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古代農 耕 文化 の発掘

木 村 靖 二

は じ め に

古代の農耕文化に関しては,拙著『原始の農耕

文化』以降,考古学および関連諸科学の発展にと

もなって,新 しい知見が相次いで生まれた。数多

いそれらの知見を整理 して,私なりの論稿を重ね

てきた
1)。

ところが,年代測定法の進歩に加えて
,

経済の高度成長に伴 う,国内開発の広汎な展開に

よる埋蔵文化財の発掘
2)が

相次いで行われるに至

った。半面, 日本歴史の常識を超えた事実も発見

されるようになった。

今から約 1万年前, 日本の縄文時代が始まった

とするのが,歴史的常識であった。この時代は,

土器と石器の文化であった。土器の紋様から時代

区分を名づけたほど特徴的な土器があらわれた。

それ以前の無土器時代にも, もう一つの石器は荒

削りながら存在 した。 これを旧石器として区分 し

た。 しか し人間の労働要具としての機能をもち,

人間の遺産であることに変わりはない。そこで ,

文化人類学・考古学・歴史学を究めようとすれば,

洋の東西を問わず,1日石器時代を無視することは

できない。日本では,縄文時代以前つまり今から

約 1万年前か ら約 3.5万年前までを後期旧石器

時代とし,そ れ以前を前期旧石器時代としている

が, ヨーロッパでは旧石器時代を後期 (1万年～

3.5万年前 )・ 中期 (3.5万 年～8万年前 )。 前期

(8万 年～250万年前)に分 けている。これ らは

人類の進化過程と関連する
3)。

日本でも,1日石器への関心は戦前からもたれて

いたが,戦後昭和 24年群馬県新田郡笠懸村岩宿

のガケから相沢忠洋氏が旧石器を発見してから昭

和 40年 4月 までに,北 は北海道から南は九州に

至るまで,約 360カ 所にのぼる旧石器が発見さ

れ,今 日では約5千 力所を数える。宮城県だけで

も少な くとも 25か所の旧石器遺跡が発見されて

いる。このうち 56年座散乱木 (ざ ざらき)遺跡を

数次にわたって発掘調査 した結果,3.5万年前の

旧石器が確認され,さ らにその下部層から 7.3

万年前まで遡る石器群が見つかっている。それよ

ら古い出土例もある
4)。

このように,1日石器は偶発的な出土ではなく,

普遍性 。一般性をもつ旧石器時代の遺産であり,

当時この列島に人が住んでいた証拠である。とす

れば, その旧石器人は, どこから転渉 して来たか,

どこに住み,何を食べていたか。さらに縄文人と

の関連・縄文文化の発展,降っては弥生人とその

文化の拡散,そ れを象徴する稲作文化の普及につ

いても,い くつかの命題が考えられる。本稿では,

それら諸問題の骨子を述べようと思う。

1)木村著『原始の農耕文化』(日 本農業新聞刊,昭

和 38年 5月 )。 本書には,木村著『原始日本生産史

論』 (白揚社,昭和 7年)同『 日本農具発達史』(農

業と機械社,昭和 11年 )な ど収容。

「縄文時代の農耕論」『農業』(大日本農会,昭和

51年 1100号 ),「弥生時代の農耕文化」『農業』 (昭

和 52年 1108号 ),「古代農耕文化の知見」『農業』

(昭和 52年 1108号 ),「3万年以上遡る日本歴史」

『農業』(昭 和 57～ 58年,1179～ 1181号 )。 いずれ

も社会経済史の視点に立つ。

2)遺跡の発掘は,考古学や人文科学的要請によって

行われてきたが,経済の高度成長に伴って,住宅地

の開発等で全国各地で埋蔵文化財の発掘調査が急増

した。61年度の届出件数は約 1万 8千件,発掘費
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用 488億 円,10年前に比べて件数で生7倍,金額

で5.7倍 に増大 した。「文化財保護法」では,遺跡

がある地域を開発する場合は,事業者が事前に発掘

調査しなければならないと規定されている。ところ

が宅地造成の緊急調査が急増したため,人手不足が

深刻となり,発掘を指揮する自治体の専門職員が足

りず (全国で 3,400人 ,62年 5月 現在),調査が粗

雑,跡始末や補修の不備,文化的意義を失うおそれ

さえある。最近では,企業が余剰人員のはけ□に

「文化財発掘請負会社」を設立する動きさえ出てき

た。(63年 5月 16日 , 日本経済新聞)。

3)1日石器時代の区分と対応する人類は第 1表のとお

り。

第 1表  1日 石器時代の区分 (欧 日の対比)

時代区分   年 代  人類  日本の区分

万年前
後期旧石器時代 1万～3.5 新人 後期旧石器時代

中期旧石器時代

万年前

3.5万～8 1日人

万年前  繕 人
8万～250 燎父

前期旧石器時代

1.I日石器時代の基層文化

日本の後期旧石器時代には, それ以前の時代を

含めて,列島の各地に人が住んでいたことは,遺

跡の分布からみても,否定できない。では,それ

らの旧石器人はどこから転渉 して来たのか。当時

は氷期
1)の

時代が大部分であったから,列島とい

っても実質大陸と陸つづきであり,人 も動物も移

動が可能であった。

ここで,人類史に触れておく必要がある。シベ

リア中央台地のデイリング・ ユラフ遺跡の発掘者

ユー リー・ モチャーノフ氏 (ソ 連科学アカデミー・

レナ川流域考古学調査隊長)に よると,人類の発祥

地 についての世界の常識は,東 アフリカで 200

万年前 とされているが,同氏の見解は① 発掘し

た石器の散布地層は,250万年前に形成された段

丘上にある。② 石器を覆 う堆積土層が 180万年

以前であることなどを挙げ東アフリカより古い

可能性があるとし,「寒冷な極地的条件は,人類

進歩の質的飛躍,知恵の発現に寄与 したが,ア フ

リカや他の熱帯地方の安定 した恵まれた条件は,

進歩の刺激に役立たなかった」と人類の北方起源

を主張 している。

人類の起源は,こ れまでラマピテクス (1500万

年～800万年前)と 考えられたが, ラマピテクスが

オランウータンと関係が深いことがわかるにつれ,

人類の起源はもっと新 しいと考えることが主流に

なりつつある。文部省統計数理研究所,長谷川政

美助教授 らは,遺伝子のデオキシボ核酸 (DNA)

の比較研究か ら,人類は500～600万年前,ま ず

ゴリラの祖先から,次いでチンパンジーの祖先か

ら,短期間のうちに分かれたことを突き止めた。

これによリチンパンジーが,人間に一番近いサル

であることが確実
2)に なったという。同 じ遺伝子

の研究家米力州大学バークレー校アラン 0ウ イル

ソ ン教授 は
3), ミトコン ドリア (真 核細胞)の

DNA構造が変化 してきた進化速度の推定値から

地球上のすべての人類の祖先を 29万～14万年前

にアフリカに住んでいた小集団中の女性と結論づ

け, さらに人類の祖先がアフリカ大陸から他の地

}前期旧石器時代

資料 :岡村道雄「日本の旧石器文化」『季刊考古

学』4号 ,朝 日新聞社『古代史発掘』。

4)宮城県黒川郡大和町吉田の中峰遺跡で,58年 9

月出土 した旧石器 (安山岩製尖頭器,掻器など約

100点 )は ,奈良教育大学 。市川米太教授 (放射線物

理学)が出土地層の火山灰を,熱ルミッセンス年代

測定法で分析 した結果,火山灰は10万年前のもの

であり,石器もほぼ当時のものと鑑定した (59年 12

月27日 )。 火山灰中の石英などは,噴火後から今の

時代まで自然放射線のエネルギーを蓄積しており,

加熱すると放射線の量に比例した蛍光を発する。こ

の現象を利用して年代測定するのが熱ルミネッセン

ス測定法である。

宮城県古川市の馬場壇遺跡からは,11万年以上

前の地層から,東北歴史資料館 (多賀城市)と 同県

内考古学研究グループ「石器文化談話会」が,59

年 10月 ,多数の旧石器を発見した。石器はチョッ

ピングッール (両刃の礫器), スクレーパー (削器),

チョッパー (尖頭器),石核 (石器を削り取った後

の石)な ど。地表から約 3mの第 20層から47点

出土した。この層は,地質調査の結果北海道の火山

活動で積った火山灰 (軽石)層の下にあることから

11万年前と推定された。
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域へ移動 し始めた時期は 18万～9万年前として

いる。

フランス国立科学研究センター主任研究員の横

山祐之博±
4)は ,ガ ンマ線を測定 して古人骨など

の年代を測定する方法を開発, ヨーロッパ各地の

原人遺跡の年代を明らかにした研究者。1971(昭

和 46)年南仏のアラゴ洞穴の発掘者マルセーユ

大・ アンリ・ ドルムレ教授の依頼で,同洞穴出土

の原人顔骨を 45～ 50万年前と鑑定 した。同博士

によるとヨーロッパで最古の石器は,オ ーベルニ

ュー地方で出土 した約 250万年前のもので,ニ
ース近 くのバロネ洞穴は,約 90万年前の遺跡で ,

ここに住んだ原人は,原始的な石器を使い, 自然

に死んだ動物の肉を拾って食べた。次のアラゴに

なると彼らは狩猟民に成長 していた。ニース郊外

のテラ・ アマタ (40万年前)の原人は火を使 うよ

うになった。アラゴでも人骨の上の層 (30万年前)

からは木炭が見つかっている。火の使用は,人類

が新段階に入 った革命的発見である。最近発見さ

れた南イタリアのベノザ遺跡の原人大腿骨は 22

万年前と測定された。

遺伝子の解析で, 日本人の人種系統を示唆した

研究がある。血液中にある免疫グロブリンという

たん白質は,人種や民族集団によってタイプが異

なることが知 られている。大阪医科大学 0松本秀

雄教授は,世界各地に住む蒙古系の民族約 70集

団について免疫 グロブリンのなかでもGm系遺

伝子を解析した。蒙古系民族の Gm遺伝子は,四

つの遺伝子 (因子)で構成されている。松本氏は

この四つに「赤」「黄」「青」「緑」の各色をあて

民族集団ごとに,そ の割合を色分けした。この結

果,中国南部の雲南省付近に住む少数民族は「赤」

の因子を 90%以上 もっていた。シベリアのバイ

カル湖付近の民族 は「赤」は極端に低 く,逆 に

「黄」の因子の割合が高い。日本人については

「黄」が 26%に 対 し「赤」は 10%前後で,日

本人はモンゴル高原付近に起源をもつ北方系が主

体になって形成され, これに中国南部を起源とす

る南方系の人が混血したとの結果を得た。

人類の祖先 は,ア フリカで 450万年前, ヨー

ロッパで 150万年前,中国で 50万年前,米州で

35万年前に遡 って,そ れぞれ生存を裏付ける証

拠 (遺跡 。遺物。人骨)が見つかっている。人類の

祖先がシベ リアからベーリング海峡を経てアメリ

カ大陸に渡 ったのは,定説よりも30万年 も古い

とされている。遺物のうち決定的なものは人骨

(化石)で ある。日本でも明石原人・ 葛生人・ 牛

川人 0三か日人などの化石人骨が
5)発

見されてい

る。明石原人は,昭和 6年 4月 兵庫県明石市の西

八木海岸で直良信夫氏が腰骨化石を発見したが,

現物は戦災で焼失,石膏模型だけ残 った。戦後長

谷部言人 (東大名誉教授)氏が,北京原人級の古

さと鑑定「明石原人」と命名 した。その後異説が

あらわれ曲折を経て,富山大理学部・広岡公夫教

授 (古地磁気学)の最終的結論では,5万～8万年

前に生活 していた「旧人」であるとされた。

これらの化石人骨が, 日本の旧石器時代に住ん

でいた人である証拠とみてよい。次に旧石器人が

残 した遺物 (石器)に ついて関連の深いシベリア

地方の石器文化と比較 してみよう。

筑波大学・加藤晋平教授 (北方考古学)の研究
6)

によれば, シベリア各地の遺跡は, ネアンデルタ

ール人段階のもので,8～4万年前のもの。発掘

調査の進んだアルタイ地方の 2洞穴,ハ カス地方

の 2遺跡から出土した石器群は (掻器 。尖頭器など)

5～ 6万年前のジャリヤ ンカ氷期の堆積物中から

出土 した。この石器群は,中国周口店や山西の遺

跡出上の更新世前半期のものと酷似 している。加

藤教授はこの石器群を周口店 =バイカル石器文化

と呼んでいる。ネアンデルタール人段階の,中国

華北からバイカル湖周辺まで共通の文化を有 して

いた人類が生活 していたことを示 している。とこ

ろが近年 日本で発見された宮城県の座散乱木
7)

(ざ ざらき)遺跡 (約 4万年以前の年代をもつ)出土

の石器群のなかには,周 口店 =バイカル石器群に

類似 したものがある。 この研究が進めば, 日本列

島の最 も古い文化は,北アジア文化と共通する可

能性がでてきた。

日本列島では,1万 3～ 4千年前に小形の石器

が利用され,細石刃文化といわれた。北海道から
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関東北部に至る地域の細石刃文化は, きわめて共

通の要素をもっている。この東北日本型の細石刃

文化の起源は,バイカル周辺地区にまで辿ること

ができる。現在イルクーック大学で調査 している

バイカル湖北岸のクルラ遺跡群, レナ川上流のマ

カロワ遺跡など 3～ 2万年前の石器群にまった く

共通 するという。

北アジアの考古資料を総合すると,沿バイカル

・ ザバイカル地方で 3万年前に生まれた細石刃文

化が,徐 々に東方へと拡散 し,1万 3～4千年前

に東北日本へ到着 したといえる。それ以後の原日

本列島人の成立に関 し, この細石刃文化の担い手

たちが,大 きな役割を果たしたと予測される (縄

文人の祖先の意)。

大阪医大 0松本秀雄教授は, 日本人の血液型遺

伝子から研究, 日本人のもつ遺伝子は,ザバイカ

ル居住のブリヤー ト族を中心に流れてきたものと

判断。 日本民族の起源は,バ イカル湖畔にあると

結論されるとしている。

日本の石器人の来たみち,北回リルー トは以上

の諸説から見当がつくが,っ ぎに住と食について

検討 してみよう。居構では岩陰や洞穴が考えられ

るが,細石刃文化遺跡約 400か所のうち,岩陰

・洞穴遺跡は,長崎県福井・ 同直谷,大分県聖嶽

など数例にす ぎない。大部分は内陸部 (河川筋な

ら中流域)の 段丘上に位置する開地遺跡が多い。

これは当時の経済基盤にまだ海岸での漁携活動が

加わっていなかったことを意味する。内陸での獣

類の狩猟と植物質食料の採集とによって支えられ

ていた生活とみるべきであろう。住居は深い竪穴

や大きい柱を設けることは稀で,地表面上に簡単

な支柱で上屋を支える軽構造の建て物であったろ

う。用材 は木・獣皮・ 角・ 牙・ 骨 (ゾ ウ。シカ)

を利用 した。炉は地床・石囲い・土坑など住居の

外に設けた。広島大新キャンバス (東広島市)内
で,後期旧石器時代の 6戸の集落住居跡を発掘 し

たが,そ の他住居跡 7例 あるが,いずれも 1～ 2

戸の小規模のものである。

旧石器時代の食料資源としての動物相
8)に つい

ては,遺跡出土の骨片等から判断できる。岩手県

花泉,岐阜県熊石洞,長野県野尻湖発掘の出土動

物群の特徴 は,① ヘラジカ,野牛,ウ マ,マ ン

モスなど寒冷系草原性の要素が北方から南下 して

きた。② 以前より渡来 し,広 く分布していたナ

ウマンゾウ,ヤ ベオオツノジカなど温帯森林性・

草原性のものと共存することになった。③ 寒冷

気候下に置かれたナウマンゾウなど温帯系大型の

哺乳類の多くは絶滅,中型以下のものが生きのび

た。④ 寒冷系のヘラジカなどは最終氷期が終わ

り,気候の温暖化と人口増による狩猟圧の影響で

絶滅,オ オツノジカの一部は生存した。

1)日 本に氷期は3回 あった。京都大 。名古屋大の共

同研究で,琵琶湖底の堆積物に含まれる炭素など手

掛かりに調査した結果,約 60万年前から現在まで
,

少なくとも3回の氷期が地球を襲った。古い氷期ほ

ど気温低下が著しかった。この研究は, ボーリング

して地質試料を採取,湖底から240mま での地層

は,約 63万年前から堆積が始まった粘土層,当時

のプランク トンの死骸か ら炭素の同位体 C12と

C13の 比を測定,気温が高いほどC13を 取り込む率

が高まる点から地層に対応する気温を調べた結果,

厳しい氷期が3回 (海面降下が 130～160mに 及ぶ),

小規模氷期が2回 あり,古い時代ほど気温が低かっ

た。地質試料は温暖期に量が増え,氷期に減る。試

料には光合成のクロロフィルや,カ シ, スギなどの

花粉も数多く含まれ,周辺地域の植生を知ることが

できる。研究成果は,61年 1日 7日 , 日本経済新

間に報道された。

2)DNA比 較は精度の高い系統関係を知るために期

待されている手法。このデータは61年 1月 5日 ,

朝日新聞が報道した。

3)ア ラン・ ウイルソン教授は,遺伝子研究で人類の

アフリカ起源説を支持した (英科学誌『ネイチャー』

1981年 1月 発表)。

4)横山博士は,東京国立文化財研究所の招きで,一
時帰国,昭和 63年 3月 7日 東京築地の朝日ホール

で「人類の起源を探る, ヨーロッパの発掘現場から」

のテーマで講演された。同氏の談話要旨は,63年
3月 11日 ,朝 日新聞で報道された。

5)日本の洪積世人類 (旧石器時代の化石人骨)と し

ては,明石原人,葛生人,牛川人,三か国人があげ

られる。葛生人は直良信夫博士が栃木県葛生町の石

灰岩地帯から発掘した化石人骨。牛川人は昭和 32
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年 5月 ,愛知県豊橋市牛川町の角礫粘土層の石灰岩

割れ目から発見 した化石人骨。三か国人は昭和 33

年 9月 ,鈴木尚教授が静岡県三か日町只木の石灰岩

採石場で発見した化石人骨。木村靖二『原始の農耕

文イ側 (日 本農業新聞刊,昭和 38年 5月 )15,47頁。

6)昭和 60年 10月 11日 ,朝 日新聞に要旨掲載。

7)拙稿「3万年以上遡る日本歴史」『農業』(大 日本

農会,第 1179～ 1181号 )

8)長谷川善和「旧石器時代の動物相」『季刊考古学』

第 4号 ,雄山閣。

2.縄文時代の生産力

これまでの日本歴史では,朝鮮半島から九州 ,

瀬戸内海を経て大和へとたどる半島ルー トを中心

とした研究が主流 となっていた。それ以前の文化

の伝来についても,朝鮮半島から, もしくは大陸

南部から直接に九州地方へ来たか,琉球諸島を経

て伝来 した南回わリルートが主流とされた。とこ

ろが,最近, 日本列島へ文化が伝わったのは,数

万年前の旧石器時代に,北方のカラフトを経由し

て南下,そ れが日本海沿岸の文化に強 く影響を及

ぼしたとの説が有力になってきた。ことに真脇遺

跡 (能登),鳥浜貝塚 (若狭)な どの発掘調査
1)が

進み富山から島根に広がる玉造遺跡などの遺物研

究が進むにつれ,北回り文化の研究が見直される

ようになった。

北回り文化の源である東シベ リアのアムール川

(黒竜江)流域で,多 くの遺跡を発掘調査 している

ソ連科学アカデ ミーシベリア支部主任研究員デレ

ビヤンコ氏の研究
2)に よると, 日本の石器文化と

シベリアの石器文化に類似の点が多 く,北回わり

ルー トの解明に示唆を与えている。東日本の石器

分布は, 日本海側は中部まで広がり,縄文時代は

圧倒的に東 日本が優勢で,東西の人口比は
3)9対

1と いわれている。これは食糧資源との関連が見

のがせない。東日本の河川には,サケ,マ スが回

帰 して動物たん白質の供給を豊富にし, ドングリ

など木の実の多い落葉樹林が広がっていた。でん

粉質食糧に富んだ自然であった。日本列島でサケ

が湖上 した歴史をみると,太平洋側では銚子 (千

葉県)を 南限としたのに対 し, 日本海側では,九

州まで広がっていた。

トーテムボールのような柱,土製仮面,東北北

部にしかないとされた円筒土器群など,縄文時代

4千年の歴史を蓄積 していた能登・真脇遺跡も,

北からの影響が強いとされている。ここでは,直

径 90 cmも ある太い柱根を伴 った大型建築跡が

見っかっていた。他の日本海北部豪雪地帯でも同

じような大型住居跡が出土 している。直脇遺跡で

は,対馬暖流に乗ってやってくるイルカの大群を

取 った形跡があり,能登は 5千年前の北と南の文

化の出合ったところとみられる。

これらの諸条件が,縄文時代の生産力を支えた

ことはいうまでもない。さらに縄文中期になると,

焼畑農耕
4)が

関東・ 東山 。中部地方に一般化 した

ようである。昭和初期に考古学者大山柏氏によっ

て開発された打製石斧を土掻きと推定, これが無

数に出土 したことから焼畑農耕の一般化を示唆 し

た。焼畑農耕の作物としては, ノ`バ, アワ, ヒエ
,

マメ類の出土例がある。ソバ属には,普通ソバの

他に, シャクチ リソバ (宿根ソバ), ダッタンソバ

(ニ ガソバ)がある。埼玉県真福寺泥炭遺跡から緑

豆 0ヒ ョウタン, ゴマなどと一緒にソバ種子が出

土,長野県野尻湖からはダッタンソバの花粉化石

が出土, ウ リ科植物の種子が出土 した遺跡は 110

か所を超える。 うちヒョウタン仲間 (ユ ウガオ
,

フクベ,ヒ ョウタン)の種子は縄文前期の鳥浜 。大

坪 (千葉県)。 多古田 (同)遺跡から出土 している。

長野県富士見町の竪穴から出土 した石皿にパン状

の炭化物がついているのは,でん粉質の食物をと

っていた証拠であると,藤森栄一氏 (故人)は断

定,尖石遺跡にみられる大集落を支えたのは,焼

畑農耕の生産力であるとしている。

このように,縄文中期には,社会的生産力が高

まり,人口が増大 してくると,土器の生産にも活

気があらわれ,火焔土器や安産土器などが現われ,

山梨県須玉町津金御所前遺跡 (中 期)か らは
,

「把手部に人間の顔をつけた土器」が出土 した。

縄文晩期に入ると,画期的な稲作遺跡が現われ

る。まず,福 岡市・ 板付遺跡は,1978年 の発掘

調査により,土器を伴なう水田跡が,夜臼 (ゆ う
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す)式上器が出上 した層の下で発見された。 この

時期の耕土か らは炭化 したモミや米 (ジ ャボニカ

型),木製農具,収穫用の石包丁 も出土 した。人

の左足の足跡 (長 さ 20 cm)も 発見された。佐賀

県唐津市 0菜畑遺跡からも,縄文晩期後半の層か

ら水稲栽培を示す畦と水路,炭化米,石包丁など,

その上の層から木製クワ, エブリなど農具が見つ

かった。

縄文晩期後半の層は,土器の形式からみて板付

より古 く,半世期ほど遡ぼる。稲作と同時に大陸

系の磨製石器が伝わったことを示す片刃石斧や石

鏃,織物技術が伝わったことを示す紡錘車や布目

のある土器が晩期後半の層から出土 した。福岡県

糸島郡曲り田遺跡でも,昭和 56年発掘調査で農

耕生活を示す住居跡などが公表されたが,北部九

州の縄文稲作遺跡は,点から面へと拡がった。

イネ科に属する穀類には, コムギ,大麦, ヒエ
,

アワ, トウモロコシ,キ ビ,モ ロコシなどがある。

イネ科植物は,他 の植物群にくらべて,ケ イ酸

(Si02)を多 く吸収 して体内に蓄積する。 このケ

イ酸は,植物体内の特殊な細胞の壁に集中して蓄

積される。普通の細胞はセルローズの細胞壁に包

まれているのに対 し,イ ネの特殊細胞はガラス質

のケイ酸でできている (植物ケイ酸体)。 植物が枯

れて地中に埋まると,有機物部分は酸化され分解

してしまうが,植物ケイ酸体は, こわれず土粒子

の一種となって残る。これをプラント・ オパール

という。日本列島に野生稲はないから,遺跡から

イネのプラント・ オパールが出土すれば,当時何

らかの形で稲作が行われていた可能性が強い。堆

積 した土層中の土粒子は簡単に移動 しないから,

他からまぎれ込んだリミミズやアリなどによる移

動 も考えられない。最も確実なことは,縄文土器

からプラント・ オパールが検出されることだ。そ

の例として縄文晩期の熊本県上ノ原遺跡出土の縄

文土器か らプラン ト・ オパ ールが検出された

(昭和 50年 )。 また同県上南部 (か みなべ)遺跡か

ら出土 した土器からもプラント・ オパールが検出

され,縄文晩期初頭 (約 2800年前)の熊本地方に

稲作が行われていたと推定される。

イネの一つの花には約 8千個の花粉ができる。

そこで沼や湿地性堆積物を対象とする花粉分析を

行って稲作の検証をするが,そ の場合,数百か所

の分析例から,水田に含まれるイネ花粉の比率が
,

その他の草木花粉に対 し30%以上の所であれば,

集約的稲作が行われていたとみてよい。唐津市・

菜畑遺跡では,夜臼式よらも更に古い山ノ寺式土

器包含層からイネ花粉が発見されている。 このこ

とは板付の最古のイネ花粉 も夜臼式土器の示す時

代よりも古い時代のものの可能性が強いことを示

す。稲作の伝播は,稲作技術を持つ人々の移動 ,

先住民との交流のくり返 しに加えて気象条件の要

素がある。北九州の基点から中国側瀬戸内,奈良

盆地を経て浜名湖に至る線の南側地点では,大体

3千年前 (一時的植生破かい期に相当)こ ろから時

を同じくして稲作が始まり,気候悪化期を過ぎた

約 2千年前から稲作地帯は北方へ拡大 したとされ

ているが, 日本海側の考古学的研究が進むにつれ,

稲作の伝播経路は, 日本海沿岸伝いという考え方

を可能とする事象が発見されつつある。 日本海側

の北陸地方 (富 山・石川・福井)・ 新潟・ 山形 0秋

田など今日の米産地が根強 く残っているのも偶然

ではなく,歴史的所産ともいえる。

1)能登半島の先端に在る真脇遺跡は,59年度以降,

本格的調査して驚いた。出土した巨大な木柱根,入
れ墨してマユをつり上げた奇怪な土製仮面,朱塗り

精巧な石棒,妊婦土偶,土器類 2千箱分,百頭以上

にのぼるイルカの骨,舟のカイなど種類は雑多。し

かも縄文前期 (約 5500年前)か ら晩期 (約 2000年

前)に わたる遺物が途切れることなく地下 3mま
でぎっしり埋まっていた。まさに「縄文の缶詰」。

ところがなぜか住居跡らしいものは殆ど出土してい

ない。最下層からイルカの骨とともに,長 さ 2.5m
の彫刻のある柱が出土。これを「イルカの霊を送り

次の回済を願う墓標」とみれば,縄文人の祭りの場

所,聖地であったともみられる。梅原猛氏 (京都芸

大学長)に よると,「真脇遺跡が宗教遺跡であるこ

とは, この遺跡が当時の住居がぶつうある丘の上で

なく,波うち際にあり何度か津波に会った跡があり,

出土品も日常生活用具とは考えられないものが多い。

ここでは縄文時代の最大の宗教儀式たる動物の霊送

りの儀場であったと考えられる。アイヌの熊送りに
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その思想の名残りが見られるように。日本各地とく

に表日本で多くみられる貝塚も,霊送りの場所であ

ったという説もある (梅原猛氏は「荘厳な霊送りの

祭場 。古代学に心の視点を」と題して論文を発表し

ている。59年 1月 18日 ,朝 日新聞)。

鳥浜貝塚 (福井県三方町)は,福井県三方五湖の

一つ三方湖の南, はず川と高瀬川の合流点 3,600平

方 mに広がる低湿地遺跡で,遺物のすべては水面

下に埋もれ,地表下 3.5～6mの厚みで遺物層が積

み重なっていた。縄文前期の地層から深紅に輝く赤

漆塗りのクシ,土器 。木器などの破片多数出土。こ

れらの出土品で, 日本の漆の歴史は一挙に3千年も

遡った。さらに出土品には, ヒョウタン, エゴマ
,

シソ,緑豆など,外来植物の種や皮が大量に出てき

た。 ヒョウタンは西アフリカの原産, 日本に野生種

はない。アズキに似た緑豆はインド原産。これらの

外来植物は人手をかけなければ生育しない。貝塚か

らこれらの残がいが出ている。鳥浜人は食用目的に

栽培したようだ。彼らはこれら一連の外来植物の種

子をいかにして入手 したのだろうか。数次にわたり

遺跡発掘調査に当った福井県立若狭歴史民俗資料館

長森川昌和氏は,「縄文時代に大陸から日本に渡来

した人々が種子を持ち込んだ」と推定している (59

年 5月 14日 , 日本経済新聞)。

鳥浜貝塚から出土した石器,ヤ ジリ,ナ イフなど

には,若狭にはない石材が利用されている。サヌカ

イ トという素材は奈良県二上山と香川県の二か所,

黒曜石は隠岐島産のもの。鳥浜人が国内交易の意

欲を示し,春は丸木舟を湖に漕ぎ出し抱卵したコイ
,

フナ,モ ロコなど漁獲, 日本海へ乗り出し, タイ,

マグロ, クジラなど追いかけた形跡がある。

2)デ レビヤンコ氏は,59年 9月 28日 から金沢市で

開かれた北陸経済調査会主催の環日本海金沢国際シ

ンポジウムに招かれ来日,朝 日新聞のインタビュー

に応 じて述べられた内容である (59年 9月 27日 ,

朝日新聞)。

3)国立民族学博物館の小山修三氏は,縄文時代の遺

跡の分布状況を統計的に処理することによって,縄

文時代の地区別 。時期別人口と密度を算出した

(昭和 59年 )。

第 2表 は,縄文・弥生時代の唯一の人口統計とし

て引用されている (大 日本農会『農業』1238号 )

が,上智大学・鬼頭宏助教授は, この統計を根拠に縄

文時代早期の日本人口は約 2万人,前期 11万人が

中期 26万人をピークに後期 16万人に落ちこんだ。

第 2表 縄文時代の人口と密度 単位1人

前 期 中 期 後 期 晩 期 弥生期

東

関

ゴヒ

中

東

近

中

四

九

畿

国

国

州

北

　

東

部

　

海

Ю

６

∞

磁

Ю

０

Ｌ

∝

Ｌ

Ｑ

　

α

陸   4,200  24,600  15,700   5,100  20,700
(0.17)  (0.98)  (0.63)  (0.20)  (0.83)

∞
め

∝
０

∞
つ

２
０畑

め
４

∝
∞
０

ａ

α

錮
．

1,200
(0.04)

200
(0.01)

(0.07)

2,700
(0.14)

000  58,800
06)  (1.84)

500  30,100
03)  (1.58)(0.

5,600   5,300  10,100   6,300 105,100
(0.13)  (0.13)  (0.24)  (0 15)  (2 50)

全  Eコ  105,500 261,300 160,300 75,800 594,900
(0.36)  (0.89)  (0 55)  (0.26)  (2 02)

注)( )内 はl km2当 り人口密度。

寒冷化のため中期人口の 96%は ,福井と愛知を

結ぶ線より東の地方に住んでいた。人口密度でも東

北南部,関東地方,中部山岳地帯などは全国平均の

2倍以上なのに,西日本は極端に低い。これは食糧

資源と関連があるとし,縄文人は必要カロリーの半

分ぐらいクヌギ, ナラ, クリ, トチ.シ イ, カシな

ど木の実からとっていた。これらは東日本に多い落

葉広葉樹林の産物,西日本は昭葉樹林が多く,木の

実の生産性も低い。関東 。東北はサケ,マ スの遡上

が多く漁獲も簡単。ところが弥生時代になると稲作

農耕が始まり人口分布に劇的な変化が見 られた。

鬼頭 宏「日本の人口」『文芸春秋』 1984年 3月

号。

4)焼畑農耕については,木村著『原始の農耕文化』

59頁以下。

3.弥生稲作の発展過程

九州に稲作が始まっていたことは,弥生時代以

前の縄文晩期に遡ることは前項に述べた。弥生前

期には,そ の稲作が青森県に達 していたという驚

異的事象が現われた。

青森県田舎館 (い なかだて)村 0垂柳 (たれやな

ぎ)遺跡を,東北学院大学・ 伊東信雄教授 らが発

掘調査 (昭和33年)し たところ 2百粒以上の炭化

米が出土 した。その他各地遺跡からもモ ミ痕のつ

いた土器が発見されたことから,伊東教授 らは
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「青森県にも弥生文化が波及 し稲作が行われてい

た」と主張されたが,考古学界では,「南の地方

から持ち込まれたもの」として否定 した。ところ

が,昭和 56年秋国道バイパス建設に先き立つ試

掘調査で,表面を火山灰で覆われた弥生中期末

(約 1900年前)の 水田跡が発見され,57年度に同

じ時期の水田跡が 294枚 も検出された。これで

東北北部にも弥生中期末までには稲作文化が波及

していたことが確認された。

弥生時代の水田跡が発見された例は,箱根以北

で は,52年 か ら発掘調査が進 め られた群馬県

高崎市の日高遺跡がある。浅間山の噴火による火

山灰堆積の下から平安時代その下から弥生時代の

水田跡や弥生人の足跡 (身長 161 cm,ヤ セ型の人

物のものと推定)が見つかっている。弥生期の稲

作遺跡は,西 日本には数限りなく発掘調査されて

いるが,東 日本とくに東北各地となると問題があ

る。その伝播過程が課題となる。

昭和 61年 10月 18日 , 日本考古学協会大会が

青森県八戸市で開かれたが, この大会の基調報告

で,弥生時代の稲作農耕は,東北地方でも西日本

とほぼ同じ時期に始まっている可能性が極めて強

いことが報告された。その根拠について,概要を

述べよう。

まず,奈良国立文化財研究所の佐原真研究指導

部長 と工楽普通集落遺構研究室長の二人が,61

年夏,東北各地で弥生時代初期を特色づける遠賀

川系土器の分布を調査 した結果これまで厳 しい自

然環境などを理由に,東北では遅れたとされた稲

作農耕が, 日本海を北上 した弥生人の手で,い っ

気に日本全土に伝わったことが分かった。これは,

弥生前期の遠賀川系土器の分布が,青森県他数遺

跡から出土 しているからである。

東北地方の稲作の開始については,すでに①

伊東信雄東北大学名誉教授が,昭和 32年 ,青森県

田舎館遺跡から炭化米,米のモミ痕のある土器を

発見,弥生文化の存在を主張 していること。②

昭和 56年 ,青森県垂柳遺跡で弥生時代中期の水

田跡が発見され,東北地方にも弥生文化が定着し

ていたことが再認識された。しかし,時期はどの

くらい遡ぼるのか,伝播のルー トは,太平洋側か

日本海側か,な どの解明が課題になっていた。③

奈良国立文化財研究所佐原部長らが遠賀川系土器

の分布調査に踏み切 ったのは,58年青森県立郷

土館で開催された弥生時代特別展の資料のうち,

青森県松石橋遺跡 (八戸市)の土器が弥生時代前

期中段階に属する遠賀川系土器と確認され,そ の

後各地で同じような出土例が報告されるようにな

ったからである。この調査の結果
1),④

東北最北

端の青森県だけでも松石橋遺跡,是川遺跡 (い ず

れも八戸市)な ど六遺跡で同系の土器を確認。新

潟県下で未確認のほか,石川,富山,山形などの

各地で遠賀川系土器が確認されたという。佐原部

長によると,東北で亀ケ岡文化を生んだ縄文人と

稲作をもたらした弥生人がいっしょに生活,遠賀

川系土器を作っていた。今後この時期の水田跡が

発見される可能性が高い。稲作農耕が東北まで伝

わったルー トについては (イ)山 口県綾羅木遺跡 ,

石川,富山で出土 した遠賀川系土器の文様,製法

が似ていること,(口)太平洋側の遠賀川系土器の

分布が伊豆七島・新島や神奈川県以東に及んでい

ないことなどから, 日本海側を北上,広がったと

みられる。

青森県弘前市三和の砂沢 (す なさわ)遺跡で弘

前市教育委員会が,4年がかりで発掘 した水田跡

二枚が,弥生時代前期 (紀元前 2～ 3世紀)の もの

であることが,昭和 63年 2月 6日 までに確認さ

れた。この発掘を指導 したのは,青森県考古学会

長・弘前大学教授村越潔氏。これまで日本最北の

弥生中期水田跡とされてきた同県南津軽郡田舎館

村の垂柳 (たれやなぎ)遺跡を,150年以上遡ぼる

砂沢遺跡で水田跡が発見されたことは,稲作が地

理的・時間的にも北上 していたことを示すもので

ある。

砂沢遺跡 は,弘前市か ら北へ約 20 kmの 砂沢

池の底にあった。岩木山麓の平野部に位置し,池

の広さは約 37 ha。 江戸時代から農業用水に使わ

れてきた。池底の土が畑の客土用に採掘され,遺

構が壊される恐れが出たため,村越教授 らの指導

で弘前市教育委員会が昭和 59年から発掘調査を



進めてきた。水田跡は池の西寄 り,池底から 50

cm～ lmの地層,長方形に区切 られており,大
きい方は 15m× 6mで面積約 90平方 m。 小 さ

い方が 10m× 7mで約 70平方 m。 周 りを途切

れ途切れに畦畔で囲み,水田の縁に幅約 1.5m,

深さ約 60 cmの 水路を 30～40mめ ぐらしていた。

さらに 5本の小さい水路が枝分かれしていた。水

田面付近の土壌のなかに,イ ネに含まれるガラス

性物質のプラント・ オパール (機動細胞珪酸体)が

検出されたが,そ の量の少なさから,永続的稲作

でなく,実験的な短期の試作ともみられるという。

水田面の地層や水路からは,弥生前期の土器で

ある砂沢式の浅鉢やツボ,カ メ類が多数出土 した

ほか,土偶や人面の土版,石鏃,石刀など縄文時

代の伝統を残す出土品が同じ地層から見つかって

いる。このことは,砂沢遺跡が縄文晩期から弥生

前期への過渡期の遺跡であることを示している。

水田跡が見つかったのは,62年 9月 ごろであ

ったが,当初は江戸時代のものと軽視されていた。

ところが同遺跡から出土 したツボ, カメなどの土

器類が含まれていた土層の下に水田の用水路がも

ぐり込んでいたことから,弥生時代前期の水田跡

と確認された。 こうしたことから村越教授 らは,

弥生前期に短期的にもせよ稲作が行われていたこ

とが裏付けられたとしている。砂沢遺跡の南東約

20 kmの 同県南津軽郡田舎館村 には,垂柳遺跡

があるが,村越教授は,砂沢は垂柳より150～ 200

年前後古い。弥生前期の水田跡と判定 している。

さて,稲作が日本に上陸したのは,紀元前 4～ 5

世紀ごろとされている。弥生前期までの水田跡は,

佐賀県唐津市の菜畑 (な ばた),福岡市の板付 (い

たつけ),岡 山市の津島江道などの各遺跡で発見

されているが,伊勢湾以東の東日本, ことに最北

端の青森県下で発見されたのは初めてである。

以上の発掘情報
2)に

対 し,奈良国立文化財研究

所埋蔵文化財センターの佐原指導部長は, コメン

トしてつぎのように述べている。

「西日本の弥生前期の土器と同 じ特徴をもっ土

器が,数年前から東北各地で見つかっているので ,

当然当時の水田跡も発見されると思っていた。稲
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作の伝播は,太平洋岸では,い ったん名古屋でと

まったが,一方 日本海側ではいっ気に近畿から青

森まで北上 していったことを,今回の発見が示 し

ている」としている。近畿での稲作本格化から砂

沢への到達 までせいぜい 20～ 30年以内だったの

ではないか。両地方の水田遺跡の出土土器の比較

からそう考えざるをえない。教科書などでは,東

北地方での稲作開始は,西 日本よりずっと遅れた

とされているが, こんどの発見で書きかえが必要

だと思 うと,佐原真部長は述べている。

日本海側の遺跡からは,稲作の盛行を示す出土

品が少なくない。その一例として「おにぎり型炭

化米」がある。石川県能登半島の鹿西町金丸杉谷

の杉谷チャノバタケ遺跡。ここから弥生中期のも

のと推定される三角おにぎり型をした炭化米が見

つかったと,同県埋蔵文化財センターが,62年
12月 22日発表 した。同遺跡は,眉丈 (び じょう)

山地 の丘陵 (標高 55～ 104m)に あり,縄文時代

から江戸時代にかけての複合遺跡。同センターで

は 62年 4月 から約 4千平方 mを発掘調査 した。

出土
°
したのは,狩猟用の落とし穴 (縄文時代),竪

穴 (た てあな)式住居跡 (弥生時代)な ど多数。 こ

の遺跡は弥生時代後期の高地性集落と確認された。

炭化米は,西側に位置する斜面で見つかった。弥

生中期の竪穴住居跡内の壁際に近いところから出

土 した。底辺約 5cm,高 さ約 8cm,厚 さ 3.5

cmの細長い二等辺三角形をしている。人の手に

よって調理されたもので米粒が内側で一部つぶれ

ていた。縄文晩期終わりごろの炭化米出土例はあ

るが,お にぎり形をした炭化米は,福井市萌生田

(あ そうだ)遺跡で確認されたことがある。この遺

跡は江戸時代のものとの説がある。弥生中期の杉

谷チャノバタケ遺跡から出土 した「おにぎり形炭

化米」はおそらく日本最古のものとみられる。

1)こ の調査結果については,昭和 61年 10月 19日

付朝日新聞, 日本経済新間に報道されている。

2)こ の発掘情報については,昭和 63年 2月 7日・

朝日新聞,同月8日 。日本経済新聞に報道されてい

る。

古代農耕文化の発掘



4.古代社会の交易条件 (結びにかえて)

最近,北海道伊達市の縄文時代晩期
1)の

有珠 10

遺跡で,南海産の貝「オオツタノハ」の腕輪 (約

2千 3～ 4百年前の製造)をつけた人骨が発見され

た。この貝は伊豆諸島・ 奄美諸島以南に分布 して

いることから縄文晩期に北海道と西日本の間で人

的・物的交流があったことを示すもので,札幌医

大解剖学の百々 (ど ど)幸雄教授 らグループの調

査で分かった。人骨は 63年 8月 8日縄文晩期の

墳墓か ら発掘,深 さ約 60 cmに 二体が上向きに

頭と頭を互い違いに埋葬されていた。二体はそれ

ぞれ六個と二個の貝輪を左腕に付けていた。オオ

ツタノハは一点 (く りぬき型)だ けで,残りはベ

ンケイガイ (本州以南の産)が六点 (く りぬき型五,

組み合わせ型一)と マツバガイ (同)一点 (く りぬ

き型)。 貝輪装着の人骨出土は,全国で 29遺跡で

50例 あるが,東 日本では 10数例 しかない。北海

道では初めてである。オオツタノハは腕に装着さ

れた状態で見つかったことはなく,他の発見例は,

いずれも貝塚から出た。縄文遺跡で発見されたの

は西日本 。関東に多 く東北では岩手県花泉町の貝

鳥員塚で見つかっているだけである。

このように,南海産の貝が装身具に利用された

のは,他の石器類材料にみられるように交易ルー

トが案外開かれていたことを示すものである。

日本の旧石器時代から縄文時代を通 じ, さらに

は弥生時代・古墳時代にわたり,列島にはさまざ

まな血と文化が渡来した。

ソ連科学アカデミー・ シベ リア支部研究所のデ

レビヤ ンコ・ エフゲーニア・ イヮノバ研究員
2)

(考古学)に よると,初期鉄器時代のポリツエ文化

は,紀元前千年ごろ始まり発掘によって, コムギ,

キビなどの農耕と狩猟・ 漁労・機織 りなどの文化

内容が明らかにされている。ァムール川中流域か

ら沿海州へ と広がり,紀元前 3～4世紀までつづ

いた。日の広い土器,鉄の斧,石すき,粘土製紡

錘車など主要な遺物が, 日本の弥生時代のものと

そっくりで,違いはポリツエに稲作がない点であ

る。ポリツエ文化の広がりが,西から東へ動いて

いること。日本の弥生時代が約千年おくれて始ま

っていることから, ソ連では,弥生の祖先はポリ

ツエであるとしている。日本で稲作が青森県まで

北上したのと並行して,沿海州でも稲作が北上し

ていること。朝鮮半島へ南下 して行ったポリツエ

文化人が,途中で稲作を採り入れ日本に渡ったと

している。ソ連人類学界では,弥生人とァムール

川流域を本拠とするツングース系民族との類似を

指摘している。これらの説に対し,同志社大学森

浩一教授 (考古学)は ,「 日本には,弥生文化は南

方系という固定観念がある。稲という基本的な要

素は南方系だが,大きな役割を果たした北からの

人々がいたという二重構造の考え方が,今まで出

来なかった。弥生を特徴づける銅剣などは,明 ら

かに東北アジアから南下 したもの。日本海をめぐ

る各地から複数の刺激を受けて日本文化が成り立

っているという考え方は,弥生時代以外にも必要

な基本的な視点である」とコメントしている。

今日では, 日本海側を裏日本と呼んでいるが,

古代社会では日本海側が表日本で太平洋側が裏日

本であったといえる。人と物の流れが日本海側が

主流をなしていた観がある。日本海の真脇遺跡か

ら出土 した巨大柱根は,当時の縄文人が交易上の

標識として建造した跡 (後世の燈台代り)であろう。

鳥浜貝塚から出土した丸木舟は沿岸交易の名残り

であるとみる。後世 0北前船は日本海交易の古代

中国

第 1図  日本列島に来た人と文化の流れ

を偲ばせる。日本列島へ東漸 した人と文化の流れ

は,北回リルート,南回リルートの他に朝鮮半島

ルー ト,対岸ルー トに大別できよう。 この多元性

が,最近の考古学界・文化人類学界の新説とみら

れる。

ソ連

韓

本  海島
日



氷期が支配的であった旧石器時代は,列島の概

念より,氷上陸つづきであってみれば,人と文化

。鳥獣の移動に阻止条件はない。日本海の相貌 も,

海進少なく,人 と文化の移動を容易にしたであろ

う。日本海側には千潟が多 く交易に役立った。

弥生時代最大の特徴である稲作の発展過程をみ

ても,原産地の南支・ インド (バ ングラデシュ)地

方か ら江南へ3),他
方 ジャワ方面へ分化 した。江

南から南鮮を経て九州へ,あ るいは直接九州へ
,

又は南方諸島から島伝えに沖縄諸島を経て南九州

へ (主に赤米)広まった (南回リルート)。 九州へ伝

播 した稲作は日本海側をいっ気に北上 して青森に

達 した。北回リルー トや対岸ルー トで縄文時代に

根づいた穀物は,ア ヮ, ヒエ,モ ロコシなどであ

ろう。朝鮮半島北部には,火 田民 (焼畑農耕,畑

の字を分解すると火田となる)が多 く,稲作やワラ

を利用の農耕儀礼はない。ソバ)ム ギ,ア ヮ, ヒ

エ, コウリャンなど雑穀を生産 したようである。

旧石器時代後期に東日本に栄えた細石刃文化は
,

イルクーツク大学の調査によれば,バイカル・ ザ

バイカル地方で 3万年前に生まれた細石刃文化が,

徐々に東方へ拡散 し,1万 3～ 4千年前,東北日

本へ到着 した。この細石刃文化の担い手たちが,

その後の日本列島人 (縄文人)の成立に大きな役

割を果た したとしている (こ れも北回リルート)。

大阪医大松本秀雄教授は, 日本人の血液型遺伝子

から日本人のもつ遺伝子は,バイカル・ ザバイカ

ルに居住するブリヤー ト族を中心に流れてきたも

ので日本民族の起源に関係があるとしている。

なお弥生前期には石器から金属器
4)に

接近,生

産性を高めた。

1)札幌医大調査団は,3年前から伊達市有珠 10遺

77

跡を発掘調査中であったが,63年 4月 8日 1700～

800年前の墳墓から,九州で作られたとみられる貝

製の腕輪など装飾品を発見 したと発表した (63年

4月 8日 )。 南海の貝輪発見について「縄文時代ブ

ランド品の交流」と朝日は報道 (63年 8月 23日 付)

している。

2)デ レビヤンコ氏は,59年 9月 28日 から金沢市で

開かれた北陸経済調査会の環日本海金澤国際シンポ

ジウムに招かれて来日,朝 日新聞のインタビューに

応 じて述べられた内容である (59年 9月 27日付朝

日)。

3)京都大学渡部忠世教授 らの研究によれば,① 揚

子江下流域 (江南)か ら北九州や南朝鮮へ同時に至

るルー ト。② 准河 (わ いが)流域ないしは山東半

島の基部あたりから朝鮮半島西 。南部を経て北九州

に至るルー ト。③ 台湾 。沖縄から奄美 (あ まみ)

諸島を経て南九州へ至るルートを挙げている。『稲

のアジア史』(小学館)。

4)日本には,鉄器文化に先行する青銅器文化はなく,

石器から鉄器へ躍進したとされているが, この過程

に銅鐸・銅剣・銅矛などが生産された形跡が明らか

である。

銅鐸は弥生前期末から後期に造られた青銅器。農

耕にかかわる祭器とされ,全国で400個見つかって

いる。銅剣は全国各地で約 310本 出土。ところが 59

年 8月 18日 鳥取県斐川町荒神谷遺跡から350本出

土,出雲地方を中心とした独自の文化圏が存在した

との説が有力となった (同 日付朝日新聞)。 銅矛に

ついては,佐賀県千代田町姉貝塚遺跡から弥生中期

の銅矛鋳型が出土している。

58年秋京都府峰山町扇谷遺跡から金属塊が発見

されたが,島根県安来市治金研究所の分析で,砂鉄

から精錬された鉄原料をさらに鉄器に加工する際に

生じた鉄滓と判明。鉄器の生産が弥生前期末に行わ

れた証拠とされている。

受付

受理

昭和 63年 9月 7日

昭和 63年 12月 15日

古代農耕文化の発掘
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