顔
面把手」があることが広く知られています。上の「渦巻文把手土器」の写真向かって左側の把手
が女性の顔に置き換わっているシロモノです。これは同時期の遺跡で多数発掘されているポピュ
ラーな把手土器です。同じ忠生遺跡Ｂ地区からは、
土器本体からポロリもぎとられ顔面だけになっ
たものが出土しています。目尻の切れあがったアーモンド形の目、上を向いた豚鼻と太い眉毛、
ぽっかり開けた口。中期中葉の勝坂式把手土器によく見られる特徴的な顔つきです。図 22 の少
女の頭部は、渦巻文把手土器と同様の蒸し器の把手であった可能性が高いが、残念ながら、蒸し
器本体の方は行方不明です。
藤森栄一の「顔面把手」に対するイマジネーションは、縄文の新嘗祭を射程にいれています。
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図 22

（資料）
『忠生遺跡

忠生遺跡 A 地区 74 号住居址出土の土器

A 地区（Ⅱ）
』2011.3

口絵写真

「その口はその蒸し器の食物を頬張るためいっぱいにひらかれ、鼻孔はその香ばしい匂いを胸
いっぱいに吸い込み、その眼は、その味覚の素晴らしさを願望する眼なのである。
」
（同上ｐ .102）
一方、忠生遺跡Ａ地区からは、勝坂期の祭祀用土器がたくさん出土しています。先に 67 号か
ら大型石棒とともに出土した土器セットを見ましたが、ほかに 74 号住居址の出土土器セットの
写真を掲げます（図 22）
。
74 号出土土器セットのなかでは、大型浅鉢に注目してみましょう。器高 16.7㎝、口径 44㎝。
この大鉢に食物を盛って家族一同が共食するという一家団欒図は描けそうにもありません。背後
の５つの深鉢もそれぞれに念入りに作成された優品であって、日々の厨房で煮炊きのために利用
されたとは、到底思われません。秋の各種収穫物を取り混ぜ、この大型浅鉢に山と盛って、神前
に奉げる、日本の神社でいえば御饌（みけ）あるいは御贄（みにえ）とも呼ばれる神饌（しんせ
ん）のための祭祀具と考えるほかないでしょう。
注５：岡本孝之「用途・機能論」
（加藤晋平ら編『縄文文化の研究 5 縄文土器Ⅲ』1994.11 所収）は、①容器
としての土器、②煮沸具としての土器、③貯蔵具としての土器、④祭祀具としての土器、の四面から土器研究
の成果を紹介している。そのうち④として研究が及んでいるのは、釣手・香炉土器、浅鉢、注口土器、小型土器・
ミニチュア土器、精製深鉢などである。
そこで岡本孝之が安孫子昭二の研究報告を紹介しているのが注目される。
「安孫子昭二は、埼玉県石神貝塚の安行Ⅰ式土器の生成帯状縄文系深鉢と、粗製紐線文系深鉢の比率は３：７
となるが、前者は４タイプに分かれ、４タイプが１セットになるとみて、祭りの器として機能し、使用後も
一括して廃棄され、それは粗製深鉢が９個体文消耗する間に１度の割に行われたと推定した」（同上ｐ .258）
    安孫子自身から贈呈を受けた論考をさっそく参照してみると、彼の研究方法上のネライが以下の点にあるこ
とがわかる。
「祭りの煮炊きにしか使われず痛みのすくない器と、日ごとの煮炊きで損傷はなはだしく、壊れてすてられる
消耗品との末路の違い……この観点に立ち、質・容量・出土状況、火熱・煤のうけ方、使用による損耗など
について、早期以来の波状口縁深鉢と水平口縁深鉢との比較をすすめたいものである。
」
（佐原真編『日本の
原始美術② 縄文土器Ⅱ』
、講談社、ｐ .55）
    私が求めているのは、農耕祭祀具としての縄文土器の研究であるが、不勉強にして未だ有力な研究成果にめ
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ぐりあえていない。最近の成果としては、安孫子のご好意により、中村耕作「葬送儀礼における土器形式の選択
と社会的カテゴリ――縄文時代後期関東・中部地方の土器副葬と土器被覆葬」（『物質文化』№、2008.5）の、浅鉢、
鉢、注口土器、舟形土器の研究を参照し得ている。識者のご教示を乞いたい。

６．忠生縄文ムラの新嘗祭儀礼
これまでの検証を通して、
弥生の銅鐸に刻まれていた「田植え」
「脱穀」
、
「高倉」に対応し得る、
、
「種
播き・除草」
、
「脱穀」
、
「高倉」の痕跡を、中期中葉（勝坂期）の忠生ムラの遺跡に初歩的に見出せ
たのではないでしょうか。
「種播き」は農耕具である打製石斧＝石鍬を使って、除草は石匙＝除草用小型鍬によって効率的
に行うことができます。
「脱穀」は磨石＝磨り石と石皿＝石うすで可能であり、
さらにこのワンセッ
ト工具は製粉もできるスグレモノものです。そして、
「高倉」は雑穀の大量・長期保存の可能性を
可能にしています。
何が栽培されていたかはイマイチ定かではありません。最近の縄文時代の植物利用の研究成果か
ら推して、クリ、クルミ、トチなどの堅果類、ヤマイモ、サトイモ、ユリネ、クズなどの根菜類、
ダイズ、アズキ、エゴマなどのマメ類の存在は疑うまでもありません。しかし、雑穀類は問題で、
アワもヒエ、数珠玉（ハト麦）
、シコクビエも確証となるものが発見されていません。雑穀類が栽
培されていなかったとすると、忠生ムラの高床式建物は空き倉庫となってしまいます。そこで、切
り出した話をまとめるために、以下では仮にアワ・ヒエなどの雑穀が栽培されていた、倉のなかは
雑穀がザックザックと空想を逞しくして立論していかざるを得ません。
中期中葉（勝坂期）の忠生ムラの住居址からは、貯蔵用、煮沸用のほかに供献用の優品が多数発
掘されていましたが、町田市指定有形文化財「渦巻文把手土器」や、67 号住居址から大形石棒と
共に出土した土器などは、一体全体、どのような祭祀に使われたのか？

これが焦眉の課題です。

勝坂期の忠生ムラは、中央の墓域を囲む大環状集落であり、ここで祖霊祭祀が行なわれていたの
は確実ですが、ご先祖様を祀るのには、表と裏＝タテマエとホンネの二つの側面があります。表＝
タテマエ表の祭祀は、
「この世とあの世の祭祀」です。これについては、旧稿を、もう一度持ち出し、
ダメ押します。
「大環状集落の墓域である中心部空間に巨大石棒を屹立させ、ムラオサは同祖のムラビトを集め
て、この憑代（ヨリシロ）にあの世の霊魂（祖霊）を迎え・送り、同族の生活の安定と幾久しい繁
栄を祈るマツリを執り行ったでありましょう。
」
「ムラオサはまたムラビトの死去に際しての「野辺
送り」を執り行ったでありましょう。同時期の比較的整った環状集落の事例（例えば岩手県西田遺
跡や多摩ニュータウン№ 107 遺跡）からみて、中心空間は四つの集落毎に区分され、墓壙が掘られ、
シカバネはそこに埋葬されたと見て間違いないでしょう。
」
（第１回論考）
表＝タテマエ「あの世で生きるための祭祀」に対して、裏＝ホンネ「この世で生きるための祭祀」
とは、この世に生けるものが、生きぬくための糧、即ち食料の絶対的、安定的、長期的な確保をご
先祖様に保障してもらおうとする祭祀です。
天皇が就任時に行う大嘗祭、冬至頃に毎年行う新嘗祭の最も深奥部にあるのは、新穀を祖霊であ
るアマテラスに供して、共に食して五穀豊穣を祈ることです。ここで祖霊儀式と収穫儀式とがワン
セットになっていることに注目しなければなりません。即ち、
「あの世で生きるための祭祀」と「こ
の世で生きるための祭祀」とが、不即不離になっているのです。あるいは、五穀の種子である穀霊
とヒトの種子である祖霊とを背中合わせにして幻想していると見てもいいでしょう。
要するに、新嘗祭を考えるに当たっては、農耕のための儀礼＝この世で生きるための祭祀とご先
祖様を敬う儀礼＝あの世で生きるための祭祀との二つをひとまず分離して捉え、考えることが必要
だと思うのです。
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私はすでに第１回論考において、ご先祖様を敬う儀礼＝あの世で生きるための祭祀については、
以下のように考察済みです。
①大環状集落の墓域である中心部空間に巨大石棒を屹立させ、ムラオサは同祖のムラビトを集め
て、この憑代（ヨリシロ）にあの世の霊魂（祖霊）を迎え・送り、同族の生活の安定と幾久
しい繁栄を祈るマツリを執り行った。
②ムラオサはまたムラビトの死去に際しての「野辺送り」を執り行った。中心空間に墓壙が掘ら
れ、シカバネはそこに埋葬された
このうち①は 67 号住居址が舞台です。旧ムラオサが他界した直後に、彼が生前に司祭してい
た祭具である石棒、石器、土器を、彼の赴いた先である、あの世に送り届ける「家送り」の儀式
が執り行われたに違いない。旧ムラオサが、あの世においても、この世で行っていたのと同様の
祭祀を行い、あの世からこの世へ魂を送る儀式をとり行うことが出来るようにとの慮り（おもん
ぱかり）なのです。石棒が粉々に破砕されていたのは、この世で不完全にすれば、あの世で完全
なものになるという「モノ送り」の信念に基づいたものです。この祭祀を執り行った祭祀は、新
ムラオサに他ならない（詳しくは旧稿を参照ください）
。
②の方は、旧ムラオサが生前に主宰していた葬儀・法事です。祖霊祭もそのうちに入りますか
ら、収穫祭でもある新嘗祭は、この中央広場において行われたものと思われます。旧ムラオサな
き後は、そのあとを襲った新ムラオサが祭具を一新して執り行ったことでしょう。
環状集落中央広場にまします歴代の先祖の霊にその年の稔りの供物を捧げ、祖霊とともに会食
し（直会＝なおらい）
、来年も豊かな稔で腹が満たされ、生き永らえることができますようにと
祈願する――そのような新嘗祭儀式が忠生ムラで行われていたであろう、と私は想像します。し
かし、そうした可能性をフリーハンドで口にしても、そりゃ妄想じゃよ、と一笑に付されるのが
落ちですから、以下では民族学的な論証に努めます。
台湾ブヌン族においては、直接、アワに語りかけ、早く大きくなるように！

沢山なるように！

という呪術が猖獗していました。忠生ムラの隣の、支点集落＝木曽中学ムラでは、精妙なクルミ
型祭器を作ってクルミが早く大きくなるように！

沢山なるように！

という呪術祭祀営まれて

いたに違いありません。
大環状拠点集落の忠生ムラにおいては、その中央に代々のご先祖様の墓が存在し、そのお墓を
取り囲んで当代のムラビトが生活していたところから見て、彼らの祈りは、呪術的祭祀としてで
はなく、宗教的祭祀として行われた可能性が大きい。忠生ムラのカミの発展レベルはかなりなも
のだったのではないのか？

台湾における「各蕃族」の宗教について、台湾総督府民生部事務嘱

託の伊能嘉矩が明治 32 年の時点で唱えた、以下のごとき宗教発展段階説を参考にして、忠生ム
ラの宗教レベルを推し量ってみましょう。
（１）祖先崇拝――「各蕃族を通して該宗教的思想の性質は同じく祖先崇拝というべく、その儀
式において信仰的本体の招降をなす等の慣習より推せば、宗教として具体をなしつつある
は明らか」である。
（２）第一段階（アタイヤル族、
ブヌン族、
ツオオ族）――「なお単に邀福避禍を祈る目的止まりて、
いまだ他の発達をなさず」
。
（３）第二段階（アミス族）――「福禍の邀避の他に出でざれども、その信仰的本体の定位に向
かいて、或る供物を捧ぐるごときは宗教上の儀式の一形成をなせる」
（４）第三段階（ツアリセン族、
スパヨワン族、
プユマ族）――「儀式上には犠牲的供備の発達あり、
或いは殿堂的初形の発達あり。
（伊能嘉矩『台湾蕃人事情』1899・1、p.130）
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忠生ムラの宗教レベルは、どの段階にあたりましょうか？
中央墓壙 185 号土坑には、鰹節型の大きな翡翠が副葬されていました。糸魚川産で、縞状に
淡く緑色を帯びた白色翡翠です。地下にこれだけの宝物が眠る位置には墓標ごときものが立って
いたと考えていいでしょう。さきに見た井戸尻遺跡考古館の居平遺跡環状集落図には柱が５本、
うち３本頂上には鳥の両翼のような飾りが配されていました。むろん、これは想像図で、諏訪神
社の御柱（おんばしら）や天安門の華表（かひょう）あたりから着想したかと思われますが、忠
生の中央墓壙 185 号土坑の上に柱状のものが立っていなかったか？

忠生遺跡Ａ地区から出土

したものの中で、柱状のもと言えば、唯一、第 67 号住居址出土の巨大石棒ですが………。これ
は、伊達の宗教発展段階説の第三段階、
「犠牲的供備の発達あり、或いは殿堂的初形の発達あり」
に相当してはいないでしょうか？
伊能嘉矩は、また台湾蕃族の死後に関する宗教的思想の構造を５段論法で解き明かしています。
（１）人の死後、魂魄（こんぱく）は不滅である。
（２）夢は死魂が生体に接する現象である。
（３）人の死魂は時として悪魔のごとき働きをなす。
（４）この死魂のわざわいを駆除できるのは、祖先の霊魂である。
（５）祖先の霊魂は福をもたらす能力を有する。
こうして、禍をさけ、福を招くために祖先の霊魂を祭るようになり、祖先崇拝の端緒が形成さ
れ、「祭祖の儀式」がもたらせられる、というのです
「祭祖の儀式のごとき、およそ歳の豊凶、穀の熟否は、すべて祖霊の冥護の有無に随伴する結
果と信ずるがゆえに、そのまさに下種〔種まき〕せんとする初めの時期および既に収穫をなした
る終わりの時期において、これを行なうを常とす。
」
（pp.126-127）
明治 32 年＝ 1899 年時点の台湾少数民族ムラにあっては、宗教の発展段階の如何を問わず、
以下のような「祭祖」が営まれていた、と伊能嘉矩は復命報告しています。ここが、本稿の山場
です。正確を期して、長文の引用をすることをお許しください。この「祭祖」の根幹にあるのが
新嘗祭に他ならないからです。
◆ブヌン族の祭祖
「ヴォヌム（ブヌン）族は稲の下種の際、および収穫の後、祭祖の儀式を行う。これ即ちその
年の豊収をおわりして祖先の霊に謝し次年の収穫の豊かならんことを祈るが為なりとす。儀式は
酋長に家において行う。まず草一束を上座に結い懸け、祖霊の来たり臨む位置とし、新収の米を
用いて餅を製し、酒を醸し、右手の食指を酒に浸し、拇指をにて地を弾きそそぐこと三回し、祭
り終わりて会飲す。しこうして祭祖の期間は異族人の社内に入ることをゆるさず。漢化ヴォヌム
（ブヌン）すなわち水沙連化蕃において実査するところによれば、この日、旧来用いきたりし火
を消し、新たに木を擦り火を取るの風あり。これを改火という。おもえらく、この日、火を改め
ざれば、社内必ず火の災いありと。」
（伊能嘉矩『台湾蕃人事情』1899・1、p.34）
◆アタイヤル族の祭祖
「アタイヤル族は、稲もしくは粟（方面の異なるによりて一定せず）の収穫のおわれる後、月
の円形の復せる日を卜し、祭礼の儀式を行う。即ち、その年の豊収をおわりて祖先の霊に謝し、
次回の豊かならんことを祈るためなりとす。祭礼の儀式は家々新収の穀物を用いて餅を製し、酒
を醸し挙社一地に会し、
酒を地にそそぎて祖霊を祭りおわりて飲食歌舞およそ一カ月内外に及ぶ。
しこうして、この期間は異族人の社内に入るをゆるさず。おもえらく、もしも異族の入ることあ
れば、祖霊の譴怒を致すと。要するに、アタイヤル族は、邀福避禍（ようふくひか）のことを以っ
て、全て祖霊の冥護によりて得べしと信ずるものにして、宗教上、祖先拝の形成をなしつつある
ものと言うべきなり。」
（同上 p.18-19）
◆ツオオ族の祭祖
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「ツオオ族は稲の下種の際、及び収穫の後、祭祖の儀式を行う。また社内の草刈、水筒の改造
などにも祭祖のことあり。およそツオオ族の部落には、その部落の入り口に一株の巨樹あり。樹
下、数株の木斛（もっこく）を植ゆる地あり。これ祖先の霊の留まる所と信ぜらるる霊地にして、
祭儀の日には挙社の長老、皆この木の下に会し、茅茎を切り、三、四条を合わせ、フクオと呼べ
る木の内皮を糸のごとくに剥ぎたるものを以って結束したる樹下に立て新酒を三回地にそそぎ祭
る。」
（同上 p.47）
（注６）
（注７）
注６：長々とした引用を避けるため、以下の３族の祭祖は注の扱いにする。
◆ツアリセン族の祭祖
「ツアリセン族は一年四回祭祖の儀式を行う。その期は粟及び稲の下種、収穫の終わりたる後、月の円形をなせ
る日を卜し、爾来十日ないし四、五十日間、祭儀を挙ぐ。しこうして、この期間、異族の入るをゆるさず。」（同
上 p.58）
◆プユマ族の祭祖
「プユマ族一年一回、稲の収穫後、祭祖の儀式を行う。期に先立ちタコパンの共同宿泊所内にある幼童は竹槍を
携えて山に入り一頭の猿を猟し来たり、これをタコパンの前に置く。早曟、社衆は猿に唾しつ、社外に投棄す。
かくて挙社、
会飲をなす。その他、
稲粟の下種の期前およびその刈穫後、タコパンの前において祖先の霊を祀る（後
略）」（同上 p.82）
◆アミス族の祭祖
「アミス族は祖先をマリトガヤ・カワス（長老の霊魂という義）と呼び、毎年一回、アワを収穫せし後、月光の
円形をなせる日を卜して、これを行う。ことに北部アミスにおいては五年毎に一回、社蕃の級階交進の時に行
う祭儀は大祭とも称すべきものにして最も盛大を極むという。要するに、祭祖は当年の豊作を謝し、次年の豊
収を祖霊に祈るがためにして、挙社、新酒を醸し、牛、豚を殺し、早曟、酒肉を携えて公共宿泊所の前に集まり、
酋長まず酒を地にそそぎて、祖霊に捧ぐること三、四回。北方アミスはことに新餅を製し、これを円形に作り
茅茎の上に列ねて供するを通例とす。おわりて、挙社会飲、歌舞、夜を徹して止む」（同上 p.94）
注７：伊能嘉矩『台湾蕃人事情』
（1900 年）の台湾少数民族分類は、後に馬淵東一（1954 年）によって、改

『台湾蕃人事情』における民族分類
『台湾蕃人事情』（1900 年）
アタイヤル族（Ataiyal）
ヴォヌム族（Vonum）
ツォオ族（Tsu'o）
ツァリセン族（Tsuarisen）
スパヨワン族（Supayowan）
プユマ族（Pyuma）
アミス族（Amis）
ペイポ族（Peipo）

馬淵東一（1954 年）

―
アタヤル族
―
サイシヤト族
阿里山蕃
ブヌン族
傀儡蕃 加禮蕃
ツォウ族 ルカイ族
琅橋蕃
パイワン族
卑南蕃
プユマ族（パナパヤン族）
阿眉蕃
アミ族（パンツァ族） ヤミ族
平埔蕃（タッオ小群、
シライヤ小群、
ロッ ケラガナン族、ルイラン族、クヴァ」
ア小群、ポァクン小群、アルクン小群、ラン族、タオカス族、パポラ族、バブ
ヴゥブラン小群、パァゼッへ小群、タオ ザ族、パゼヘ族、ホアニァ族、シラヤ族、
カス小群、ケタガナン小群、クヴァラワ サウ族
ン小群、

（資料）
『台湾蕃人事情』復刻版（2000、草風館）の巻末・江田明彦解題による。
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めて分類し直されている問題が存在している。下に『台湾蕃人事情』復刻版（2000、草風館）の巻末・江田明
彦解題による対照表を掲げておく。馬淵渕東一の呪術・宗教観察と、それ以前の観察報告との間に、異動が見
られる問題は、この民族分類が絡んでいるように思われる。

７．巨大石棒による新嘗祭（にいなめさい）
忠生縄文ムラで新嘗祭（にいなめさい）が行われていた可能性が次第に浮上してきませんでしょ
うか？

続いて忠生ムラの新嘗祭の儀式は、どのように執り行われたのか、を考えてみなければ

なりません。
それを解くカギは、祭祀の跡がそのまま埋められた状態で発掘された「67 号住居址出土遺物
大石棒・他石器と土器」にあると思われます。以下に、この「67 号住居址

石棒等出土状態」

の写真を掲げます（図 23、図 24、図 25、図 26）
。出土物のうち石器実測図は先に図 13、土器
写真は図 19 として示してあります。
「本址は居住後何らかの祭式の場となった模様であり、焼土・炭化物分布とともに床面上部に
ある遺物の遺棄的出土状況がみられている。主要遺物としては、北東奥壁際に横倒しとなり、被
熱大破した大型石棒がみられ、その小破片が竪穴全体に飛散した状態にある他、南西の主要穴際
より深鉢型土器と石皿の出土がみられた。
」
（報告書Ⅰｐ .33）
ここで注目しておくべきは、黒曜石＝鏃（やじり）
・ナイフ、即ち狩猟用具が生活の場には多
数存在するのもかかわらず、祭祀の場には存在しないことです。この縄文中期中葉の勝坂期にお
ける「第一の道具」群は、狩猟採取生活ではなく、農耕を中心とした生活が営まれていたことを
端的に物語っています。以下では、この「何らかの祭式の場」を 67 号住居址ではなく、忠生ム
ラの環状広場中央の、特大のヒスイが埋まっていた第 185 土坑あたりに移動して、考えていき
たいと思います。
まず図 25。67 号住居址出土の大石棒を除く石器・土器について点検することから始めましょ
う。67 号住居址からは石棒を除く石器が８点出土しています（このうち４点がカラー写真の石
棒の下に写っています）
。これらの石器は、いかなるシロモノか？
カラー写真では左端に位置し、モノクロ写真では 67-7 の磨石とその左の 67-8 凹石（石うす）
はワンペアであり、先に見たように堅果類・穀類の穀取り・製粉の道具に他なりません。
そして、モノクロ写真左の２点（67-1、67-2）は、報告書では「打製石斧」としていますが、
これが耕起具（石鍬）であることは井戸尻考古館展示品を見れば明白です。
カラー写真には写っていませんが、67 号住居址からはこのほかに、モノクロ写真にある
67-3、67-4、67-5、67-6 の如き石器が出土しています。67-3 は「石匙」
、実は匙なんかじゃない、
除草用小型鍬の刃先であることも先に見ました。67-4、
67-5、
67-6 は報告書が完形の「敲石」
（た
たきいし）としています。道具としての機能はそれぞれ異なるように見受けられますが、用途不
明です。しかし、ここで用途が知れる石器は、すべて農耕に直接関連する実用的な道具（＝第一
の道具）であることが重大です。実用的な道具（＝第一の道具）が祭祀道具（＝第二の道具）に
供されるというパラドクスに注目すべきです。
次いで 67 号住居址出土の土器は？

これらは先に図 21 のカラー写真で点検しましたが、他

にもう一つ深鉢（部分）が出土していますから、ここに４点フル実測図を添えます。石棒が男根
を模していることは明白です。
深鉢１と 2 には何を入れたか？
1 は深鉢というよりも筒形土器というべきで、中央で左右に区画し、左右区画内に縦の櫛型文
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図 23

（資料）忠生遺跡

図 24

（資料）
『忠生遺跡

忠生遺跡 A 地区 67 号住居址の石棒等出土状態

Ａ地区（Ⅰ）口絵

忠生遺跡 A 地区 67 号住居址出土の石棒、石器、土器

A 地区（Ⅲ）
』2011.3）口絵
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図 25

（資料）『忠生遺跡

忠生遺跡 A 地区 67 号住居址出土の石器

A 地区（Ⅲ）
』2011.3

を配しています。下胴部からすらりと湾曲し、最上部でもう一度締まって口を大きく開く。先に
見た蒸し器と同じく簀の子が止められる構造になっています。これは堅果類あるいはマメ類、ア
ワ・キビなどの雑穀、つまりその年の新穀を入れて、盛り上げ、豊たかな稔をここに示してカミ
に捧げるにふさわしい構造です。
小型土器 2 は、小さいこと、摘む程度の把手（とって）がついていること、腹部の膨れ上部に
くびれがあること、精密な文様を配していることが特異です。実りをもたらすのに必須の水を入
れたか、実りを食するのに必須の塩を入れたか、いずれにしろ小さな希少価値のあるものを収め
る霊気漂う容器です。
さて、以上の石器、土器はすべて新穀を祖霊の神前に捧げるのにふさわしい祭器、神器である
と思われますが、残るは、巨大石棒です。この忠生遺跡 67 号住居址石棒の一大特徴は巨大さに
あります。復元された状態で、長さ 184㎝、厚さ約 20cm、重量 56㎏超。全国石棒ランキング
では長野県北沢遺跡出土 213㎝、栃木県下久保遺跡出土 202㎝に次いで第３位の地位にありま
す（中村耕作「緑川東遺跡 SV1 をめぐる論点」
、くにたち郷土文化館『緑川東遺跡出土石棒展』
2017 所収による）。ちなみに 2019 年に発見された山梨県北杜市桑森遺跡出土のシロモノは長
さ 158㎝、最大幅 17cm、重量 60㎏、長さで第６位に相当します。
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図 26

忠生遺跡 A 地区 67 号住居址出土の土器実測図

（資料）
『忠生遺跡

（資料）
『忠生遺跡

A 地区（Ⅲ）』2011.3

A 地区（Ⅲ）
』2011.3

これら巨大石棒はすべて、縄文時代中期中葉遺跡から発掘されたものであり、後期の室内石棒・
石柱と比較して大きさの点で隔絶しています。縄文中期農耕論を唱えた藤森栄一は北沢巨大石棒
を見てイマジネーションをふくらませています。
「これは一軒の竪穴内などに到底持ち込めるものではなく、集落共同の場におかれたものであ
ろうことは疑いない。……こうした巨大石棒は大きさから言っても、集落共同の祭祀の対象とい
うことがうなずけることと思う……地面から直立する立物、それに降りてくる神という思想とし
ては、地母神信仰などもっとも蓋然性も考えられようというものであろう」
。
（
「立石・石棒と特
殊遺構」『藤森栄一全集』第９巻 p.109）
藤森栄一の教えを受け、石棒祭祀の研究を広げ深めた長崎元広は、もっと豊かなイメージをめ
ぐらしています。
「近隣の村びとたちも集まり、一組の男女が直立する石棒のまわりを廻って性的な儀式をおこ
なう。それが済むと皆で共食する。こうした祭儀は、春の予祭行事や秋の収穫祭でもあった。い
うまでもなく、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
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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）
あるいは、こうも言っています。
「石棒は男根を象徴しており大地に突きさ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、土偶の機能と同じように物を産み出す神秘なエネルギーを秘めている。その
意味で石棒や立石を生殖の神、増産の神の憑代とみることができる。こうして、屋外においては、
石棒や立石をつくり神格化したうえ食糧の増殖、農作物の増産、人々と集落の繁殖を祈念すると
ともに感謝する意味で石棒祭式をとり行った。
」
（
「屋外における石棒祭式」
『信濃』第 9 巻４号、
1977.4 ｐ .335）
（注８）
ここでの物理的証拠は、石棒が余りに巨大でムラの共同広場に立てるしかない、現に立ってい
たではないか、という一点でしょう。そこで長崎は古事記の「天の御柱めぐり」を引き合いに出
して補強しています。
「天の御柱めぐり」それは縄文時代まで遡る。いわゆる種々の「柱祭り」であり、
それは木の柱、
石の柱の二つがある。石の柱には立石や石柱、そして石棒があるだろう。
」
（同上ｐ .7）
しかし、神話学では、いかにも弱い。論証不足でしょう。生きた人間集団の、命を保つことと
命を与えること、即ち食べること子を産むこと、この人間にとって根源的な営みに直接かかわる
生きた祈りの姿を民族学・民俗学の記録・証言に求めるべきではないでしょうか。
民俗学（民族学）的証拠ともなれば、
ふんだんにあり、
いまここで博引旁証の余裕はありません。
民俗学では柳田国男、折口信夫をはじめ宇野圓空、三品彰英、谷川健一らの穀霊・大嘗祭研究を、
民族学ではＪ . Ｇ . フレーザー『金枝篇』の呪術論、ミチャエル・エリアーデの宗教発生論をあ
げるのが山々です。彼らに共通しているのは、エロチックな農業呪術、即ち女性と畑の間、性行
為との間の類似性に着目した類感呪術を研究対象にしていることです。新石器時代の農耕儀礼を
宗教革命と見なす宗教学者のエリアーデの「農耕儀礼」に対する洞察の一端を以下に引いて、今
回は筆をおきます。
「俗的技術でありつつ、しかも儀礼である農耕は、死者の世界と、全く異なる二つの段階で触れ合
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
自らの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。これが死者が生者に近づく、特に全社会の生命の緊張が最
高潮に達するとき、即ち豊穣の祭の期間、自然と人間の再生力が儀礼とオルギーによって呼びおこ
され、解放され、逆上にかり立てられるとき、近づいてくる。死者の魂は、いかなる種類の生物的
豊富さ、有機的過多性、そして彼ら自らの性格の貧困さを償い、生命の潜在力と種子のうずまく流
れにみずからを投射するような、生命のあらゆる、あふれるばかりの充満を渇望する。
部落ごとの祭は、まさにこの生命力の集中をあらわしている。祝宴は、それとともに行われる
あらゆる不節制とともに、したがって農業の祭と死者追善とは、ともに欠くことができないもの
である。ある時代には、饗宴が実際に墓の傍で行われるならわしであって、死者は彼らにかくも
近く自由に解放された生命のありあまるほとばしりに自らを楽しませているのである。
」
（エリ
アーデ著、堀一郎訳『大地・農耕・女性――比較宗教類型論』pp.258-59、1968.1、未来社）
我々になじみ深い風俗で言えば、クリスマスは死者の祭と豊穣と生命とを讃える両面の祭りで
あって、数多くの饗宴が催され、この季節は結婚の時期でも、墓にぬかずく時節でもありました。
クリスマス→冬至→新嘗祭！
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図 27

冬至の日、蛭ケ岳に沈む太陽（町田市田端環状積石遺構からの景観）

（資料）町田市「日本一駅から近いストーンサークル・田端環状積石遺構」https://www.city.machida.tokyo.jp/b よ
り。「縄文時代後期から晩期（約 3500 年から 2800 年前）の墓地・祭祀場です。30 基の墓からなる集団墓地が形
成された後、その上に 9 × 7 メートルの環状積石遺構（ストーンサークル）が作られました。」

天皇による例年の収穫祭である新嘗祭は、旧暦「十一月の中卯」、即ち「一陽来復」
（太陽の力
が一番衰え再び力を取り戻し始める日）に挙行するのが古来の慣わしであります。忠生遺跡の西
方には丹沢山塊の山並みうねっていますが、
冬至には、
西南西に位置する最高峰・蛭ケ岳（1673m）
に日が沈みます。5000 年前の、その日、忠生ムラの新嘗祭がとり行われたのだ、と私は悠久の
天と地の祭祀に想いをめぐらすのであります。
（注９）
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注８：長崎元広から贈呈を受けた石棒研究論文に、ほかに以下のものがある。
「八ヶ岳西南麓の縄文中期集落における共同祭式のありかたとその意義（上）
（下）
」
（
『信濃』第 25 巻 4-5 号、
1973.4-5）
「石棒祭祀と集団構成――縄文中期の八ヶ岳山麓と天竜川流域」（『どるめん』第８号、1976）
これらは縄文中期の農耕における石棒に関しての極めて優れた研究であり、触発されるところ大だが、いまこ
こでは言及する余裕がない。改めての機会を期したい。
注９：工藤隆『大嘗祭――天皇制と日本文化の源流』は、「神話の中のニイナメ」の主役が女性であることを根拠
に、縄文・弥生時代の新嘗祭を「女のニイナメ」としているが、果たしてどうか？ 私は、少なくとも縄文中期
中葉の新嘗祭は男が祭司を務める祭祀であったと確信して、本論では、
「男のニイナメ」であるとイメージしている。
その根拠は、ムラの中心で巨大石棒をおっ立て行う祭祀は男以外には務まらないという直感にあるが、そのほか
の傍証がないわけではない。
一つは、台湾少数民族社会においては、共同祭祀の司祭は男であり、家庭内呪術は女が務めるという台湾総督
府調査報告である（岡松参太郎『台湾番族慣習研究 第１巻』pp.100-359 参照）。
二つめは、忠生ムラで発見された石棒の検証から得られたもので、これも二つある。第１には、忠生遺跡 A1 地
区 67 号住居址出土の大石棒の先端・亀頭部に◎◎◎◎が刻印されている事実である。◎◎◎◎が何を意味してい
るかは、第１回論考で触れたので御参照願いたい。第２には、忠生遺跡 A1 地区 119 号住居址内部の東南部出入
り口で発見された無頭石棒で、この石棒の隣には埋甕がセットされていた。これは、夭折した子供の復活を願う
屋内儀式が女呪術師によって行われた祭の跡だと見られる。即ち、女呪術師には、彼女にふさわしい石棒が存在
した、と思われる（第２、第３論考参照）
。
以上のうち、◎◎◎◎については、追加資料の発見がある。忠生遺跡のほかに厚木市温名沖原遺跡 J-9 号住居
址出土の大形彫刻石棒をあげたが、もう一点、神奈川県伊勢原市日向字下北原で発掘されたものが見つかった。
報告書には「頭部平面は横長の長方形を呈し、側面部の４ヶ所には同心円状の陰刻が施されている」とある（神
奈川県埋蔵文化財調査報告 14、1977.9、pp.311-312）。
この縄文中期の「男のニイナメ」の考証は、またの機会にゆずらざるを得ない。乞御期待！

図 28

神奈川県伊勢原市下北原遺跡出土の石棒に印された◎◎◎◎

（資料）神奈川県埋蔵文化財調査報告 14、1977.9、p.312（Ⅲ）』2011.3
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図 29 月分

忠生遺跡Ａ地区６７号住居址出土の石棒頭部に印された◎◎◎◎

（資料）
『忠生遺跡

図 30

A 地区（Ⅲ）』p.103   2011.3

神奈川県厚木市恩名沖原遺跡出土の石棒に印された◎◎◎◎

（資料）
『恩名沖原遺跡発掘調査報告書』p.23  2000.211.3
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追記注：2019.8.22
脱稿後、吉田元『酒』
、ものと人間の文化史 172、法政大学出版局、2015.8 に出会った。
「第３章 古代日本
の酒」で、大嘗祭の酒を論じ、白酒、黒酒及び酒造童女（さかつこ）についての考証がある。以下に、抜粋し
て箇条書きにして、本論で触れ得なかったことを詳論するためのメモランダムとしたい。
（１）天地（あめつち）と久しきまでに萬生（よろずよ）に仕えまつらむ白酒（しろき）、黒酒（くろき）を
（『万
葉集』四二七五） ｐ .65
（２）あらかじめ朴定によって、大嘗祭の新撰・神酒用の御稲（みしね）を栽培する悠紀（ゆうき）、主基（すき）
両国の斎田が決定される。斎田の御稲を抜き取る「抜穂使」
（ぬきほし）は、八月下旬に都を出発して斎田に向
かう。抜穂使の一行は、酒造童女（さかつこ）、酒波（さかなみ）、篩粉（ふるいこ）、多明酒波（ためのさかな
み）
、稲実公（いなみのきみ）など、酒づくりに関係ある仕事をする人々からなり、このうち、酒造童女は、悠紀、
主基両国に当たった郡の未婚の娘を充てる。
（３）しかし、酒造童女は、名前の通り酒づくりのすべてに関与したわけではなく、儀式の冒頭まず最初に手を
下すのが役目であった。すなわち、斎田の稲穂を抜き、斎院において干し納める。稲穂のうち四束は供御の飯
に炊き、残りは白酒・黒酒の醸造に用いる。
（４）九月下旬に抜穂使が都に戻ると、斎場を建てる土地の地鎮祭を行なう。ここでもまず造酒童女が鍬を取り、
酒造童女が鍬を取り、四隅の柱穴を掘る。朴部、酒造童女らは山に入って山の神を祀り、材木を取るのであるが、
最初に斧を取るのは酒造童女である。
（５）都の斎場には内院と外院が建てられ、
柴で籬（り、垣根）を、木で編んで門をつくる。内院に建てられるのは、
八神殿、稲実屋、倉代屋、贅屋、臼屋、大炊屋、麴室各一であり、外院には多明酒屋（ためさけや）
、倉代屋、
供御料理屋、
多明料理屋三棟、
麴室を建てる。いずれも樹皮をはがしていない黒木の柱と草でつくる。草を蔀（ぶ、
しとみ戸）とする。保温のためであろう。麴室だけは塗壁となっている。井戸も酒造童女が最初に鍬で掘る。
（６）一〇月中旬から大多米（おおため）酒を醸す。また内院には酒殿の神が祀られるが、八神である。
（７）白酒・黒酒用の酒米は、まず酒造童女が手を下し、次いで女たちが一緒に搗く。井戸の神、竈の神を祭り、
酒を醸しはじめる日に酒の神を祭る。
（８）一一月上旬、内院の酒を醸す。また、大嘗宮（悠紀殿、主基殿、廻立殿）を建てる。
（９）大嘗祭は一一月中旬の卯の日にはじまるが、その日には御稲（みしね）
、白酒・黒酒、供物を大嘗宮に納める。
また、白酒・黒酒は最終日の午の日に行われる豊明節会（とよあかりのせちえ）において供される。
（10）大嘗祭における「供撰」とは、その年、悠紀、主基の両国において収穫された米で飯を炊き、酒を醸して、
天皇が祖先の神々に捧げ（御進供）
、さらに自らも食べること（御親供）である。
（11）神撰は一〇人の采女（うねめ）によって膳屋（かしわや）から運ばれ、まず悠紀殿において供撰がはじまる。
後取（しんどり）女官、陪膳から天皇に渡される。酒を供えるに当たっては、陪膳はまず左手に本柏を、右手
に瓶子を持って酒を入れ、天皇にわたす。天皇はこれを右手で受け、白酒・黒酒、各二度ずつ、順に新撰の上
に降り灑（そそ）ぐのである。これで天照大神以下の神々が飲酒することになる。
（1 ２）次いで天皇は、自らも御食薦（みこも）上の飯を食べ、最後に白酒・黒酒を各四度ずつ飲む。これは神
との直会であり、祀る者から祀られるものになることを意味する。一度廻立殿に還御した後、出御、今度は主
基殿において同様にして供撰を行う。
（ｐｐ .65-68）
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