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直亘日本列島において，一万年あまりにわたって栄えた縄文文化は，狩猟採集民の文化としては比較

的高い定住度によって特徴づけられる，と考えられてきた。その主たる根拠としては，大集落，大員塚，

墓地.祭紀遺構などの存在や，遺跡密度の高さなどがあげられている。しかし，縄文時代の人々の定住度

が実際にどの程度のものであったかについては，研究者の問でも議論が多L、。特に，近年.青森県三内丸

山遺跡や北海道中野B遺跡などの大規模な縄文集落の発見が相次いだ結果，定住度を含めた縄文文化の性

格があらためて論議を呼ぶこととなった。

縄文時代における定住の問題を級ったこれまでの論考の多くは，竪穴住居の普遍化や大型集落の出現を

定住の指探とみなし，定住のはじまりの文化的意義を論じている。これに対し，本稿では，定住の意義を

論じるためには，狩Jlii採集活動を含めた生業・集落システム全体の解明が不可欠であるとの立場から，縄

文時代における定住の問題を考える。具体的な縄文時代の資料を分析するに先立ち，本稿の前半では，狩

猟採集民の集落・生業システムについて考える。後半では，関東地方における縄文時代前期諸磯式j伺の資

料を用いた事例研究を紹介し，考古資料からどのようにして定住の問題にアプローチできるかを考える。

1. はじめに

人類史における定住のはじまりは，考古学者に

とって，いくつかの点で興味深い問題である。

1950-60年代頃までは，人類の定住化の過程は，

段耕の開始と深い関わりがあると考えられてき

たい。このような解釈では.民耕民の前段階に位

置づけられる狩猟採集民の定住化は，人類史にお

ける例外として顧みられることが少なかった。

ところが，近年，世界各地で，考古資料および

民族誌資料の両者に基づいて，定住度の高い狩猟

採集民の存在が推測されるようになった。こうし

た資料の増加に伴い.何人もの考古学者が，定住

化の過程を段緋の開始と切り離して考える必要性

を主張しはじめた〔参考文献43)(以下 ( )内は

参考文献)。このような研究の流れのなかで，人

類史における，移動的な狩猟探集民から定住的な

狩猟採集民への移行が，大きな注目を浴びるよう

になった。

日本列島における定住のはじまりは，このよう

な研究の枠組の中で考えた場合，きわめて興味深

い事例である。土器の使用や精巧な装飾品の存在
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で知られる縄文時代 (約13000-2300b.p.)の文

化は.狩猟採集民としては高い定住度によって特

徴づけられる，と考えられてきた。その主たる根

拠としては，大集落・大貝塚・墓地・祭紀遺構な

どの存在や，遺跡密度の高さなどがあげられてい

る。しかしながら，純文時代の人々の定住度が実

際にどの程度のものであったかについては，研究

者の聞でも議論が多L、。特に，近年，背森県三内

丸山遺跡 (41)や北海道中野B遺跡 (24)などの

大規模な縄文集議遺跡の発見が相次いだ結果，定

住度を含めた縄文文化の性格が，あらためて論議

を呼ぶところとなった。

縄文時代における定住の問題を扱ったこれまで

の論考の多くは，竪穴住居の普遍化や大型集落の

出現を定住の指標とみなし，定住のはじまりの文

化史的意義を論じている 〔たとえば 1，39，53)。

これに対し，本稿では，定住の意義を論じるため

には，狩Jii(採集活動を含めた生業・集落システム

全体の解明が不可欠である J との立場から，縄文

時代における定住の問題を考える。具体的な縄文

時代の資料を考察するに先立ち，本稿の前半では.

狩猟採集民の定住度に関する研究上の問題点を整
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理するとともに，民族誌事例から見た定住的狩猟

採集民の特徴について考える。後半では，縄文時

代の人々の定住度について，セトルメント・パター

ンと定住度との聞に予測される関係を作業仮説と

して提示し，この仮説を前期諸磯式期の資料に適

用した事例研究を紹介する。

2.狩猟採集民と定住

(1)定住の定義と定住的狩猟採集民

狩猟採集民研究における定住 Csedentismある

いはsedentariness)の定義は，研究者によって

異なる。定住という言葉は，狭義には，年聞を通

じて同一集落に居住する，通年定住の集団に対し

て用いられる(3 ，39)。しかしながら，多くの研

究者は，定住の概念を広義に解釈し，一年のうち

の一定期間を同一集落で過ごす集団も定住と考え

る。たとえば，ケントは， rある集団が一年のう

ち6ヶ月以上を同一地点で過ごす場合は定住と考

えるべきであるJ (27， p.2)と主張する。このよ

うな，相対的に定住的な狩猟採集民を，季節的定

住，ないし半定住と呼ぶ場合もある(3 ， 27， 44， 

54)。
筆者は，季節的定住は通年定住と混同されるべ

きではないと考えるので，本稿では両者を区別し

て扱う。ただし， r定住的狩猟採集民』という言

葉は，通年定住，季節的定住の両者に対して用い

ることにする。

(2)定住的狩獄採集民とコンプレックス・ハンター・

ギャザラーズ

定住的狩猟採集民の研究と不可分の関係にある

のが，狩猟採集民における文化の複雑性 Ccul-

tural complexity)の概念である。この概念は，

社会階層化の萌芽と密接に関連すると考えられる，

ー速の文化的特徴に対して用いられる。具体的に

は， (1)季節的ないし通年定住， (2)生業活動の集約

化， (3)食料の貯蔵， (4)高人口密度， (5)洗練された

物質文化，などがあげられる。このような文化的

特徴を有する狩猟採集民を，コンプレックス・ハ

ンター・ギャザラーズ Ccomplex hunter-

gatherers)と呼ぶ (43)。

ここで問題になるのは，定住の度合と他の文化

要素(生業・人口・社会階層化等)との相互関係

である。定住を段耕文化のー要素とみなし，定住

的狩猟採集民を例外的な存在と考える伝統的な視
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点では，狩Dii採集民の定住は，野生の食料資源が

きわめて豊富な恵まれた地域でのみ起こり得る，

特殊な現象と考えられてきた。ビンフォード (8，

p.202)は，このような考え方を「エデンの園仮

説」と呼ぴ，その妥当性に疑問を投げかける。彼

の研究(6， 7)では，定住の度合は，資源の絶

対量よりも，むしろ資源の季節的な変化および地

域的な分布の片寄りと深い関係にあることが論じ

られている(次項参照)。同時に.狩猟採集民の定

住が食料の貯蔵と深い関係にあることも，多くの

研究者が指摘するところである (49，51)。

他の研究者は，人口庄の観点から，いわゆる

rエデンの図仮説』を批判する。コーエン (11)

は，定住，生業の集約化，社会階層化などの諸現

象は，狩猟採集民にとって好ましい選択ではなかっ

たにもかかわらず，人口増加の結果，やむを得ず

とられた処置であると主張する。このような考え

方は，生業の変化などの技術的な発展が人口増加

の原因になったと仮定する伝統的な視点と.真っ

向から対立する (11，p. 2 )。プライスとブラウン

(43)は，コーエンの説の重要性を認めながらも，

人口増加は，狩猟採集民文化の複雑性を可能にし

た条件のひとつにすぎず，原因そのものではない

と考える九

考古学者がこれらの普通的仮説の妥当性を検討

するためには，まず第一に.過去におけるさまざ

まな狩猟採集民の定住度を同定し，各文化におけ

る定住度と他の文化要素との関係を明らかにする

必要がある。このような個別文化に関する資料が

蓄積されることにより.狩猟採集長文化の複雑性

の全体像を明らかにすることが可能になる。定住

度の同定は，その第一歩である。

(3) 考古資料からみた定住的狩猟採集民

定住の考古学的指標としては.土器の使用，道

具サイズの重量化，築港の定型化.建物の規模の

拡大と構造の変化，墓地や祭紀遺構，ごみ捨て場

の存在等があげられている (44，54)。多くの考古

学者は，これらの指標を用いて，過去における狩

猟採集民の通年定住を推測してきた。

しかしながら，この方法を用いて狩猟採集民の

定住度を論じることには，ふたつの大きな問題点

がある。第一に，上記のような文化的特徴は，定

住と高い相関関係にはあるものの，これらの文化

的特徴が定住の証拠とは限らない。第二に，これ

(96 ) 
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らの指僚の多くは，季節約定住 ・通年定住の双方

に共通するものであるから，両者の区別が問題と

なる場合には. jJlJの方法が必要である。

定住度の問題を考える際に有効なアプローチの

ひとつとして.ビンフォードによるコレクターと

フォーレジャーのモデルがあげられる (6. 7)0 

このモデル自体は，フォーレジャー (移動的狩猟

採集民)とコレクター (定住的狩猟採集民)との

間における.生業 ・集泌システムの迎いを論じた

ものであるが.定住的狩00採集民のカテゴリー内

における，通年定住と季節的定住の相違を考える

際にも示唆に1irむ内容である。

フォーレジャー ・システムの特徴は，食料をそ

のBごとにレジデンシャル ・ベース (居住本拠地)

の近くで集め，貯蔵を行わない点にある。このよ

うな日々の食料獲得活動は，通常. レジデンシャ

ル ・ベースから約lOkm(徒歩で 2時間以内)の

範囲 (フォーレジング ・ゾーン)で行われる。フォー

レジャー ・システムは，食料資源の分布が季節的・

地域的に均質な環境下で一般的に認められる。

第 I図lま.年間におけるフォーレジャーの居住

形態を傑式化したものである。このシステムでは.

食料の貯厳を行わないので.フォーレジング ・ゾー

ン内にある食料を食べ尽くしたら.次の地点にレ

ジデンシャル ・ベースを移動しなければならない。

したがって，居住の移動銀度は，コレクターに比

べて相対的に高L、。この例では，年間に 9回の居

住の移動が行われている。

これに対し.コレクター ・システムは.食料資

源の分布が季節的 ・地域的に大きく変化する環境

に適応したシステムである。コレクター ・システ

ムでは.フォーレジング ・ゾーンにおける日々の

食料磁得活動に加えて，遠隔地に位置する食料を

鐙得するために資源獲得グループを送り出す。資

源彼得グループの行動範閤 (ロジステイカル ・ゾー

ン)は.通常， レジデンシャル ・ベースから半径

約20km以内の範閣であるが.時には50km近くに

及ぶこともある (26)。こうして集められた食料

は.後のために貯蔵される。

コレクターは，フォーレジャーとくらべると定

住的である。第2図は.コレクターの年間居住形

態を模式化したものである。この例では.大規模

な冬集落が*1の地点に形成され.集団の成貝は，

秋から審までの季節をこの集落で過ごす。初互に

なると同時に.村全体は.*2の地点に移動する。

(97 ) 

- 零舗酎揃噛
唱・rレジデンシャル・ベ-;<.

10km総 フォーレジンタ・ゾーン

決 ロケイシBン

廊 1図 フォーレジャーのセトルメ ント・ パターン
[ 6 より様式化

互の後半には，集団は小グループに分散し， 責3

の諸地点に小規模な集結を営む。

ピンフォード 6 によれば，フォーレジャー ・

タイプの狩猟採集民が残す遺跡、は.基本的には，

レジデンシャル ・ペースとロケイション (食料な

どの彼得場所)の二磁類である (第 l図)。 これ

に対し.コレクターは，これら二極類の遺跡に加

えて.フィールド ・キャンプ (資源獲得グループ

の一時的キャンプ).見張り場，貯蔵所など.多

憾な遺跡を残す (第2図)。

第2図に示したコレクターの居住形態は.典型

的な季節的定住狩猟採集民の例である。これに類

似する事例は.民族誌上，敬多く記録されている。

これに対し.通年定伎のコレクターの居住形態が

民族誌に記録されている例はきわめて少なL、。そ

のひとつとして，渡辺 (55)によって記録された

北海道十勝川流域のアイヌの事例があげられる

(第 3図)。 この例では. レジデンシャル ・ベース

は.年間を通じて周一地点に営まれる。 レジデン

シャル ・ベースの位置は，主要食料資源であるシ

ロザケの秋の産卵地点 (漁場)に近い場所である

と同時に，夏季のベニザケ漁にも適した場所であ

る。

この事例から明らかなように，狩自民採集民にお

ける通年定t主の居住形態は，第2図に示された季

節約定住のコレクター ・システムのヴァリエーショ
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的定住である。ここでは，定住的狩猟

採集民の代表としてしばしば引用され

る，北米北西海岸とカリフォルニアの

例を紹介する。

相対的な定住度の高さと集務規伎の

大きさで知られる北米北西海岸 (アラ

スカ南部からカナダのプリティ .~ シュ ・

コロンピア州.およびアメリカ合衆庖

ワシントン州 ・オレゴン州にまたがる

地成)の事例では，多くの場合，冬の

終わりから春にかけて.居住の移動が

記録されている。北米インディアン ・

ハンドブック第7巻 (補註 i参照)に

記載されている北西海岸地域の各グルー

プのうち.集落に関して比較的詳細な

記録がある事例では，例外なく .冬集

・ー予資意漬得グループのJレ司ト*1冬のレ汗ンシヤル・ベース
安2初夏のレジデンシャル・ベース
実3夏のレジデンシャル・ベース

落と夏集落との問の移動，あるいは夏

季における集団の分散が記されている。

海燦沿いのトリンギット (補註 1: 

DE LAGUNA). ハイダ (補註 l

o 10km 
ヒ===ゴ

フォーレジング・ゾーン
ロ フィールド・キャンプ
x ロケイション。見強り渇

企鰐積所

BLACK~IAX ).ティラムーク (補註 1: 

SEABURG and MILLER)，および.や

や内陸に位置するハイハイ.ベラペラ.

オーウェケノ (械設 1: HrLTON)， 

第2図 季節的定住のコレクターのセトルメント ・バター J カラプーユ (有Ii註 1: ZENK)などが

これにあたる。(61より様式化

ンとみなすことができる。第3図に示された事例

がi1!i年定住なのは，シロザケとベニザケという て

種類の主要食料資源の獲得が.同・集落から可能

であったという事情による。その証拠に.向じ 1-
勝川流撲でも， シロザケとベニザケの産卵地点が

綴れている地域では.冬集落とは別に，夏祭泌が

ベニザケの瑳卵地点近くに設けられる。この場合

には，当然のことながら.届住形態は通年定住で

はなく季節的定住である。

ここで問題になるのは.考古資料を用いて.jffj

年定住のコレクターを季節的定住のコレクターか

ら区別する方法である。この点をさらに検討する

ために.以下で.民族誌からみた定住的狩猟採集

民の事例を概観してみよう。

(4) 民族誌事例からみた定住的狩猟採集長:北米

北西海岸とカリフ才ルエアの事例

民族誌的研究において，定住的狩mi採集民とし

て知られる事例の多くは，通年定住ではなく季節
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ただし，同一部族に分類される集団のすべてが

同一の居住形態をとっていたとは限らなb、。同じ

トリンギ・yトの民族誌でも，オベーグ (40，p.70) 

の著占によれば.夏のサケ漁も冬集落から行われ

たとの記載がある。 したがって， トリンギットの

一部は通年定住であったと考えられる。デ・ラグー

ナ Oili註 1 : DE LAGUNA， p.228)によれば.オ

ベーグの著書は. トリンギットのうちでも北方の

チルカットを中心とした民族誌ということである。

北西海岸から南に下ったカリフォルニアでも.

季節的定住が民族誌事例の大部分を特徴づけてお

り，はっきりとした通年定住の記録は多くない

〔北米インディアン ・ハンドブック第 8巻:補註

2参照〕。 北西海岸地域と悶様に，カリフォルニ

ア地域も南北に細長く .紛度やその他の環境条件

によって，生業活動や居住形態、が大きく異なる。

特に.北方に位置するいくつかのグループは，カ

リフォルニアというより北西海岸的である (31.

p. 1 )。

(98 ) 
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砂 貴重聾縛ゲI~・プ由'I~ ト
，町 レジデ:;.，シャル・ベース
旬以::::フォーレジンタ・ゾーシ
ロ フィールド・キャンプ
)( ロケイシヨン

01Okm  

第3図通if:)E住のコレクターのセトルメント・パターン

上に不明の部分が多い。その理由としては，

他地域とくらべて，ヨーロッパ系の人々と

の接触が早かったことがあげられるo この

地域では， 18世紀後半にはフランシスコ会

の布教所が設けられており (32)，詳細な

民族誌が記録される以前に大きな文化変容

が生じたことがうかがわれる(補註 2

GRANT ; BEAN and SlvIITH)。
これらの例から明らかなように，北米北

西海岸からカリフォルニアにかけての定住

的狩猟採集民のうち，居住形態の詳細が知

られているものの大多数は，冬集落と夏集

落の両方をもっ季節的定住である。ここで

あげた季節的定住例の大部分は，大規模な

冬集落を営み，秋から冬のはじめになると

前年と同じ冬集落に戻ってくる。さらに，

墓地や祭前日遺構， ごみ捨て場の存在なども

一般的に認められる。言L、かえれば，考古

学的に見た場合，墓地や祭杷遺構などを伴

う大集落の存在は，通年定住の証拠ではな

く，季節的定住をも含めた定住的狩猟採集

民全般にみられる特徴と考えるべきである。

(55Jより様式化 上記の民族誌においてもうひとつ注目す

ショーク (46)は，カリフォルニアの諸部族の

うち，北方のユーロック (56)，カロック (31)， 

ウィヨット (31.33)は通年定住であった可能性

を指摘する。これらの諸部族は，ともにサケとド

ングリを主食料とし (補註 2: BRIGHT，pp.181-

182;ELSASSER，p.158; (56) ，p.185)，比較的狭いテリ

トリーを有していたことが知られている。同じ北

カリフォルニアのグループでも，南アサパスカン

と呼ばれる諸部族は，河川沿いに冬集落を設け，

夏季には丘陵部に分散する ((4) ;補註 2: 

ELEASSER)。
同じく北方に位置するトロワの場合には，上記

の諸部族よりも海産資源への依存度が高L、。グー

ルド(補註 2: GOULD)によれば， トロワは，年

間のうち 9-10ヶ月は海岸部の村に居住する。夏

から初秋には，居住者の大部分が村を離れ，サケ

漁とドングリ採集を行うが.年聞を通じて村が完

全に放棄されることはなかったというから，この

事例も通年定住にきわめて近L、。

カリフォルニア中部から南部における諸部族の

セトルメント・パターンは，北カリフォルニア以

(99 ) 

べき点は，季節的定住が明らかな民族誌事

例の中に.人口密度が高く，奴隷の存在を含む社

会階層化が認められる事例が数多く含まれている

ことである。さらに，上記の民族誌で通年定住と

季節的定住例を比較した場合，前者のほうがi走者

より複雑な文化的特徴を示すという傾向は認めら

れなL、。この事実から考えて，通年定住と季節的

定住の狩Jlil採集民をくらべた場合，両者の聞の定

住度の高低を，文化進化の度合の指標として使う

ことには問題がある。前項で説明したように，通

年定住の狩JIi{採集民を，季節的定住を基本とする

コレクター・システムのヴァリエーションと考え

た場合，この点は矛盾なく理解できる。

3. 日本列島における定住のはじまり

(1 ) フォーレジャーからコレクターヘ

前節では，考古学者が過去の狩Jlii採集民の定住

度を推測する際の問題点を論じてきた。本節では，

前節で述べた問題を考慮に入れながら，日本列島

における定住的狩猟採集民の出現について考える。

日本列島における定住的狩猟採集民の出現は.

(1)更新世から完新世への気候変化， (2)それに伴う

33 



羽 生 淳 子

動・植物相の変化，および， (3)その結果生じた生

業の変化，等と密接な関連があったと考えられて

いる (23)0日本列島では，大ざっぱにいえば，

この時期は，旧石器文化から縄文文化への移行期

と重複する。そして，この変化は，ヨーロッパに

おける旧石器から中石器文化への移行，および，

アメリカ大陸におけるパレオ・インディアンから

アーケイック文化への移行と大筋では一致にする。

ただし，土器の出現を縄文時代開始の指標と考

えた場合，竪穴住居などの定住化を示す文化要素

の出現は，土器の出現そのものよりは，やや時代

が下るようである。

1980年代のはじめまでは，少数の例外は認めら

れるものの，竪穴住居のまとまった出現は，早JUJ

撚糸文j切(約9500b.p.) まで下るものと考えら

れていた。しかしながら，近年，南九州地方で，

鹿児島県掃除山遺跡 (12) において草創期の住居

:tJJ:が発見されたほか.岡県内で栴ノ原遺跡 (52)

でも草創期の配石遺構が検出されていることなど

から.同地域における竪穴住居祉の一般化は，草

創j伺まで遡る"。

一方.従来，縄文文化研究の中心となってきた

東日本では，主として縄文時代前期以降，数十軒，

時には数百軒からなる大規模な集落の存在が各地

で報告されている。近年話題となった北海道函館

市中野B遺跡 (24)では，縄文時代早期中頃の住

居祉が500軒以上検出されている。ただし，この

ような大規模な集落遺跡では，住居祉はEいに重

なり合っていることから，遺跡に存在するすべて

の住居が同時に存在していたわけではなL、。古い

住居が廃絶された上に新しい住居を建てる，とい

う作業が繰り返し行われ，結果として数多くの住

居の跡が残されたと考えられる。

青森県青森市三内丸山遺跡 (41)では野球場建

設予定地域内(約 5万nl)の調査が行われ，その

全域から，純文時代前期中葉から中期末葉にかけ

ての遺構・遺物が検出された。今日までに発見さ

れた遺構は，住居祉約700軒以上，大型住居社約

20軒.掘立柱建物約100棟，墓域約250基，小児の

墓と思われる埋設土器約800基，低地部分に形成

されたごみ捨て場と考えられる廃棄プロック 2箇

所.盛り土遺構 3箇所など，膨大な数にのぼる き。

遺跡の存続期聞は，約1500年と縫定されているが，

全期間にわたって遺跡全体が使用されたわけでは

なく，前期中葉から中期前半までの主な遺構は，
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発掘区域の中央部から北側に集中する。中期後半

(円筒上届 d式期以降)になると，遺構の分布範

囲は拡大し，調査区域外へと広がっている。未発

鋼部分も含めた遺跡の総面積は，約38万nlと推定

されている (41)。

中野B遺跡や三内丸山遺跡は極端な例としても，

数多くの住居が同一地点に繰り返し営まれた痕跡

と考えられる遺跡は.前期以降，東日本の各地で

頻繁に見られるようになる。このような遺跡は，

通常，フォーレジャー型の狩猟採集民には見られ

ないことから，このようなセトルメント・パター

ンの変化は，フォーレジャー型からコレクター型

の生業・集落システムへの移行を意味すると考え

られる。ここで問題となるのは，縄文時代のコレ

クターは，通年定住か季節的定住か，という点で

ある。

(2) 作業仮説

この問題を検討するひとつの方法として，筆者

は， (1)フォーレジャー， (2)季節的定住のコレクター，

(3)通年定住のコレクターの三者について，予測さ

れるセトルメント・パターンの特徴を作業仮説と

して提示し，これを縄文時代の資料に適用するこ

とを提唱した(17，18)。分析の対象としたのは，

関東・中部地方における，前期諸磯式期(約5000

b.p.)の遺跡である。

第 1表は，前節(3)項で紹介したビンフォードの

モデルに基づき，上記の三者のタイプの狩Jli¥採集

民のレジデンシャル・ベースについて.予測され

る遺跡の規模，石器組成，遺跡分布の特徴をまと

めたものである。第 2図に示したように，季節的

定住のコレクターは，大1.女 2，* 3のそれぞ

れのレジデンシャル・ベースで，季節ごとに異なっ

た生業活動を行う。このような生業活動の差異は，

第1表 予測されるレジデンシャル・ベースの特徴

I f!Y削 .irl跡聞にみられる 遺跡規慌の多機性 遺跡分布
タイプ 石器量l成の多係性

.i!!i1!'定11の
コレクター 特定の地点

季節的定(1:の にlli'l'

コレクター
大 大

フォーレ ジャー
均等に分散

( 100 ) 
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使用された道具に反映される可能性が高いから，

レジデンシャル・ベース聞の石器組成を比較した

場合には，その特徴は均一ではなく，全体として，

高い多様性 (variability)によって特徴づけられ

ることが予測される。

さらに，季節的定住タイプのコレクターのセト

ルメント・パターンは，第 2図からも明らかなよ

うに，季節ごとの居住グループの集合と離散を特

徴とする例が多L、。したがって， レジデンシャル・

ベースの大きさも.高い多様性によって特徴づけ

られる(つまり，大きいものから小さいものまで

様々である)ことが予測される。

これに対し，通年定住のコレクターの場合には，

すべてのレジデンシャル・ベースは年聞を通じて

居住される。言いかえれば，通年定住のコレクター

のレジデンシャル・ベースは，基本的には同ーの

機能を有する。したがって，遺跡聞の石器組成お

よび遺跡規模の多様性は，相対的に低いことが予

測される。

また.前述のモデルによれば，コレクターのレ

ジデンシャル・ベースは，通常，主要食料資源の

獲得に適した地点の近くに設けられる。したがっ

て，通年定住，季節的定住の両者のコレクターの

場合とも， レジデンシャル・ベースの分布は，分

散型ではなく，特定の地区に集中することが予測

される。

コレクターに対し，フォーレジャーは，資源分

布が季節的・地域的に均質な環境に適応したシス

テムである。したがって.そのレジデンシャル・

ベースでは，四季を問わず，類似した生業活動が

行われた可能性が高L、。よって，石器組成および

遺跡規筏の多様性は，相対的に低いことが予測さ

れる 九 この限りでは，フォーレジャーと通年定

住のコレクターの特徴は共通である。しかし.フォー

レジャーのレジデンシャル・ベースは，コレクター

と比べた場合，一般に，規模が著しく小さ L、。こ

の理由としては， (1)フォーレジャーは移動頻度が

高いため，一地点あたりの滞在期間が概して短い.

(2)コレクターは，同ーのレジデンシャル・ベース

に毎年回帰する傾向が強いのに対し，フォーレジャー

のレジデンシャル・ベースでは.コレクターと比

べて居住の反復度が低い，という 2点があげられ

る。さらに，フォーレジャーは，資源の分布が均

質な地域に適応した生業形態であることを考え合

わせると，その遺跡分布は，特定の場所に片寄る

( 101 ) 

ことなし調査地域全体に分散していることが予

測される。(未完)

(カリフォルニア大学パークレー校 人類学科準教授)

註

1 )たとえば，プレイドウッド(9 J。このよう

な解釈は，チャイルドによって提唱された r新

石器革命」の概念に影響されるところが大きかっ

た (43，p.4)。

2 )縄文遺跡の分布を生業・集落システムの立場

から分析した研究としては，小林逮雄によるセ

トルメント・パターンに関する一連の論考があ

る (28，29など〕。

3 )コンプレックス・ハンター・ギャザラーズの

成因を論じた論考としては，この他に，社会関

係の重要性を強調したベンダー(5 )等の研究

がある。狩猟採集民文化が複雑化した原因は環

境や人口圧ではなく，交易や同盟等の社会関係

を維持する必要性から生じた社会的圧力である

と主張したベンダーの研究は， 1980年代に，欧

米で注目を集めた。

4 )南九州の縄文草創期文化については，雨宮

( 2 Jによる論考も参照。

5 )岡田康博氏の御教示 (1998年 1月)による。

6)ただし， ビンフォード(6 Jによれば，フォー

レジャーの中には， シリアル・フォーレジャー

Cserial foragersJ と呼ばれるタイプが存在す

ることが知られている。このタイプの狩猟採集

民は，貯蔵は行わないが，季節ごとに特定の食

料資源を求めて移動する。このタイプのフォー

レジャーの場合には，石器組成の多様性は高い

ことが予測される。

補註

(1)本文中に引用された文献のうち，以下の文

献は， 北米インディアン・ハンドブック第 7巻

(SUTTL回， W. ed.， Halldbook of North Americall 

llldialls vol. 7 : Nortll¥vest Coast， Washington D. 

C.，1990)所収の論考である:BLACKMAN， pp. 

240-260 ; DE LAGUNA， pp. 203・228; HILTON， pp. 

312-322 ; SEABURG and MILLER， pp.560-567 ; 

ZENK， pp. 547-553. 

(2) また，以下の文献は，北米インディアン・

ハンドブック第 8巻 (HEIZER，R. F. ed.， 

Halldbook of North Americall Illdialls， vol.8 
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Califomia， Washington D. C.， 1978)所収の論

考である:BEAN and SMITH， pp. 570-574 

BRIGHT， pp.180・189; ELSASSER， pp.155-163 

GOULD， pp.128-136 ; GRANT， pp. 505-508. 
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<研究ノート>

フランス・コスケールの洞窟壁画と旧石器時代美術研究の問題

小川 勝

コスケール (Cosquer)の洞窟壁画は1991年7

月に，フランス南部，マルセイユ市東方の地中海

沿岸で発見された(第 l図)I 0 発見したのは，

マルセイユの隣町，カシス (Cassis)でダイビン

グショップを経営する，プロのダイパーのアンリ・

コスケール (HENRICOSQUER， 1950-)氏だっ

た。彼は， 1985年9月にカシス西方，モルジウ

(Morgiou)岬直下の水深37mの所で洞窟の入口

を発見し，その後数年間に何度か挑戦して， 1991 

年6月に長さ 120mのややあがり勾配の海底洞窟を

踏破して，ようやく洞奥部の大きな部屋に至った

(以降 r主室』という，第 2図参照)目。 数回に

わたり洞窟探検をして，自然の鍾乳石のかたちな

どを楽しんでいたが， 7月にまず陰手形(ネガティ

ヴ・ハンド，第 3図参照)を発見しへ続いて多

くの動物像などを見いだした。コスケール氏は19

40年に発見された有名なラスコー (Lascaux)を

想起し，文化財としての意義を深く認識して，写

真やビデオで作品を撮影しつつ.行政当局に届け

ようと考えていた。その間，噂を聞きつけたアマ

チュアのダイパー3人がこの海底洞窟に入り込み，

そこで死亡する事故も発生した。その直後， 9月3

日にコスケール氏はフランス水中・海洋考古学調

査局 (DRASSM， Le Departement des 

recherches archeologiques subaquatiques et 

sous-marines) に報告し.公式に調査されるよ

うになっ fこ。

コスケール氏は翌1992年5月に自己の経験をつ

づった本を出版し¥また閉じく 5月には，フラ

ンス政府文化財総監・学術顧問のクロット (J.

CLOTTES， 1933-)を筆頭とする4名の連名で，

フランス先史学会誌 (BSPF，Bulletin de la 

Societe Prehistorique Francaise)に最初の報

告が掲載された~ ただし，当初は共著者に名前

を連ねていたコスケール氏は，学術的出版物には
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第 1図 コスケール洞腐の位置(星印)

この地図の幅は約25koの距歳。上の太線が現在の海路線，
下の太線は約19.000i手前の海I手線と~えられる水深120mの線。

そぐわないと考えたのか.後になってこの報告か

ら自らの名前を削除するように希望したとのこと

である引。 また， 1994年3月にはクロットと水中

考古学者，クルタン (J.COURTIN)の2名が大部

のモノグラフを刊行している九その後も調査は

断続的におこなわれ，クロットを中心とする調査

団が機会を見つけて追加報告をしている九

さて， コスケールの第lの特徴は，上でも述べ

たが，洞口が海面下の水深37m!こあるということ

である。よく知られているように.洞窟壁画が制
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