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第 2 章 旧石器時代から縄文時代へ 

 第１節 旧石器時代 

 

これまで、日本列島の生成から武蔵野台地の形成へと、地形

の発達をみてきた。しかし、その刻々と地形変化をもたらす時

間尺には、人類の進化する過程もまた共有されている。 

 現在、遺伝子による研究が進み、人類の誕生は 600万年前に

さかのぼろうとしている。関東平野の低地に武蔵野ロームが堆

積しはじめるのがおおよそ 5万年前であるから、それは途方も

ない古き時代のこととなる。 

いま、この武蔵野台地が姿をあらわす 5万年前を一つの区切

りとして人類進化の経過を述べれば、以下のようになる。 

250万年前に直立して石の道具を使うアウストラロピテクス

といわれる最初のヒト科があらわれ、つぎに火を使うことを知

るホモ・エレクトス（直立原人）をへて、11万年前にネアンデ

ルタール人といわれるさまざまな道具を生み出し、現代人と脳

の容積がほぼ同等な旧人が登場。 

このネアンデルタール人は現代人の直接の先祖ではないと

いう研究報告もあり、まだまだ現代人への進化の道のりは混沌

としているのだが、こうしたネアンデルタール人がいたころに

現代型新人があらわれくる。そして 4万年ほど前の後期旧石器

時代へ至ると、人類は氷河期の陸続きとなった地帯を渡り、ア

メリカ大陸やオセアニアへも進出。 

日本列島への人類の到来は、そうした後期旧石器時代への移

行期であったと考えられていて、それはまさに武蔵野ローム層

の堆積期にあたる。 

 

 

             年代表 

そのころの遺跡は、宮崎県後
うしろ

牟田
む た

遺跡、長野県野尻
の じ り

湖
こ

立ヶ鼻
たてがはな

遺跡に確認されているが、関東平野においてはまだ発見されて

いない。 

このような流れのなかで、武蔵野台地上に旧石器時代人の足

跡があらわれてくるのは、立川ローム層の堆積がはじまってか

ら。必ずしも地質の年代観と一致しているわけではないが、考

古学的な調査にともなう放射性炭素の測定結果では、ほぼ 3万

年前ごろからと考えられている。そして、2万 5千年前ごろか

らは遺跡数も顕著に認められるようになる。 

下図は現在の地形図に、おおよそ 1万 8千年以降の遺跡分布

をあらわしたものだが、その多くは短期間のキャンプ跡の様相

をみせている。 

 

 

旧石器時代の遺跡分布  ●…伊勢遺跡 

 

この遺跡分布からわかるとおり、旧石器人は河川沿いに移動

している。点の多さは、狩猟生活における移動の激しさを物語

るもので、おそらくは拠点となるベースキャンプを設け、そこ

から数人の狩人が獲物を追いつつ河川沿いを移動していたの

であろう。 

なかでも注意されるのは、黒線を添えた遺跡分布が点列して

南へ移り変わるような動き。あるいはこれが、立川断層の出現

で、流路を南へ変化させていく古多摩川の移動で引き起こされ

ているようにも思える。それは遺跡数の多い 23頁の「縄文時

代中期の遺跡分布」と比較すると明らかになるのだが、ほぼ

5000年後の縄文時代中期の遺跡分布は、旧石器の分布の黒線の

最下位のラインと一致し、上位二線の位置にはみられない。よ

って、この動きを 2万～1万年前ごろの古多摩川の流路変化に

ともなう極めて特徴的な現象としてとらえることができるこ

とになる。そしてそのことは、旧石器時代という時代が、いま

だ古富士火山の降灰がつづき、地形変化の激しかった時代であ
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ることを指し示している。 

当時の景観を想像すると、寒冷なる気候のなか、武蔵野台地

上には火山灰の露呈する荒涼とした大地が広がり、わずかに緑

をなしていたのは河川に沿う地帯や湧水地、それに野川の周囲

など。そうしたところでも、降灰が植物の生育を阻害し、草本

類を主体にいくらかの低木が群生するほどのことであったろ

う。 

そうした環境のなかで、旧石器はおもに大型動物を狩猟対象

として移動をくり返していた。 

ナウマン象やオオツノジカは長野県の野尻湖周辺では 2万 4

千年前にはみられなくなり、旧石器人の遺した遺物もみられな

くなる。そのことから、大陸でも問題視されているオーバー・

キルという、狩りつくしによる大型動物の絶滅するほどの減少

が起きていたのではないかとさえ云われている。 

それほどに激しい狩猟活動がなされていたとするなら、さき

の遺跡分布も、武蔵野台地と云う限定した地域での動きとして

とらえることはできない。 

関東平野の周囲には降灰をうけぬ地帯があり、また火山活動

が停滞して降灰が減少した時期もあることからすれば、他地域

からの武蔵野台地への集団の流入した時期、あるいは武蔵野台

地のなかでの活動に固定化した時期など、外側から武蔵野台地

を見る柔軟な視点を築きながらこれら遺跡分布を読み取って

いくことが大切になってくる。 

 そう考えてくると、旧石器人は動物相の豊かな森林地帯を拠

点とし、繁殖、あるいはサケ・マスの遡上など、それを求めて

季節的に武蔵野台地に入り込んでくる大型動物を追い、関東山

塊を越えるようなダイナミックな行動をとっていたのかもし

れない。 

 下の写真は、中里三丁目の神山公園の地下に堆積する立川ロ 

 

 

神山公園の地下に堆積する土層 

ーム層である。下部に黒色帯が見えているが、考古学者はこの

層の上面に 1万 8千年前という年代を与えている。黒色帯は、

草や木の葉などが枯れてできた腐植土で、火山活動の停滞で降

灰が減少し、植物の生育が活発化した時期であったことがわか

る。 

こうした時期には動物相も豊富となり、旧石器人が他地域か

ら降灰のおさまった武蔵野台地へ拠点を移し、各集団が河川ご

とに住み分けて猟をするような状況も起きていたように思え

る。そしてこのころより、石器に用いる石材の在地化が進展し

てくる。 

 神山公園から 300mほど北東へ向った中清戸 5丁目に、住宅

公団のコーポレート中清戸という団地がある。伊勢神社があっ

たところから、古くは「伊勢」と呼ばれてきたこの土地の地下

に、旧石器人の足跡が残されていた(旧石器時代の遺跡分布、図中

の黒丸)。 

 「伊勢遺跡」と命名され、調査はコーポレート中清戸の建設

にさきがけ、昭和 51年 5月 2日から 11月 7日までの 7ヶ月間

におよんだ。 

 通常、関東ローム層が純粋に堆積しているところでは、河原

石など入り込むことはない。旧石器時代の本格的な研究の嚆矢
こ う し

をなす、相沢忠洋氏の群馬県岩宿遺跡における石器の発見。そ

の動機は、こうしたローム層中に石をみいだしたからにほかな

らない。 

 そうしたことで、畑土を除去し、その下にあらわれた黄褐色

の古富士火山の噴火によってもたらされた立川ローム層を掘

り進むと、相沢氏の情景が再来したかのように幾つかの石片が

あらわれてきた。 

石は自然に割れたものと、人が打ち欠いたものではその形状

が異なる。 

 人が打ち欠けば、強い打撃が痕跡として残り、そこに規則的

な形も生れてくる。出土してくる石片のなかには、そうした明

らかに人の手で割られたものが含まれていた。 

 掘り進むにしたがい、石片の出土量が増してきて、さきの神

山公園の土層断面で示した黒色帯の 10cm上あたりではおびた

だしい数の石片が出土。それらは柳瀬川の河床にもみられる硬

質頁岩やチャートを主体としていたが、ナイフとして加工され

たもののなかには、遠方に産する黒曜石もあった。なお、この

ころの武蔵野台地の遺跡から発見される黒曜石には、中部高地

や神津島のほか、伊豆・箱根などに産するものがしられている。 

 発掘を終えると、それら出土遺物を整理する室内での作業へ

入るが、その段階でさまざまなことが分かってくる。 

この整理作業では、石片が次々と接合し、元の原石の形を確 
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伊勢遺跡出土のナイフと接合石材 

 

認できるほどに組み上がるものが 16個体にも達した。 

それを出土状態と比較検討することで、石片の多くが、個々

の石を割ったときに飛び散ったものであることが判明。また、

割れ方の観察からは、旧石器人がどのように石を割り、当時の

主要な石の道具であったナイフをつくりだしていたかがわか

ってきた。その行程は以下の通り。 

ナイフの素材となるような縦長の薄い石片をたくさん得る

ためには、平らな広い打撃面が必要となる。そこでかれらは、 

河原石に斜めに打撃を加え、河原石の表面近くを片割っていた。

そうすることで、石片のはがれたところに広い平らな面があら

われるから、こんどはその面を上に向け、端から順に割り幅を

そろえながら打撃を加え、縦長の薄い石片を連続してはぎ取っ

ていた。そして、良い石片が得られなくなると、別な箇所に新

たな広い打撃面をつくりだして石片のはぎ取りをくり返して

いた。なお、大きな石は、中央から二つに大割りしているもの

もみられた。 

 伊勢遺跡からは、総じて 7kgの石器をつくりだすための石材

が出土。これら発掘で得られた資料から想像していくと、伊勢

遺跡の旧石器人は、ベースキャンプとして長くとどまることを

せず、また移動の拠点に定めることでくり返し同じ場所をおと

ずれてもいない。つまりそのことは、狩猟対象であった動物の

行動が季節や年により大きく変動していたことを予感させ、獲

物を追い求める旧石器人の行動も一定してはいなかったこと

が映し出されてくる。 

伊勢遺跡に居た集団の行動を想像すると、以下のようになる。 

 この地が、北を流れる柳瀬川と南を流れる黒目川を結ぶ、ほ

ぼ 3㎞の中間地帯にあることを考慮すると、長期間の武蔵野台

地上での狩猟活動で最上の利器をつくりだすことができる黒

曜石の補給が滞るなか、付近の河床から石器を作り出せそうな

硬質頁岩やチャートの原石 7Kgをこの地へ運び、北と南の河川

に集まる動物を同時にねらっていた。おそらくは、滞在期間は

1・2週間。集団を二手に分けて狩をしていたように思える。 

 現在、遺跡周辺には水場は無い。しかし、遺跡北側が北へ傾

斜する地形をみせ、そこに武蔵野ローム層Ⅱ面とⅠ面の境をな

す段丘面が形成されていることらすると、崖下に水の得られる

場所のあったことが考えられる。伊勢遺跡滞在した旧石器人は、

うしたところに浸み出すわずかな水を確認し、ここに一時のキ

ャンプを営んだのであろう。 

 旧石器時代の遺跡は、この柳瀬川と黒目川の中間地点に発見

された伊勢遺跡を除くと、他に下宿地域の強
こわ

清水
し み ず

遺跡、中里地

域の東光院付近、野塩地区の野塩西原遺跡など、柳瀬川流域の

河岸段丘上に点々と確認されている。 

 それらは、いずれも伊勢遺跡と同じに、ナイフを主体とする

時期の遺跡。旧石器時代の終末にあらわれる、下図のような槍

先形尖頭器や細かい石片を組み合わせて槍先をつくりだす細

石刃をともなう遺跡は、いまのところ清瀬市域からは発見され

ていない。 

 これらナイフを主体とする時期の石器の種類は、ドリル、皮

革をなめすために脂肪分を取り除くために用いられたスクレ

イパーなど、いずれも小形な石器。そのことからすると、大型

動物を狩るための道具は骨や角・木など、風化してこんにちま

で残らぬ材質で作られていたことになる。 

 ところが終末期に、石を用いた槍先があらわれてくる。 

おそらくはこの現象、ナウマン象やオオツノジカなど大型動

物の減少により、従来のような大型な槍先をつくりだすための

骨や角が得難くなったことが、こうした石製槍先への移行をう

ながしたように思える。 

 

 

尖頭器・細石刃の使用復元図 
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 第 2 節 縄文時代早期から前期へ 

 

旧石器時代が終わろうとする 1万 3000年前から 1万年前ご

ろ、気候が激変している。 

ウルム氷期の過ぎ去るきざしがみえはじめたそのころ、一旦

は気候が温暖化したものの、揺りもどしのような気候変動が起

きて再び厳しい寒さが到来。しかしそれは長くはつづかず、気

候は数百年ののちに急速な温暖化へ転じた。 

それとともに寒冷な気候で成育していたモミ・ツガなどの針

葉樹林が後退。豊富な実をつけるドングリ、クルミ、トチ、ク

リなど、食糧資源となる落葉広葉樹や照葉樹の森が武蔵野台地

を覆った。 

こうした環境変化は、旧石器人の食糧獲得方法をも激変させ、

大型動物を主な狩猟対象としていたものが、ナウマン象の絶滅、

またオオツノジカやヒグマなどの減少により、多様な中小型動

物を狩猟対象とするものへ変化。それは旧石器にとり、あらた

な食料資源へ目を向ける契機をなし、さまざまな動物の習性を

個々に熟知していかねばならなかったことを意味していた。 

そうしたなか、土器が出現し、縄文時代が幕を開ける。 

この、土器の使用、ならびに集落を構えての定住化のはじま

る縄文時代は、以下の六期に区分されている。 

草創期(1万 3000～１万年前ごろ) 

早期(1万 ～6000年前ごろ) 

前期(6000～5000年前ごろ) 

中期(5000～4000年前ごろ) 

後期(4000～3000年前ごろ) 

晩期(3000～2400年前ごろ) 

下図は、そのうち縄文人の足跡が清瀬市域に明確にあらわれ

る早期の遺跡分布。 

 

 

縄文時代早期の遺跡分布 

氷河期に最大で 140mも下がっていた海面が、温暖化により

上昇。そのことで、海は、現在の海水面を越えて現在の荒川に

沿う一帯に海が侵入し、東京湾が遥か奥へと入り込み、柳瀬川

下流の志木市のあたりに海岸線がとおる景観をつくりだして

いた。 

注意されるのは、その海岸線に沿い貝塚が出現していること。

貝類や魚類など、海洋資源に依存する集団のいたことがわかる。 

こうしたことから考えると、旧石器時代から縄文時代への環

境の激変が、狩猟にととどまらず海や河川での漁猟へ、また森

林での植物資源の採集へと、食糧獲得範囲の急速な拡大をもた

らしていたであろうことがよりよく理解できてくる。 

「土器づくりが、なにゆえに普及し、発達したのか？」 

その答えも、おのずからこうした流れのなかにあるものと思

われる。 

収穫物を運ぶのであれば、おお方は植物のツルで編んだカゴ

で用が足りる。粘土を用い、火で堅く焼きしめる土器でなけれ

ばならぬ理由には、液体の使用がかかわっていよう。そのこと

に調理方法を想像して加えると、動物・魚介類であれば「焼く」

で済む。しかし、植物質のものとなると、焦
こ

がさぬため、また

灰汁を抜くため等々、「蒸す」「煮る」という水との関係が不可

欠となる。つまり、環境変化が、縄文人に多様な食料資源の活

用を引き起こさせ、そうしたなかでの植物資源の利用から、容

器としての土器が必要となる連鎖が見通されてくる。 

市域の早期を代表する遺跡は、その後葉にあらわれている。

空堀川が志木街道と交差する東側の台地上から発見されてお

り、遺跡名は野火止
の び ど め

野塩
の し お

遺跡。簡易な住居跡が認められたこと

から、集団がこの地へ一定の期間とどまり、生活を営んでいた

ことがしられる。 

この遺跡から出土したのが、下に示した土器。早期の土器の

形を特徴づける、底の尖った形をしている。 

このように底を尖らせるのは、腕に抱えて運びやすいように

とも、また焼成や煮沸の時に底割れを防止するためとも云われ、 

 

 

野火止野塩遺跡出土土器 
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石で囲む真中に土器を立てて火に掛けて使用しているため、底

の部分が強い火をうけて白色に変質し、上部に煤
すす

の付着してい

る土器が多い。 

そうしたなかには、ひび割れを起こした土器もあり、割れ広

がらぬよう、ひびの左右に石の錐
きり

で一対の穴を開け(補修孔)、紐
ひも

でしばりつけて使用した事例もみうけられる。 

このことは土器作りに季節性のあったことを予感させ、壊れ

たらといっても、すぐに代わりの土器を製作して補充するよう

な行為をとっていないことを読み取ることができる。 

この野火止野塩遺跡を除くと、他の遺跡からは土器片の出土

が確認されているほどのことで、移動中に一夜キャンプしたよ

うな痕跡しか残されていない。今後、柳瀬川から空堀川にかけ

る河岸段丘上で一定期間居住した跡が発見される可能性は高

いが、現在はそのような状況にある。 

 これら居住地とは別に、猟場の痕跡をとどめるものとして、

落とし穴が、野塩
の し お

前原
まえはら

遺跡や野塩前原東遺跡などから発見され

ている。ここからしばらく、落とし穴をとおして縄文時代の狩

猟について考えていく。 

 いまから１万年前ごろから、云いかえれば旧石器時代から縄

文時代への移行期に氷河期から転じた急激な温暖化があり、そ

のことで大型動物がいなくなり、それにかわりカモシカやイノ

シシ、鳥類など、多様な中小型動物を狩猟対象とせねばならぬ

時代がやってきていたことは、さきに述べた。 

こうして縄文時代の早期になると狩猟方法に大変革が起こ

る。その代表的なものが、弓矢と落とし穴の発明。 

弓矢は、旧石器時代の投げ槍から発展したもので、その速さ、

飛距離は格段に進歩。しかも、的中の正確さを増したこの道具

は、まさに機敏に動く中小動物を狩る道具として、この上なき

機能を備えている。 

矢の先端の石
せき

鏃
ぞく

の形状は、旧石器時代から縄文時代への移行

期にあらわれる有
ゆう

舌尖頭器
ぜつせんとうき

という、石の槍先の基部を細長く作

り出して木の柄に着装しやすいようにした形から、逆に基部に

えぐりを入れた形などあらわれ、一気に多様化。 

ところが、こうした矢先の形には投げ槍からの推移をうかが

い知ることはできるのだが、手で投げていたものが、弦を用い

る弓矢となると、その間には計り知れない機能の進化が介在し

ていることになる。 

「どうして、弓矢が発明されたか？」 

その答えは永遠の謎であろう。しかし、その弓の弦が音を発

し、古代において魔を祓
はら

う呪術
じゅじゅつ

の道具として独立した使用目

的をになっていることからすると、その発想の源泉に、弦を用

いた原始的な楽器の介在していることも想起されてくる。 

 

有舌尖頭器       石鏃 

 

弓矢 

 

 なお、石鏃の矢柄
や が ら

への固定にはアスファルトの用いられた事

例があるので、一般的には松ヤニなどの使用が考慮される。 

さて、この弓矢という高度な狩猟道具の発明とともにあらわ

れてくるのが、落とし穴。おそらくは旧石器時代より崖に動物

の群れを追い込んで落とし獲る猟の方法はあったことであろ

う。狩猟民族であるアイヌにおいても、シカの群れを崖上に追

い詰め、落とす、集団で行う大規模な猟法が伝えられている。 

こうした猟法の性格から見通していくと、落とし穴は、穴を

掘る労力はいるものの一人でも猟は可能で、一種の仕掛けであ

るから、そこに人が居ることもない。また、さきの弓矢の猟法

も、『今昔物語』に木の上で狙い撃ちにする夜のシカ狩りなど

あるように、いずれも果てしなく獲物を追いつづける猟ではな

く、動物の習性を熟知し、この行動を巧みに利用する、待ち伏

せる猟への転換をあらわしている。それは、猟場をもつことに

より、定住を可能にする。 

下の写真は野塩前原跡から発見された落とし穴で、底に見え 

 

 

落とし穴 (野塩前原遺跡) 
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ている二つの穴は棒を立てた痕跡。問題なのは、その立てられ

ていた棒の先が、落ちてきた動物を殺すために尖らせていたか、

生け捕りにするためのあて
・ ・

身
・

として尖らせてはいなかったか。 

 それは、落ちた獲物を回収するまでの時間差を推し量ること

のできる、重要な判断材料となる。 

 この期の落とし穴の形態には、これとは別に断面がＶ字形を

したものも多い。作る時点での掘り難さは前のものとは比べも

のにならぬが、それは長脚のシカであればＶ形の底に足が挟ま

り、また短脚のイノシシなれば胴が挟まり脚が宙に舞い、どち

らも身動きできず、生け捕るには極めて機能的な構造をもつ。

さきの写真の構造とは別に、こうした機能をもつ落とし穴が多

数みられることからすると、この写真に立てられていた棒も、

あて身として尖らせてはいなかったことが考えられてくる。つ

まり棒で動物の腹を支え、脚を宙に浮かせて身動きを封ずる仕

掛け。 

そのことからすると、当時の落とし穴は、生け捕りにするた

めの仕掛けとみなすことができ、おそらくは、落ちた獲物は

三・四日生き延びていたことであろう。殺してしまえば、その

ときから腐敗がはじまり、死臭に鳥も群がり、良質な肉を得ら

れなくなる。 

落とし穴は、縄文時代の早期末に全盛を迎え、前期の中ごろ

にはみられなくなっていく。その原因の一つが、急激な気候変

動によりもたらされた温暖化にともなう、早期末の海進。 

 

 

縄文時代前期の遺跡分布 

 

20頁の「縄文時代早期の遺跡分布」と上の「縄文時代前期の

遺跡分布」を比較してわかるように、前期に入ると、現在の荒

川流域の低地帯へ侵入した奥東京湾に面する武蔵野台地の東

縁に、遺跡数が増加。しかも、貝塚の列する遺跡の分布景観が

出現してくる。 

大型動物が豊富に得られることで、旧石器時代にはかえりみ

られなかった海洋資源が、早期の末から一気に着目されだし、

前期には生活基盤の中核をなすごとき分布景観をあらわして

くる。 

この分布図から読み取れてくるのは、以下のこと。 

海流の出入りが激しく、海に面する地形が複雑であった現都

心部にきずかれていた海岸線の地帯には、河川ごとに単集団が

居住した気配があり、またそれとは対照的に、遠浅な海に面し

て単調な砂浜がつづく多摩川河口付近や湾の奥まった地帯で

は、複数の集団が寄り集まるような状態の起きていたことが予

想される。こうしたところでは数集団が協力し、丸木舟をあや

つり、魚群を岸へ追い込む漁などもおこなれれていたように察

せられる。 

海から離れた黒目川と柳瀬川筋には、早期と同じく遺跡分布

が多い。これが、貝塚を残した海に面する集団の季節的な動き

をあらわしているのかもしれないが、海から離れた集団であっ

ても貝や魚類など遠浅な海に存する豊富な恵みを、交易により

享受していたことは疑いない。 

関東の土壌は酸性度が強い。したがって骨や貝殻とて、長い

間には溶けて姿を失う。土葬の人骨も歯や髪の毛を除き、ほぼ

300年もたてば消え失せてしまう。ところが、貝塚と云われる

ところでは、大量の貝殻を廃棄することで土壌の酸性度が中和

されてアルカリ性へ変化し、鳥類や魚類などの細き骨であって

も残りやすくなる。また、土のなかには化石化した花粉が含ま

れているので、混じり気のない当時の土を分析することにより、

それら花粉の形態から植物を知ることもできる。 

 そうした諸種の分析からあきらかになった縄文時代の代表

的な食料資源をあげると、以下のようになる。 

   獣類  …シカ、イノシシ、タヌキ 

   鳥類  …マガモ、マガン、キジ、クサシギ、ツル 

   魚類(川)…フナ、コイ、ウグイ、ウナギ 

     (海)…ハゼ、ボラ、タイ、スズキ、エイ 

   貝類  …シオフキ、オキシジミ、ハマグリ、オオノガイ、 

ハイガイ、ニナ、アカニシ、マガキ 

   山菜  …ワラビ、ゼンマイ、フキ、ノビル、ヤマノイモ、 

キノコ 

   木の実 …クリ、クルミ、トチノミ、ドングリ、ノブドウ 

 「ナマコを一番初めに食べたのは誰か？」 

 こうした声をよく聞く。ナマコは、その感触と云い、動きと

云い、とてもグロテスクで食用になることを告げられなければ

同じ日本人とて誰も口に入れようとは思わぬであろう。それは

タコを食さぬ一部のヨーロッパ人から見れば、恐ろしさをとも
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ない、よほどに不可思議な国民性として映し出されるであろう。 

ところがここに面白い研究がある。 

近年の脳科学は、測定機器の進歩により目覚ましい発達をと

げている。そうしたなかに味覚についての脳の研究がある。 

 「美食家症候群」と名付けられた障害を究明する過程であら

われてきたものだが、脳の右半球の前頭葉を損傷すると異常な

ほどに食べ物に固執する状態が起き、それには前頭葉内におけ

るセレトニンという物質の量が関係するらしいと云う。 

まだ正確には突き止められてはいないそうだが、人類が「美

食家症候群」なる障害を引き起こすこともあるとすれば、それ

は死をもいとわず、目にするものを食さずにはいられなかった

者が、いわば人類の御毒味役として食材の広がりを牽引してき

たようにも思えてくる。 

こうした視点に立つと、ここで問題とする急激な食料資源の

広がりが、それまでの狩猟では考えられぬほどの危険性をはら

んでいたことに気付かされる。 

海の物ではフグやアカエイなど、さらに草の物なればトリカ

ブト・テングタケ・ツキヨタケなど、劇毒は数知れず。食の多

様化は、多くの犠牲の上に成り立っていたはずで、そうした外

界に対して危険を察知していくことが、また急速に縄文人の思

考形態の発達をうながしたことにもなろう。 

市域の縄文時代前期の集落跡は、いまだ明確にとらえられて

はいない。その多くは中期の遺跡の発掘調査にともない、前期

の土器片が数点出土しているていど。しかしそのことからみて

も、当時の生活が海洋資源への依存を強めていたことはわかる。 

     

 

 

貝塚に残されていた食料資源 

 第 3 節 縄文時代中期 

 

 中期に至ると、進み過ぎた温暖化が解消し、気温が徐々に現

代に近いものへと推移してくる。 

 それにともない海面は下がり、現在の川越市以北まで侵入し

ていた奥東京湾が後退し、干潮時には北区あたりまで海が引く

ような景観が出現していた。したがって貝塚は、前期に見られ

ていた柳瀬川河口付近では見られなくなっている。 

 しかし、ここで重要なのは、その地帯に貝塚は見られなくな

ったものの、集落は中期に至っても同じような分布をみせてい

ることである。こうした分布をみる限り、前期に貝塚を築いた

集団は、海の南下を追っている気配はない。そればかりか、旧

石器時代の遺跡分布を想い出させるように、河川沿いに武蔵野

台地の奥まで入り込んでいる。 

 この分布景観が、旧石器時代のように移動の激しさをあらわ

すものではなく、定住を前提にしていることを考えると、前期

の海に面する貝塚地帯のような集落密度が武蔵野台地のほぼ

全域に広がったことになる。海が後退していること、また気温

が低下してきたとはいえ前期の動物相を激変させるような状

態ではないことを考えると、この増加が、狩猟方法の効率化と

植物資源の活用の拡大として理解されてくる。 

【食料の獲得】 

 ここからはまず、一般論として、狩猟方法の効率化からみて

いく。 

 前期と中期を比較してみると、弓矢の使用には変化がみられ

ぬものの、落とし穴はみられなくなる。効率化とは云いながら、

人口が増加しているにもかかわらず、早期から前期へ隆盛を誇

ってきた猟法の一つが消失しているのであるから大問題であ

る。 

 

 

縄文時代中期の遺跡分布 
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アイヌ民族の仕掛け弓 

 

 物証がないので推測だが、落とし穴ほどの大掛かりな猟具が

みられなくなるということは、それに代わるものが出現したと

考えるのが筋で、そのことからすると罠
わな

猟の発達が第一に考え

られてくる。 

 動物の捕獲する罠には、けもの道に立木の弾力を利用して仕

掛けるものが多いが、上の写真はアイヌ民族の用いていた仕掛

け弓である。これには矢に毒を流布したりもするが、そうした

毒の知識も、当然このころには食料資源の活用の拡大により深

められていたはず。 

 こうした罠は、蔓
つる

や木製なので遺跡から出土することはない

が、おそらくはこうした仕掛け猟の発達が多様な中小型動物の

効率的な捕獲を可能にしていたことであろう。 

 他方、植物資源の活用の拡大については、この中期に半栽培

の起きたことが確実視されている。 

 半栽培とは聞きなれない用語だが、その意味は、植林や種を

播いての栽培知識が無くとも、下草を刈ったり、また周りの木

を切って陽あたりをよくすることで、植物が生育しやすいよう

環境を整えること。たとえば山栗などは、そうした手入れをつ

づけることで、見違えるほどにどっしりと肥えた実を結ぶし、

実の成り方にも豊かさがあらわれてくる。そして、木の実の固

い殻を割ったり、その実をすりつぶして粉にする磨
みがき

石
いし

や石皿

などが前期末からあらわれて中期に一般化することから、加工

技術の発達も読み取れてくる(下写真)。 

 こうしたことは植物だけでなく、動物についても云える。 

ある報告では、貝塚から発見されたシカ骨の多くが牡
おす

ジカの

ものであることから、繁殖能力のある牝
めす

ジカを意図的に狩猟対

象からはずし、絶えさせないよう管理していたのではないか、

とさえ云われている。 

この時代よりさかのぼること 5000年以上前、大型動物を追

う旧石器人は、オーバー・キルという種を絶えさせるほどの激 

 

石皿を使ったドングリの製粉 

 

しい狩猟活動を行なっていた。それがまさに、この縄文時代中

期にいたり、自然を管理する段階へ到達してきていたのである。

それは、人が自然に対し優位を誇ろうとする管理意識ではない。

人が自然とともに永遠の時を享受しようとする、輝かしい共生

の意識の萌芽として位置づけられる。 

 これらは総じて、食料保存技術の向上へつらなっていったも

のと思われ、そのことをして海から離れた武蔵野台地での遺跡

数の増加があらわれているように推測される。 

【集落の移動】 

 市内でも、中期のなかごろに至ると遺跡数の増加がみられる。

なかでも空堀川流域に、この地域の中核をなす集落跡の存在し

ていることが判明。下図の野塩
の し お

外山
そとやま

遺跡・野塩
の し お

前原
まえはら

遺跡・野塩

前原東遺跡という遺跡群がそれで、一連の発掘調査により、当

地の縄文時代中期の人々の暮らしぶりが明かになってきてい

る。 

 これらの遺跡は 4500～4000 年前の、ほぼ 500年間に営まれ

た集落跡で、野塩前原東遺跡からは多数の墓も確認されている。 

 各遺跡は、直径 350mほどの円内に入るほどの至近距離に位 

 

 

清瀬市周辺の縄文時代中期遺跡分布 
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置するが、この三つの遺跡から出土した土器型式の変遷に相互

に補完し合うような短期間の断絶のあることが注目される。こ

のことから、一つの集団が、遺跡間を交互に移動している姿が

映し出されてくる。 

 これら遺跡群の所在する空堀川へ向う崖下には湧水があり、

また現在の明治薬科大学がある北西の空堀川が柳瀬川へ合流

する一帯には、かつて大きな沼が形成されており、数多くの動

物や川魚が生息していた。この環境の豊かさが、集落の移設を

可能な限り短距離にとどめさせていたように思える(16 頁、「空

堀川付近の湧水」図参照)。 

 集落移転の原因、それはおそらく集落後背の森林資源の荒廃

であろう。 

数十年も同じ場所に集落を構えていれば、日々の燃料、また

住居の新築、あるいは補修などで木の伐採は頻繁に行われ、周

囲の林は荒廃してくるはず。こうした事態を回避するとすれば、

地力の回復を待ち、畑地を移して循環させる焼畑のように、そ

れまで利用していた林の樹木を回復させるために集落を移し

換えていたことが考えられてくる。 

そして、その事に深く関係する現象が発掘調査で得られてい

る。廃絶した竪穴式住居跡が長い年月をかけて自然埋没した後、

それを掘り返して使用している事例である(野塩外山遺跡 1a号・

5a号・9a号住居跡、野塩前原遺跡 5号住居跡 2期)。 

これは、ローム層の床面に残る竪穴式住居構築時の掘り棒の

掘削痕に、新旧の切り合いがあることから判明した。 

最初の家を新築する時には、当時の暗褐色の地表をきれいに

除去してから、その下に堆積する固いローム層を棒の先端を尖

らせた掘り具で突き起こしながら掘り下げ、床を築く。そのた

め、床を整える段階で、突き残された穴に堀り散らかるローム

が入り込む。 

ところがその住居跡が廃絶して自然埋没すると、住居跡の周

囲から床近くまで地表の暗褐色土が侵入してくる。したがって、

埋没している住居跡を掘り返して使おうとすると、掘り棒で床 

 

   

野塩外山遺跡 9号住居跡    同住居跡床面の掘削痕 

※自然埋没した古い住居跡を掘り返して再利用した住居跡。再利用時

に、柱穴が同心円状に広げられ(写真左)、床には掘り返し時の掘削痕

が黒く残る(写真右)。 

を突き直した穴には、こんどは前とは異なる周囲に掘り散らか

る暗褐色の埋没土が入る。このことで、新旧の掘り痕に切り合

いが生じ、穴に充足する土質にもロームと暗褐色土という明確

な違いがあらわれていることになる。 

住居跡の調査では、上屋や竪穴部側壁の崩壊などを原因とす

る、拡張や建て替えのあることは知られていた。しかしこれら

は居住期間が継続する改築。この事例は、住居の廃絶から長期

間の放置が介在し、過去の住居の跡地を再利用するという、い

わば竪穴を掘る手間をはぶいた新築という様相をもつ。再利用

までの時間差は、自然埋没を考慮すると、おそらくは数十年に

及ぶものと思われる。 

しかも野塩前原遺跡の 5号住居跡においては、住居廃絶後の

窪みを、他所で起きた掘り返しの住居建設にともなう残土の捨

て場に用いていたことも判明。 

そしてこうした掘り返しの事例が、野塩外山遺跡で 3例、野

塩前原遺跡で 1例確認されたことと、さきに述べた両遺跡間に

みられる土器型式の変遷に相互に補間するような断絶のみら

れることより、木材資源の枯渇による集落の定期的な循環移動

のくり返されていた事実が浮かび上がってきたのである。 

【住居】 

 古く旧石器時代にはマンモスの牙を組んだ住居が国外で知

られているが、大型動物が絶滅してからは山岳部の裾野の岩陰

などが住居として利用されていたようである。ところが武蔵野

台地など、平野部へ出ると、そうした場所は得難くなる。 

 おそらくは、そうしたことが契機となって枝や草を用いた家

を造りはじめたのであろうが、縄文時代早期の段階までは棒を

立てて横木を渡し、そこに葉の茂る枝をかけ並べるていどの簡

易なものであったろう。それが前期になると、長方形の住居空

間の周囲へ柵状に枝を立て並べて屋根を葺く構造が主流とな

り、さらに中期に至っては、竪穴を掘って床とすることで室内

を立って歩けるほどの高さを造り出し、大型化した屋根を支え

るために室内に主柱を立て、その上に渡した桁
けた

で屋根骨組の

垂木
た る き

をうける構造が出現。平面形も楕円に変化。 

この期にあらわれる楕円形は、以後弥生時代をとおし、一辺

にカマドを造りつけた四角い竪穴式住居跡が出現してくる古

墳時代に入るまで使われているのであるから、居住空間として

最上の環境を備えていたことになる。 

竪穴式住居の構造は、この中期という千年間に著しい発達を

遂げている。それはいわば、同じ材質である木を使う限りにお

いて、古代の寺社建築の技法を現代でも踏襲せねばならぬよう

に、竪穴式住居の技法もこの中期に至上の域に達している。 

ここでひとつ、竪穴式住居の屋根について説明を加えておく。 
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一般的に、高床式住居が南方からわが国にもたらされたのと

は対照的に、竪穴式住居は北方からもたらされたと云われる。 

時代は下るが、近年の火山灰で埋没した古代遺跡の調査で、

草葺屋根の間に土がサンドイッチ状に挟みこまれている事例

が発見された。このことから、保温のために、一度草葺きした

屋根の上に竪穴を掘り出した土を敷き詰め、さらにその上に草

を葺き返す屋根構造のあったことがあきらかとなった。 

この方法は、諏訪地方の冬季の作業小屋として近年まで存在

し、また多摩市においても縄文の住居構造に極似するものが作

業小屋として昭和 10年ごろに確認されている。 

アイヌ民族においては、網走地方に、冬季の住居として屋根

に直に土を盛る住居が存在していたが、これは雪深き地方のた

めで、みぞれや雨が頻繁にともなう気候の地方では直置きの土

が流れ出すので適していない。つまりこの比較から明らかなよ

うに、土を屋根に挟みこむのは、雨水にも耐え、夏季の断熱、

冬季の保温として四季に対応できる機能をもつ。 

中期の住居跡を発掘調査していると、廃絶直後に壁の脇から

住居中央へ向かってローム質の土が厚く堆積している事例を

数多く見受ける。それを多くの研究者は、住居構築の際に竪穴

を掘った土を家の周りに盛り上げた周堤の崩れとみている。し

かし、こうした状態のローム質土が、解体時の屋根から滑り落

ちた屋根土の堆積と考えることもできる。 

そうしたことで、竪穴式住居と云うものが、掘り上げた土を

草屋根に挟み込む屋根構造と一体化していたとみて間違いは

なかろう。 

さて、ここからは市域で発見された住居跡から、その構造を

追う。 

下の写真は、野塩外山遺跡の住居群である。円い輪郭のなか

に黒い点のように見えるのが柱穴。建て替えや、掘り返しの再

利用などあり複雑にみえるが、主柱の基本的な数は 4本、5本、

6本。その柱の上に桁
けた

を横に渡し掛け、垂木と云われる屋根の

骨組を個々にうけている。 

各遺跡での住居跡の調査資料に基づき、個々に上屋構造を復

元していくことで、以下の情景があらわれてきた。 

屋根構造は、長短はあるものの、すべて棟
むね

をもつ構造である

ことが判明した。棟がなければ、いわゆるインディアンのテン

トのように円錐形で、平面が正円の居住空間をつくりださねば

ならないが、この棟の存在により居住空間の拡大が可能となる。

したがって、柱の本数が定まっていないのも屋根型が自由に設

計できる棟をもつからで、それは強度を必要とする入り口部の

造出にも関与している。 

これら上屋構造は多様で、いかにも個々に臨機応変な工夫が 

 

野塩外山遺跡全景 (熱気球で 50m上空より撮影) 

 

 

野塩外山遺跡 1号住居跡構造復元模型 

 

凝
こ

らされていて、宮大工のように木
き

割
わり

法に基づく厳密に寸取り

された建材の調達からはじまる規格性は、微塵
み じ ん

も感じ取れない。

どちらかといえば野の大工のように、強度を求め、曲がりくね

った松材をも巧みに使いこなそうとする意識が読み取れる。 

住居跡の平面形が判で突いたような規格性をみせず、主柱の

数もそれぞれに違う。そうした情況から復元される上屋構造に

は、寄棟
よせむね

・入母屋
い り も や

・切妻
きりづま

などの要素が混在しているのだが、そ

のことは、ひとえに建材調達の不安定さをあらわしていること

になる。 

こうした情景を一口に云いあらわせば、自然と共生をはかる
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がゆえに、縄文人は調達し得る建材を最大限に活用し、野の大

工にも劣らぬ臨機応変な技術を駆使していた、と云うことにな

る。 

その在りようを具体的に知ることができるのが、野塩前原東

遺跡から発見された 1号住居跡。 

もともと住居の建設には、良材を得るための年のめぐりや、

伐採する季節があったことであろう。しかし、この住居跡は右

上の写真を一見してわかるとおり、柱穴が揃わず、いかにも突

発的な事態に遭遇し、当初から建材に恵まれぬままに急いで着

工しているような気配がある。 

 住居構造の概要は、中央に石組の炉を設け、壁の直下に土壁

の崩壊を防ぐための編み物などを固定する溝をめぐらせてい

るが、左側でその溝が二重なのは、壁を削りなおして改築がな

されたことによるもの。右端中央の溝中の小さい三つ組の穴は、

外から住居の床へ下りるための梯子を固定した杭組み。したが

って南に位置するこの部分に入口が設けられていたことにな

るが、こうした杭組みの跡は、この期の各住居跡から例外なく

検出されている。 

床にみられる大きな穴が構造柱を立てた穴で、小さい穴は、

屋根の老築化による、ねじれや落ち込みを支えた、いわば床か

ら垂木
た る き

や桁
けた

にあてられた支棒
つかえぼう

の存在していた痕跡。なお、上

端のやや右側に白い輪のように見えるものは、なにがしかの儀

式に使われて埋め置かれたと思われる、赤色顔料で塗られた鉢

で、内部の器面脇に雨水で侵入したような形跡があるために蓋

のともなっていたことが推測されている。 

さて、改築前の住居構造が、中段の写真。 

溝のめぐりから判断して、外側の円の内側が当初の床面の範

囲。北側の柱穴がみられないのは、この部分に立てられていた

柱が、寸足らずで、直接床に直置きされていたため。そのこと

で、しばらく暮らすうちには屋根が左回転のねじれを起してき

たようで、それを逆方向からの支棒でしのごうとしたのが左端

の二つの赤丸で示した穴。その穴の方向と傾斜は、北端の垂木

へ向けられていた。 

その右手の二つの赤丸の内、上のものは隣接する柱に沿うよ

う垂直に上方へ出されており、隣の主柱が根腐されを起こした

ことで屋根の沈み込みを防ぐために桁
けた

下へ入れられた支棒と

思われる。他の一つも、位置は異なるが同じ目的で設置されて

いる。 

こうした改築直前の状況に対し、前頁下の写真にみる改築後

は、北から西側へかけて、外側へ溝が拡張されている。だがこ

こで注意せねばならないのは、改築において、右手の南側に一

切変更がみられないこと。 

 

野塩前原東遺跡 1号住居跡平面全景 

 

改築前の住居構造 ※赤は補助柱。青は屋根骨組 

 

改築後の住居構造 ※赤は補助柱。青は屋根骨組 
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この南側は、入口部の施設を造り出しているために相当な強

度があったはずで、それを裏付けるように南側と南東側の二本

の柱穴は改築後も以前のままの状態にある。 

そのことからみて、改築の原因は、北側の直置きの柱と北東

側の柱の根腐れから誘発された、北側の屋根の沈み込みをとも

なう右回転のねじれで、それが垂木を動かし、ひいては垂木根

元の土をえぐって竪穴の壁を崩壊させたことになる。 

この壁の崩壊は、徐々に起きたものでなく、想像をたくまし

くすれば、北から吹き下ろす強き暴風が一気に北側の屋根を倒

壊させた情景が映し出されてくる。 

こうして改築された住居は、北側の二本の柱が寸足らずで直

置きとなっている。このとき一本増やされた直置きの柱は、改

築以前に根腐れを起こしたことが想定される柱であるから、腐

れた部分を切断することで床へ直置きとせねばならなかった

のであろう。 

こうした状況証拠を積み上げていくと、改築に際しても、新

材の調達ができ難い状態であったことが垣間見えてくる。 

したがって、この改築後の住居も、五本柱のうち二本が床に

直置きであるから、屋根の劣化は早かったものと思われる。そ

うしたことで最後まで堅牢
けんろう

であったのは、元の柱穴の上部に粘

土を貼って移し換えた写真下に位置する西側の柱と、当初から

使われていた南側の柱のみで、この南側の柱とともに対をなし

て改築前から不動を保ってきていた南東の柱にも根腐れが起

きている。そのことで、しばらくしてこんどは北側の屋根に右

回転のねじれが生じ、逆方向からの押さえの支棒が数本入れら

れている。 

だが、この段階では、もはやいままでの支棒を用いる簡易な

手法では落ち込みをともなう屋根のねじれは防ぎようもなく、

主柱に匹敵するようながっしりとした木材を探し出してきて、

東側の二本の柱の中間に穴を掘り、桁下の支えを築いている。 

この柱を改築時に北東側の柱に使えばよいのにと思うのだ

が、ここに至り屋根の劣化が極まっているのであるから、それ

だけに必死の思いでこの太き材を調達してきたことが察せら

れる。 

五本の主柱のうち、すでに二本が直置きで、一本が根腐れ。

桁下へ入れられた補強の大柱も、屋根の落ち込みには強さを発

揮しても、ねじれには弱い。 

こうしたわけで、この住居、最終的には揺れもどしのような

左回転のねじれを引き起し、その東への倒れ込みが進行する中

で廃棄されたものと思われる。 

こうした事例は一例のみではない。床面の痕跡を丹念に追い、

クリノメーターで支棒の痕跡である穴の方位と傾きを割り出

すことで、調査したすべての住居跡から縄文人の奮闘する姿が

とらえられている。 

以上のことから、縄文人が森林資源に目を光らせていたのは

疑いようのない事実。つまり、前項で述べた集落の循環的移動

の要因として、木材資源の枯渇がおおきくかかわっていること

を、この事例からも知ることができる。 

【室内生活】 

 まず、住居跡の調査から復元される、室内の景観から観察し

ていく。 

 住居には大小あるが、おおよそ 12畳から 18畳ほどの広さの

ものが多く、こんにちのように間仕切りは見られない。しかも

楕円形のワンルームであるから、さぞ会話もはずんだのでは、

などと想う。 

 一軒に暮らした構成員を知る手掛かりは当地には残されて

いない。しかし、千葉県市川市に所在する縄文時代後期の姥山

貝塚では、何かの原因で急逝した幼児と成人男女、老人男女と

いう 5人の出土人骨が住居内から確認されている。だが、こう

した事例をもって直接に現代的な家族関係を想定してはいけ

ない。というのは、この 5人がたとえ血縁関係があったとして

も、「育児」と「老い」という関係で新たに再構成された単位

集団であることも考えられるからだ。 

わが国の地方の古き習俗や、世界の野生に暮らす民族には、

「若衆
わかしゅう

宿
やど

」のように、往々にして未婚の成人男女が別々に集

団を組んで青年期を過ごすこともある。したがって、姥山貝塚

の事例が、「育児」と「老い」という関係で結ばれた、人生の

なかでの時期の限られた構成をあらわしていることも考えら

れてくる。 

 ともかくも、そうしたことを頭の隅におき、姥山貝塚の事例

を思い描きながら住居内を情景描写していくことにする(26頁

「野塩外山遺跡 1号住居跡構造復元模型」写真参照)。 

南に設けられた入口を屈
かが

み入ると、竪穴の床へ下りる足掛け

を削り出した一木造りの梯子
は し ご

があるから、それを伝って室内へ

入る。暗き室内に目を凝
こ

らすと、床に、チロチロと揺らめく炎

に映し出され炉組がみえてくる。 

炉はやや北寄りに設けられているが、それは入口部からつづ

く床をできるだけ広く取り、作業空間として利用するためのも

の。 

こうした炉の形態には、床を浅掘りしただけの地
ぢ

床
しょう

炉
ろ

、ま

た鉢形土器の下半を打ち欠いて口の部分を炉縁として埋め込

む埋
まい

甕
よう

炉
ろ

、河原石で囲う石組
いしぐみ

炉
ろ

、さらには石組の内に埋甕を併

設した炉などある。このうち埋
まい

甕
よう

炉
ろ

には、入口に面する南側の

土器縁が被熱で変色・劣化している事例が多く、その外側の床 
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野塩前原遺跡 3号住居跡の埋甕炉 

 

面が熱をうけて赤く焼土化している事例もみられる。 

この状態は、南側に座した者が火の管理を行ない、ある時に

はその管理が行き届かずに土器縁に立てかけた粗朶
そ だ

木
ぎ

が燃え

進み、重心を失って炉の外へ燃え落ちて床を焦がす状況のあっ

たことを推測させる。 

そうした炉に、さまざまな形態のあることはすでに述べた。

しかし合点がいかないのは、炉縁なれば石組だけで用は足りる

はずで、なぜそこに土器を併置しなければならなかったか、と

云うこと。もちろん石組を長方形に組み、煮沸に使う土器を置

きやすい炉縁の埋甕を北側へ寄せることで南側を空け、この部

分を別な目的に使うような事例もあるのだが、埋甕の外側にす

きまなく石組をめぐらせる二重構造の炉縁も多い。 

後者の場合、甕を埋め込んで固定しているのであるから、わ

ざわざ石組をめぐらす理由は思い当たらない。 

そう考えてくると、本来の炉の基本形は石組に埋甕という炉

縁の二重構造で、住居の廃絶にともなう石組や埋甕の再利用、

いいかえれば持ち去りの違いによる結果として、地床炉、石組

炉、埋甕炉などの炉形態の違いが生じていることも考えられて

くる。 

そうした状況に加え、埋甕炉に用いられる土器は、通常用い

られる土器よりも大型で、しかも意匠を凝らしている。そのこ

とで、これら土器が、炉縁専用として生み出されてきている気

配があるにもかかわらず、神への進物となすように下半を打ち

欠いて据え置かれている様は、容器としての機能とは別種な精

神的作用の介在していることを暗示しているように思えてな

らない。 

アイヌ民族では、火は出産と深くかかわり、火の神の司祭を

継承するのは母方の系統と云われ、多くの子孫を生みだしてき

た祖母にもっとも強い継承の意識にもとづく権限が発生して

いる。そのことはアイヌ民族にとどまらず、ひろく文化人類学

では、火が、文化を表象する要素として重視されてもいる。 

集落を営む集団内に、自らの血族の過去をふり返る意識があ

ったとすれば、当然縄文時代の中期にあっても、狩猟民族であ

ったアイヌにみられるような思考はすでに構築されていたよ

うに思える。 

何もしなければ燃え尽きてしまう火。それを維持するには、

永遠なる生命の継承を求めるがごとき営みが欠かせない。こう

した火と新たなる生命の誕生の関係は、日本神話の陰部を焼か

れながら火神迦
か

具土
ぐ つ ち

を産んだ伊弉冉
い ざ な み

の物語にもイマージュさ

れている。 

血は炎の赤。 

その赤き血で結ばれる血族は、すべて母体から発生している。

のちに述べる大地母神信仰の発生する情景がそこに垣間見え

てくるが、こうした精神世界のことについては、つぎの土器文

様の項で深く掘り下げる。 

 炉火の管理者が南に座した人。それが老婆であったかはわか

らない。しかし、多くの炉縁の被熱から読み取れる位置の共通

性からみて、住居の構成員に、炉を囲む座の存在していたこと

はほぼ間違いなかろう。 

 さて、炉から目を転じ、室内を見回すと、柱越に見える低き

壁には、編み物がめぐらされている。 

気候が寒くなる中期後半では、住居の竪穴部の掘り込みが深

くなり、壁の高さは１m以上ある。室内は火を焚いたりするか

ら乾燥するが、そのことで壁のロームが収縮して亀裂が入り、

ボロボロと崩れ出してくる。そのための土留めの役割を、この

編み物が担
にな

っている。 

こうした編み物をめぐらせた壁ぎわには、床に寝藁
ね わ ら

のように

敷かれた干し草がところどころ置かれていたことであろう。そ

れは、この屋の人々が身を横たえる場。 

しかし、こうした場にも、われわれ現代人が想像もせぬよう

なある種の観念が存在していたのかもしれない。 

わが国に「納戸
な ん ど

」という言葉がある。それは調度品を置く部

屋で、また寝室をもあらわす。古来より、先祖から伝わる品々

に囲まれて寝ることは、夢中で先祖と交わること。そしてその

夢は、神や先祖、さらには遠く離れた肉親が、自らの行動に対

して啓示をもたらしてくれるものとも考えられていた。古代や

中世において、夢が大切にされ、その夢から現実の戦への行動

が起される場合の多いことは、こうした理由による。心理学者

ユングの云うところの「夢の力」である。 

こうした観念の存在を踏まえて見通していくと、かつて諏訪

大社で行なわれていたと云う、縄文的竪穴小屋の中で、藁蛇を

もって模擬的に蛇の成長をあらわしたという「御室
お む ろ

神事
し ん じ

」が注

目されてくる。 
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これは、竪穴を地下界という小宇宙に見立て、春に冬眠から

覚めて地上にあらわれる蛇をもって、冬の野枯れた地上界への

生命の復活を祈願する神事。つまりそこには、竪穴が、地下世

界を表象する観念が存在していたことになる。 

そうしたことを考え、想像をたくましくすると、定住をなし

た縄文時代中期の人々が、闇世界の広がる夜に、一段と地下世

界との関係を深めるこの竪穴式住居に籠
こも

り、みずからの集団の

過去や生死の観念を創出していたとしても何ら不思議ではな

い。そして、炉縁の土器に代表される、土器文様の謎を解く鍵

も、そうした情景のなかにあることが見通されてくる。 

住居内には直径 20cmほどの柱が 5本立ちならんでいる。 

上端には枝分かれした部分が切り残されていて、その股を利

用して桁
けた

が柱ごとに掛け渡されている。各柱の上では、左右か

ら延びくる桁が重ねられているが、その重なりから作り出され

る桁の高低差を巧みに利用し、屋根の骨組みである垂木
た る き

が、す

べて桁に接するように仕立てられている。 

 わが国の古き建築法から推測すれば、この部分の結束には葛
くず

の根などが用いられていたはず。それは、撚
よ

られた縄では延び

を引き起すからで、それを避けてのこと。 

 炉の上には、天上からつるした火棚が設けられていたことで

あろう。 

これは炉火の熱と煙により、食物を燻製にしたり、諸種の材

料を乾燥させる場。上屋構造に付属しているので発掘調査では

確認できないが、保存食料の加工が相当発達していたと思われ

る当時にあっては、不可欠の施設であったろう。ちなみにアイ

ヌ民族では、動物の脂を腸詰にして火棚に上げておき、乾燥し

た肉を湯でもどすときにその脂を加えて食したりもしている。   

想像される室内生活の情景は、以上である。しかし、忘れて

はならないのは、前項の【住居】で述べた調査結果である。 

家は、当時の人々にとり、もっとも安全な空間である。しか

し、長年暮らすうちには劣化が進み、支棒
つかえぼう

による補強が欠か

せぬものとなり、住居の維持が、いかに大変で切実なものであ

ったかが偲ばれる。 

 住居の外では、ときとして自然が猛威をふるう。暴風・豪雨・

豪雪・地震・雷・山火事等々。 

縄文人が、自然界に対して恐れを抱いていたことは想像に難

くない。なんとなれば、自然との共生の意識を、ものの見事に

打ち砕くそれら幾多の自然災害が起こるからである。 

自然界の豊かな恵みは、人に仇
あだ

なす災害と表裏一体をなし、

その多くは季節の到来によりもたらされる。古代人の、相反す

る和魂
にぎたま

と荒
あら

魂
たま

が互いに溶け込む神の観念は、災害多きこの国に

根付く、縄文時代へさかのぼる意識を映し出している。 

【食生活】 

 縄文中期の人々の食生活を、直接に知ることのできる資料は

当地から発見されていない。しかし、周辺地域の貝塚に残され

た貝殻や魚骨・獣骨などから、川や猟場での盛んな食料を得る

活動のあったことが想像でき、また中部山岳地帯の遺跡ではパ

ン状の炭化物も発見されていて、食品の加工技術の発達も予想

できる。 

 そこで問題を具体化するため、これら豊富な食料資源を、こ

んにちの調理法から見通していくことにする。 

  焼く   ・火で直接焼く。 

       ・熱した平石の上で焼く(炒める)。 

  あぶる  ・火の回りで食物を竹串などに刺してあぶる。 

  煮る   ・土器に入れて煮る・ 

  蒸す   ・土器の中ほどに編み物を置き、下に水を入れ 

て蒸す。 

       ・木の葉や粘土に包み、炉の灰にくべて蒸す。 

  いぶす  ・炉の上につるし、煙でいぶす(燻製)。 

  干す   ・天日で干す。 

  発酵させる・土器に入れ、革などで蓋をして発酵さ 

        せる（果実酒等）。 
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 このなかの「あぶる」は、野塩前原東遺跡三次調査区 1号住

居跡の炉における調査において、炉底の焼土に竹串様の棒を刺

した穴の痕跡が数か所確認され、串刺しの魚などをあぶった情

景を映し出している。 

また土器で「蒸す」方法は、出土土器の観察において、内面

の中段より上に焦げ付いた食物の痕跡を確認する事例が多く

あり、それが縄文土器に特徴的な底へ向けて狭まる器形を利用

して、編み物を土器の中ほどへ掛けて蒸し器にもちいた事例と

して考えられている。 

さらに、「発酵させる」についても、有孔鍔付
ゆうこうつばつき

土器という特

殊な器形の土器があり、これが木ノ実を発酵させて酒をつくる

土器と考えられている。 

下の写真は野塩前原遺跡から出土した有孔鍔付土器で、通常

この器形の土器は、ノブドウやガマズミなどの実を入れて革で

覆い縛るために口は平らで、鍔上に発酵によるガスを抜く穴を

めぐらせている。 

 

有孔鍔付土器(野塩前原遺跡) 

 

このように、調理のなかでも、「蒸す」「発酵させる」という

技巧を必要とする手法の存在が想定できることにより、縄文中

期の人々がこれら調理法を駆使していたことは間違いなかろ

う。 

こうしたことを調べる上で、土器に残されたさまざまな使用

痕跡の観察は欠かせないのであるが、そうしたなかから意外な

事実をつかむこともある。 

それは野塩前原遺跡の 3 号住居跡か 

ら出土した土器を実測していたときに 

気付いたのだが、ひび割れの仕方がお 

かしいのである(右写真)。 

この土器は、内面に煮炊きした物 

が焦げ付きが認められた。そのこと 

で、このひびが制作時点の焼成破損   真上からみた土器底 

によるものでなく、使用中の破損であることがわかった。 

 さらに観察していくと、写真のように土器の内底が熱で白灰

色に変色し、ひびの形状がその部分をとり囲むように輪状を呈

し、そこから外へ均等に放射状のひびが出ていたのである。い

わば亀甲文のようなひび割れ。 

これは、底を変質させるほどの高温の何かが土器に入り、そ

のことでひび割れの生じたことを物語っていた。 

高温の何か？ それはおそらく焼け石。 

つまり、土器を直接火にかけて煮炊きしているのではなく、

石をいったん焼き、その高温に熱せられた石を土器のなかに落

とし込むことで水を一気に沸騰させているのである。その熱に

耐えられず、ひび割れを起こしたのがこの土器。 

縄文中期の集落跡を発掘すると焼け割れした石がたくさん

出土する。それを研究者は「焼破
しょうは

礫
れき

」と呼ぶが、こうした原石

は、台地上に営まれる集落の地表に本来あるべきはずもない石。 

その焼け石が、野塩前原遺跡では一軒の住居跡の埋没土から

100Kg以上も出土するのが普通で、さきの亀甲文形のひび割れ

をもつ土器を出土した同じ 3住居跡の埋土からも 127Kgの焼破

礫が検出されている。なお、野塩前原遺跡は雑木林であったた

めに遺構の保存状態が良く、3 住居跡の残存壁高は 1mにも達し

ている。 

したがって、これらの石は、縄文人が河原から運び上げて遺

跡内で使用し、焼き捨てていることになるが、これだけの量が

個々の住居跡から出土していることになると、それら焼け石は、

日常的に川で拾い集めて日々の調理にもちいていたことを想

定する意外には考えられなくなる。 

こうした調理法は、いまでも北陸に「輪っぱ汁」などある。 

木の曲
ま

げ物の器に水と具材を入れ、熱した石を入れて煮るも

ので、この方法だと金物の鍋を使わずともよいのである。なお、

北陸の海岸には熱に強い礫がみられるが、当地では熱に弱い砂

岩が多いため、水のなかへ入れて急冷すれば頻繁に割れる。よ

って、こうした使い方が廃絶住居への焼破礫の大量投棄となっ

てあらわれているのであろう。 

土器を直接に火にかける煮沸方法では、土器の破損率が高い。

しかし、この方法なれば調理中の破損は極力避けられ、また水

が沸騰するまでの時間も短縮できる。 

さて、こうして考えてくると、早期の底の尖った尖底土器が

問題視されてくる。 

早期の尖底土器は底部外面が白灰色に変色し、上半に煤が付

着しているものが多い。このことから食物を煮るばあい、早期

では土器を直接火にかけていることがわかるのだが、それが中

期では焼き石による煮沸へと調理法の主体が移り変わってい 
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野外炉の跡(野塩前原遺跡) 

 

るのである。そしてそのことに土器のはじまりが平底であるこ

とを考え合わせると、早期の底の尖った形が、土器を直火にか

けることによる破損を避けるために編み出された形として理

解されてくる。 

 焼破礫は、こうした煮沸に供せられたものばかりではない。 

縄文時代中期の集落跡からは、写真にみるような野外炉が発

見されることも多く、そうしたところには河原石が積み重なっ

ている。 

このことから推測すれば、日常の調理は野外の炉で行われて

いたものとみなされ、大量の礫は、一度燃やして石に蓄えられ

た熱で、葉にくるんだ食物を蒸し焼きにするような調理法のあ

ったことを想像させる。 

 以上みてきたように、河原石は、縄文中期の人々にとっては

調理に欠かせぬもの。焼破礫の多さは、そのことを物語ってい

よう。 

 ここからは、それら調理法を、季節の移ろいのなかでの食料

獲得と結びつけて考えていく。 

 自然界のなかで、自給生活をおくるために一番大切なことは

何か？ それは、「保存」し、「貯える」こと。 

 狩猟や採集は、季節と密接に関連し、一時は日々に食べきれ

ぬほどの食物を得られても、動物の行動や植物の成育が盛りを

過ぎれば獲得は難しくなる。そうしたことで、四季あるわが国

において世界に誇るべきは、その保存技術の多様性で、こんに

ちにおいても地域ごとに独特な方法が伝承されている。 

 考古学的な資料から、そのことを明らかにすることはできぬ

が、列島の北方に狩猟民として生きてきたアイヌ民族の知恵を

求めることで、わが国の保存技術の原点を映し出して見ようと

思う。 

 食料の保存といっても、アイヌ民族には短期保存と長期保存

の仕法がある。短期保存のばあい、大方は天日干しだけの簡便

な方法がとられるが、ここでは主に長期間の保存について観察

していくことにする。 

 まず、狩猟の獲物の中心は鹿なので、それからみていく。 

≪鹿肉≫ 

   ・細かく切り裂いた肉をいったん煮て脂抜きする。 

    ↓ 

   ・それを天日で干す。 

    ↓ 

   ・さらに炉の上につるして燻製
くんせい

にする。 

    ↓ 

・樹皮に包む。 

≪小魚≫ (天日干しのほか) 

   ・焼く。 

    ↓ 

   ・天日で干す。 

    ↓ 

   ・炉の上で充分乾燥 

 このような天日干しの方法は山菜の保存にもみられるが、種

類によりワラビ、ゼンマイ、フキなどのように煮てから干すも

のもある。 

 このほか、縄文時代にもあったパン状の加工食品をつくるた

めには、木ノ実やカタクリなどの球根からデンプンをとる方法

がとられている。 

≪木ノ実・カタクリの球根≫ 

   ・木ノ実を石の台の上ですりつぶし粉にする。 

    ↓ 

   ・その粉を、水をはった容器に入れ、さらしてデンプン 

を沈殿させる。このときアクの強いものは、灰で煮て 

アク抜きをする。 

  ↓ 

   ・乾燥する。 

なお、灰で煮る方法は、樹皮からとりだした繊維をやわらげ

るときにも使われており、灰は、利用価値が高い。 

このほか、秋に銀鱗を照らしだし、群れなして川を遡上する

サケを捕獲して、氷点下の野外で乾燥する方法などある。これ

はルイベと云われるもので、こんにちの真空冷凍乾燥の原点と

も云える。 

これらを、縄文時代のこととして直接に関連付ける考古学的

資料のないことは先に述べた。しかし≪木ノ実・カタクリの球

根≫で記した利用価値の高い「灰」については、少々気になる

現象が発掘調査で確認されている。 

 それは、住居内の炉跡の調査において、ほとんど｢灰｣が確認
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できないのである。数千年に及ぶ埋没の間に、土中に浸透する

雨水で地下へ流出したようにも考えられる。しかし、炉底のロ

ーム層が被熱すれば赤変してレンガ状になるが、それもほとん

どのばあい確認できない。 

 住居廃絶の際、炉底の赤色の焼け土が顔料として取り去られ

ているようなので、それと同時に「灰」も新築の住居の炉へ移

したり、また木ノ実のアク抜きや樹皮の繊維をやわらげるのに

使用していることが、一応は想定できる状況にある。 

また、最初に挙げたアイヌ民族における≪鹿肉≫の保存にお

いては、煮ることで脂分を分離する方法がとられているが、こ

のことに関しても縄文時代に傍証証拠がある。 

いまのところ当地からは出土をみないが、中期に獣脂の明か

りを灯す釣手形
つりてがた

土器とよばれる特殊な形をした土器が出現し

ている。 

 このように、獣脂を灯りの燃料としてもちいる器具のあるこ

とは、肉と脂を分離する行為のあったことを傍証し、獣肉の保

存技術と密接な関係にあったことが指摘できることになる。 

アイヌ民族では鹿肉の保存において、煮ることで上に溜まる

脂をすくい取り、クマなどの腸に入れ置いて長期保存し、貯蔵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釣手形土器(複製品)と獣脂の灯り 

 

 

しておいた肉を煮戻して食べるときの味付けとして、魚油とと

もに利用されている。この問題に関してはまるで手探りの状態

だが、それでもこれら状況証拠は、保存食料にかかわる技術の

存在していたことを指向していることになる。 

前期から中期への集落分布にみられる変化、その海から離れ

た河川上流域への進出の背景に、保存技術の発達が垣間見えて

くる。 

内田祐治 

2013/08/01 
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