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In 2001. "Higashi Ajia ni okeru Shinsekki Bunka to Nippon (Comparative Study of the Neolithic Culture between 

East Asia and ]apan)" was held by Kokugakuin University 21 st COE group. In this symposium， research results of the 

excavation at Primorye and late studies at the other area of Northeast Asia were summarized. 

As described above， in Northeast Asia， ]apanese archaeologists have been researching widely and those studies 

extended to interdisciplinary research. The development of Northeast Asian archaeology is thanks to various ]apanese 

pioneers， and expected to develop more. 

4 . North America 

by HABU J unko 

This article reviews several recent developments in North American archaeology. Since the last review of this 

region.appeared in the Fiscal1997 volume， my review covers the past ten years. Rather than attempting to encompass 

a broad range of topics， 1 will focus on three issues: 1. multivocality and pluralism in archaeological interpretations， 2 . 
... 

NAGPRA and repatriation， and 3. historical ecology and landscape archaeology. 

1. Multivocality and Pluralism in Archaeological Interpretations 

Multivocality refers to an approach in archaeological reasoning in which multiple interpretations or narratives of the 

past proposed by various groups or individuals are accepted. In particular， multivocality encourages perspectives of 

groups and individuals who are socially or politically underrepresented. Originally suggested by Hodder (1997， 1999) as 

a methodology for postprocessual archaeology， this approach has gained increasing support from archaeologists with 

various theoretical perspectives. At the foundation of this approach lie two recognitions: (1) interpretations of the past 

should not be dominated by archaeologists， and (2) archaeological interpretations are subjective. Although the latter 

point is by no means a new recognition (see Trigger 2003)， Hodder's work extended this idea in the context of 

globalization and fluidity of contemporary society as a tool to empower the perspectives of marginalized people. 

Attempts to encourage multiple interpretations of the past have stimulated new developments in archaeological 

studies of the history of minorities， including the Native Americans and African Americans (e.g.. Blakey 2∞1. Leone et 

a1.2oo5) 

2. NAGPRA and Repatriation 

Enacted in 19叩， the Native American Graves Protecti叫 andRepatriation Act (NAGPRA) states that skeletal 

remains， grave goods and cultural patrimony should be repatriated to biologically or culturally affiliated groups when 

legitimate claims ar~ made. In order to determine the a血liationof each item held in an institution such as a museum， 

consultations between the tribe that placed a claim and the institution are necessary. Thus， the procedure of 

repatriation can take place over several years， and some of the claims have been rejected. Although many of the claims 

are for skeletal remains and artifacts from recent historic periods， repatriation is also an issue for prehistoric skeletal 

remains that are several thousands of years old. Three cases are discussed to demonstrate varying responses of 

researchers and institutions to the repatriation issue. In the case of human remains excavated at On Your Knees Cave 

-380一



in Alaska in 1996. local tribes and researchers established a collaborative relationship. through which the remains were 

returned to the tribes after scientific analyses (Fifield et al. 2008. Kemp et al. 2007). Repatriation was denied for 

skeletal remains found on a bank of the Columbia River near Kennewick in 1996 after eight scientists took this issue to 

court (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit 2004). Regarding skeletal remains excavated in the 1940 s 

from Spirit Cave. Nevada. the District Court ordered the Bureau of Land Management to reopen the consultation 

process with the Fallon Paiute-Shoshone Trib巴onthe basis that the site resides in the tribe's territory (United States 

District Court. District of Nevada 2∞6). Given the long history of discrimination against Native Americans in North 

許‘
America. dialogues and collaboration with native tribes are essential not only in the context of NAGPRA but also in 

other aspects of archaeological studies from excavation to the dissemination of the results. 

3 . Historical Ecology and Landscape Archaeology 

Over the past ten years. an increasing number of ecologically叫orientedarchaeologists have begun to incorporate 

perspectives of historical ecology into their research. With its emphasis on the impacts of human activity on the 

nonhuman biosphere. this historical ecology examines the effects of different kinds of sociopolitical and economic 

systems on the historical trajectory of subsequent human sociopolitical and economic systems. An interest in the 

processes operating among temporal scales of varying duration is also a characteristic of historical ecology (Bale 1998. 

20侃).The centrality of the concept of landscape in historical ecology makes a strong link to landscape archaeology. 

With its interdisciplinary nature and its focus叩 artificiallymodified environments. historical ecology can bridge the 

gap between archaeology and current discourses in various sub-fields of environmental studies. including issues of 

environmental preservation. 

5 • And~ and Mesoamerica 

by AOY AMA Kazuo 

In order to reconstruct human history correctly. the Old World and New World should be evaluated equally. The 

Andes and Mesoamerica. the two ancient civilizations of the Americas in Pre-Spanish Period (before the 16th century 

AD). formed the six great ancient civilizations. along with the four great ancient civilization of the Old World. In the 

highland of Peru. Kuntur Wasi site. Pacopampa site. Paredones site. Las Huacas site. Ingatambo site. Queush site. and 

Palermo site were excavated by ]apanese researchers. Along the coast of Peru. SAKAI Masato of Yamagata 

University made a distribution map of Nazca lines (1st century BC to 7th century AD) near the southern coast using 

satellite pictures. and as a result of field research he newly discovered one 65 meter long creature figure and over 1∞ 
straight lines and geometrical figures. SHIBA T A Koichiro excavated a gigantic clay jaguar relief (about three meters 

high. four meters wide) from the 8th century BC at Huaca Partica site on the central coast of Peru. as well as a huge 

shrine. which was constructed over a building containing the relief. As for Inca culture. Sakai made a three dimensional 

survey map of Espiritu Pampa site in Cuzco. Peru. which is assumed to be “the last capital of the Inca Empire，'・ asa 

joint research of Yamagata University. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. et. al. (2005. 2006). 
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ネタンボフスカ遺跡群調査成果に関連した発表を行い，初期鉄器時代の集落および墓域についての考察を

行っている (2∞6r極東ロシアアムール河下流域におけるニジノタンポフカエ 2遺跡の発掘調査とその研

究Jr日本考古学協会第72回総会研究発表要旨J.2008 rロシア極東アムール河下流域における初期鉄器時

代の墓制研究ーニジノタンボフカエ・マギーリ遺跡の発掘調査を中心にーJr日本考古学協会第74回総会

研究発表要旨jなど)。

おわりに

以上，簡単にではあるが北東アジアにおける2000年度以降の研究動向について紹介してきた。当該地域

における2000年以降の考古学調査研究では，従来の遺物・遺構をもとにした現地調査成果だけでなく，理

化学的分析や動・植物考古学的分析等，幅広い研究が認められ，北東アジア考古学研究が当該地域の圏内

事情に左右されつつも深化，成熟化してきたことを示しているといえる。これはひとえに諸先達のご苦労

の賜物であり，筆者も含め現在の研究環境による恩恵を受ける者がこの研究環境をさらに発展させ，次世

代を担う人材が数多く現われることを期待して本稿のまとめとさせていただきたい。

... 

4 北アメリカ

羽生淳子

『日本考古学年報J50 (1997年度版)に掲載された谷正和(1999)の概説以降，過去10年間の年報に

は，北米の動向は掲載されていなし益。また，筆者がその前年の同容(1996年度版)に猪俣健とアメリカの

動向を執筆した際にも述べた通り(羽生・猪俣1998)，アメリカ考古学全般にわたる近年の動向を数ペー

ジで要約することは不可能である。本稿では筆者の専門分野に関連するいくつかのトピックに焦点を絞

り， 1990年代末以降の新しい動きを紹介する。

1.解釈の多様性とマルチボーカリティ

1990年代末以降に北米考古学者の間で一般的に使われるようになった概念のひとつに，マルチボーカリ

ティ (multivocality)があげられる。マルチボーカJティとは，さまざまな立場の人々がそれぞれの視点

から複数の解釈を行う可能性を支持する考え方である。この概念は当初，イアン・ホダー (Hodder

1997， 1999)によって，ポストプロセス考古学の方法論のひとつとして提唱されたが，その後，ポストプ

ロセスに限らず，さまざまな理論的立場に立つ研究者が，マルチポーカリティの考え方に興味を持つよう

になった。その根底には， (1)過去に関する解釈は考古学者の占有物ではない， (2)考古解釈の多くが

複数の仮定に基づいた推論である以上，解釈の客観性には限界がある，という認識がある。

考古学における解釈の主観性の認識自体は，決して新しいものではない。たとえば，ブルース・トリツ

ガーは，世界各地で考古学研究の社会的背景が解釈の客観性に限界を与えてきたことを， 1960年代から一
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貫して主張してきた (Trigger2003を参照)。 ホダーはこの認識を現代におけるグローノTリゼーションと

社会の流動性の脈絡において理論化し，マルチポーカリテイの概念を立場の違う個人や集団の視点に力を

与えるための方法論として位置づけた。

マルチボーカリティをめぐる議論の焦点のひとつに，相対主義と考古資料に基づいた実証性との対立の

問題がある。マルチボーカリテイの概念が英米考古学界に導入された当初は，高度の相対主義を支持し，

立場の異なる複数の解釈を同等に評価する動きが盛んになった。これに対しトリッガー (Trigger2008) 

は，極端な相対主義 (hyper-relativism) とは一線を画す立場を明確にし，ある解釈が最終的に妥当と認

められるためには複数の考古学的証拠による検証が必要でと主張した。ニューヨークのアフリカ人墓地の

発掘に携わり，マイノリテイの視点からの研究を提唱するマイケル・プレーキー (Blakey2008) も，複

数の解釈は多重仮説と同等にみをされるべきと論じている。

さまざまな立場から考古学の解釈を再検討する試みは，北米において，ネイテイヴ・アメリカンやアフ

リカン・アメリカンを含めたマイノリテイの歴史を見直す動き(たとえばBlakey2001， Leone et al. 2005， 

Watkins 2005)に寄与しつつある。しかし，英米考古学界を中心に展開してきたマルチボーカリテイの議

論が英米中心主義に陥らないためには，世界各地の研究者からの提言が組み込まれることが必要不可欠で

ある。筆者が近年クレア・フォーセット，ジョン・マツナガと編集した論文集 (Habu et αl. 2008)で

は，各著者が，英米の理論を各地にそのままあてはめるのではなく，各国において複数の解釈が提示され

た事例の分析を通して，マルチボーカリティという考え方の長所と問題点を多方面から検討している。

2. NAGPRAと再埋葬問題

米国考古学者にとって重要な関心事のひとつに再埋葬問題が挙げられる。羽生・ホール (2000)，羽生

(2007)でも述べたように，米国では， 1990年施行の「ネイテイヴ・アメリカンの墓地保存および再埋葬

に関する法令"'(NativeAmerican Graves Protection and Repatriation Act，略称、NAGPRA)Jによって，

ネイテイヴ・アメリカンの人骨，副葬品および文化的歴史遺産 (culturalpatrimony，たとえば儀礼の道

具など)は，それぞれの子孫または近縁関係の想定されるネイテイヴ・グループに返還されるべきことが

定められた。ただし， NAGPRAは合衆国政府に公式に認定されている部族の返還要求のみに適用される

法令である。さらに各部族が返還要求を行うにあたっては，人骨・副葬品等とその部族との血縁・文化関

係が明らかにできるかどうかが焦点になる。したがって，返還要求が棄却されたり，実際の返還手続きが

終了するまでに数年が費やされる場合も数多い。

NAGPRAにもとづいた返還要求の多くは，現在の各部族との直接の関係が認定できる歴史時代以降の

人骨や遺物，あるいは出所の明らかな民族資料を対象とするが，先史時代の人骨や遺物も返還要求の対象

となり得る。たとえば，アラスカのオンユアニーズ洞穴から1996年に発見された10300年前の人骨につい

ては，発掘担当者，調査の原因者である国有林事務所と地元の部族政府との聞に緊密な協力関係が築か

れ，部族の許可を受けて出土人骨の炭素年代測定と DNA分析等の研究が行われた (Fifieldet αl. 2008， 

Kempet αl. 2007)。その後2006年に部族政府から NAGPRAにもとづいた引渡しの要求が行われ， 2007年

には保管権が部族に移譲された。

部族への返還が差し止めされた有名な例としては，ワシントン州コロンピア川流域で発見された「ケネ
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ウイツクマンjと通称される古人骨(約9000年前)があげられる。 1996年の人骨発見後，ネズ・パース

(Nez-Perce) ，ウマテイラ (Umatilla)，ヤカマ (Yakama)，ワナプム (Wannapum)，コルヴイル

(Colville)の5部族がNAGPRAにもとづいて再埋葬を主張した。合衆国内務長官は部族の見解を支持

したが，形質人類学者ロビンソン・ポニクセンをはじめとする 8名の研究者が，返還の差し止めを求めて

訴訟を起こした。 20例年に第9巡回控訴裁判所で下された判決は，出土人骨とこれらの部族との直接の関

係を認めず，返還の要求を棄却した (UnitedStates Court of Appeals for the Ninth Circuit 2004)。現在，

この人骨はワシントン大学パーク博物館に保管されている。

ネパダナ1-1のスピリットi同穴から1940年代に発掘された約100∞年前の人骨の扱いをめぐっては，フアロ

ン・パイユート・ショショニ族が合衆国土地管理局 (Bureauof Land Management，略称、BLM)に対し

て2004年に訴訟を起こした。 BLMは年代の古さを根拠に人骨と現存の部族との関係を否定する立場を

とっていたが，ネパダ地方裁判所はスピリットi同穴がフアロン・パイユート・ショショニ族の領域内にあ

ることを重視し， BLMに部族との再協議を命じた (UnitedStates District Court. District of Nevada 

2006)。

NAGPRAの施行から二十年近くが経過したにもかかわらず，各部族からの返還要求に対する諸機関や

研究者の見解・対応は一様ではない。しかし北米におけるヨーロッパ系移住者によるネイテイヴ・アメリ

カンの抑圧と差別の歴史を考えた場合，部族の人々の要求は尊重されるべきである。返還要求の個々の事

例をみれば，すべての部族が考古学的な研究に反対しているわけではなく，科学分析を行った後に再埋葬

を求める例，保管権の移譲は求めるが再埋葬は行わない例などさまざまである。研究者側が死者に敬意を

示しながらネイテイヴ・アメリカンとともに個々の事例を考える姿勢を保つならば，両者の対話は十分に

可能である。

今日の北米考古学では，発掘から資料展示にいたるまで，ネイテイヴの部族との共同作業が欠かせな

い。 NAGPRA問題に対する対応は，今後ネイテイヴの人々と文化を研究対象とするアメリカの先史・歴

史時代考古学が健全に発展できるかどうかを決定する重要な要素となる。

3.歴史生態学と景観考古学

近年のアメリカ考古学における動きのひとつに歴史生態学 (historical ecology)への注目があげられ

る。 1990年代前半までの考古学界では，生態学的研究の理論的基盤はジュリアン・スチュワード以来の文

化生態学 (culturalecology)とオプテイマル・フォーレジング理論を中心とする進化生態学(evolutionary 
，苧-

ecology，あるいは行動生態学 behavioralecology) とに二分されていた。文化生態学が環境と人間の文

化・社会との関係を集団のレベルで論じるのに対し，進化生態学はダーウインの進化論を直接の理論的基

盤とし，個人レベルでの自然、選択と，その結果として生じた個人の行動に研究の焦点を置く (Booneand 

Smith 1998， Habu and Fitzhugh 2002等を参照)。これらのアプローチに対し， 1990年代から台頭した歴史

生態学は，人間行動が環境に与える影響を重視し，世界各地における過去の社会・政治・経済システム

が，各地に固有の歴史の軌跡を作り出した過程に興味を寄せる (Balee1998，2006)。

歴史生態学のアプローチは，人間による環境の改変を重視する点で，環境史 (environmentalhistory) 

の研究と多くの共通点を有する。特に，フランス歴史学におけるアナール学派の影響を強く受けているこ
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とから，瞬時の歴史的「出来事 (event)Jから数千年の長期にわたる文化変化まで，さまざまな時間幅に

わたる歴史的事象を総合的に理解しようと試みる。さらに，人間行動と環境の相互作用の結果として生み

出された文化景観 (cultural landscape)の理解を目指す点で，いわゆる景観研究と重複する部分も多

い。今後 GIS(Geographic Information Systems)などの情報システムが考古資料の分析方法として積極

的に取り入れられることにより (Conollyand Lake 2006等)，歴史生態学にもとづいた景観考古学の研究

例はさらに増加することが予測される(羽生2∞5も参照)。

歴史生態学の適用例は，現在までのところ南米のまjヒ人類学・考古学研究に多いが，北米や太平洋地域

の研究例も増加しつつある(たとえばKirchand Hunt 1997， Rick 2007)。学際研究の色彩が強い歴史生

態学の台頭により，環境と文化の長期的変化に関する考古学研究 (Tainter2005等)が，環境保護問題も

含めた広義の環境史の議論と，今後多くの接点を持つようになることを期待する。

おわりに

上記の 3点は，いずれも現代社会における考古学の役割の再考察と深い関わりを持つ動きである。人類

学の一分野として発展したアメリカ大陸の考古学は，元来，考古学とそれを取り巻く社会との関係に敏感

である。学問の専門化・細分化に伴い，一部の北米の大学では，考古学が人類学科から独立する動きも見

られるが，上記の動向は人類学の一分野としての考古学のアイデンテイティが，全体としては健在である

ことを示している。

付記 筆者がカナダ・マツギル大学大学院生時代に師事し，筆者の研究姿勢に大きな影響を与えたブ

ルース・トリッガー先生が， 2006年末に亡くなった。筆者が心から尊敬する方のひとりであった。トリッ

ガー先生のご冥福を心からお祈りする。
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5 アンデスとメソアメリカ

青山和夫

人類史を正しく再構成するためには，旧大陸と新大陸の古代文明を対等に位置付けなければならない。

南米アンデスと中米メソアメリカという，先スペイン期 (16世紀以前)アメリカ大陸の 2つの古代文明

は，旧大陸の「四大文明」とともに，世界六大文明を形成した(青山2007)。南北アメリカ大陸考古学の

発展への寄与を目的とする古代アメリカ学会 (http://jssaa.rwx.jp)では，毎年開催される研究大会が

2007年で12回を数え，学会誌『古代アメリカjは第10号を発刊した。同誌巻末の「会員の活動状況」は，

研究動向を知る上で重要である。またアンデス文明研究会会報『チャスキjは.2006年6月発行の33号か

ら一般誌として書庖に並んでおり，アメリカ考古学の最新情報を提供している。以下，アンデスとメソア

メリカの主要な現地調査と注目すべき出版物の動向を紹介しよう。

1.南米アンデスの現地調査

ペルー高地では，埼玉大学の加藤泰建らが，科学研究費補助金等により 1988年以来調査を実施してき

た北高地のクントゥル・ワシ (KunturWasi)遺跡他の諸遺跡出土の遺物を分析し，データベースを作

成した。国立民捜博物館の関雄二らは.2005年から，ペルー北高地屈指の規模を誇る形成期の祭杷遺跡で

あるパコパンパ (Pacopampa)遺跡で国立サン・マルコス大学と合同調査を実施している。調査の目的

は，当該遺跡の情報を集積し，過去30年近くにわたって日本調査団が蓄積してきた考古資料と比較検討し

て，アンデス文明の形成期の社会を解明することである。遺跡は 3段の基壇より構成され，第 2基壇と第

3基壇には，方形の半地下式広場が存在するが，発掘調査の結果.最上段の第 3基壇上の広場の建設時期

が，前900-前500年と判明した。同じくカハマルカ (Cajamarca)県に立地するパレドネス (Pare-

dones)遺跡，ラス・ワカス (LasHuacas)遺跡，インガタンポ (Ingatambo)遺跡では，南山大学の渡

部森哉，鶴見英成，総合研究大学院の山本睦らが，それぞれ調査に従事した。また松本亮三や横山玲子ら

東海大学新大陸学術調査団はペルー北高地のケウシュ (Queush)遺跡，総合研究大学院の佐藤吉文はペ

11--南高地のバレルモ (Palermo)遺跡の発掘調査を実施した。

ペルー海岸では，山形大学の坂井正人が，北海岸のリモンカルロ(Limoncarro)遺跡の通算 5回目の

発掘調査を2005年に実施した。 3つの基壇構造物によって構成される前1000年頃の祭杷センターであり，

そのうち少なくとも 2つの基壇全体が動物の形(クモとネコ科動物)をしていることが明らかになった。

さらに山形大学人文学部の共同研究(文化人類学・地理学・心理学・情報科学)では，人工衛星画像を用

いて南海岸のナスカ (Nasca)地上絵(前 1世紀~後 7世紀)の分布図を作成した。それを検証すベく2006
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