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食の多様性と気候変動
縄文時代前期・中期の事例から
羽生淳子
要旨本稿において,筆者は,「考古学は,人間と環境との相亙関係についての学際的
な議論に.積極的に貢献することが司'能な学問分野である」と提案する論文の前半で
は,食と生業の多様性,およびその他の文化要素を、人間社会の長期的な持続可能性と
システムのレジリエンス(復元ブ〕)という観点から考察し,これらの因果関係を検討'す
るにあたっての理論的基盤を説明する。論文の後半では,縄文時代前期後半 中期(約
5900 4400年前)における北東北地城の考古資料・を用いて、食と生業の多様性.その背
後にある人口規模の変化,およびその他の文化的要因と,気候変動を含む環境との問の
因果関係を検討する

1.はじめに

本稿では,食と生業の多様性の重要性を,人間社会の長期的な持続可能性とシステムのレジ

リエンス(復元力)という観点から考察する出発点は,「高度に特化(specialized)された大
規模な生産活動は,短期的にはより大規模なコミュニティを維持することを可能にするが,生
産活動の多様陛の減少は,長期的には経済システムとそれに伴うコミュニティの脆す引生を高め
、

る」という仮説である。この仮説を検討するための事価肺升究として,縄文時代前期 中期にお
ける北東北地域の考古資料を用いて,食と生業の多様性,その背後にある人口規模の変化,お
よびその他の文化的要因と,気候変動を含む環境との間の因果関係を検討する
2.研究の背景
①理論的枠組

筆者は,20Ⅱ年の口頭発表要旨において,「人類の歴史は,食料生産活動(生業)の集約化と
大規模化,それに伴う富の集中化と人口増大等のホ丕済・社会発展の側面と,これらの発展に伴
う環境破壊をはじめとする弊害の増加と,人問社会と生態系のレジリエンスの低下という側面
を持っている後者は,気候変動や災害などをきっかけとして,時に急激な人口減少や,いわ
ゆる文明の崩壊を引き起こす。」(羽生20ID と述べた。そして,食料生産の集約化と大規

模化に伴う弊害の始まりは集約的な農業の開始以降,特に近但以降と考えられていることが多
いが,先史時代の狩猟採集社会でも,食料貯蔵や主食の登場といった一定の条件を満たせば,
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同様の問題が生じていた可能性があることを指

K安定期

摘した。

α再構成期

このような考え方と接点を持つのは,近年に
おける環境・資源マネジメントの分野における

〆

持続可能性(sustainab繊ty)の議論とレジリエン
ス(resilience)理論である。持続可能性とは,
「人間が環境に適応する能力を創造・試行・維

持する力」(H0Ⅱing ιtα1.2002)と定義される'
r 試行期

レジリエンス(復元力)とは,「あるシステム

が掲乱を吸収し,その基本的な機能と構造を維
持する力」(walker and salt2006)と定義され
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レジリエンス理論から見た生態システム
の 4 つの機能田OHing 飢d Gunderson 2002
より改変)

る

レジリエンス理論の中核を成すのは,生態システムの通時的な変化を四段階に分けて考える

「適応サイクル」のモデル(HOHing and Gunderson 2002)である(図 1)。この考え方によ
れぱ,ひとつのシステムは,試行期,安定期,解体期,そして再構成期を経て,次のシステム
へと移行する。すなわち,レジリエンス理論では,個々の衝撃や圧力を緩和してシステムを維
持する力を重視する一方で,長期的には,既存のシステムは解体されて次のシステムに移行す
る可能性を認めているのである(考古学におけるレジリエンス理論については, Redman and

Kinzig 2003, Redm即 2005等を参照)。
安定期から解体期への移行が壊滅的な人口減少や環境破壊を伴ういわゆるハード・ランディ
ングの場合には,その変化は,文明崩壊(Diamond2005, Tainter2000)と呼ぱれる現象と重
なるこれに対し,俸H本期への移行力泌爰やかに進めぱ,その変化は漸移的なソフト・ランディ
ングとなる

レジリェンス理論における「適応サイクル」のモデルの考え方は,短期から長期にわたる複
数の時間軸において生じた歴史事象を統合的に研究する歴史生態学(Ba16e 1998・2006)の視
、

点と共通項を持つしかし,歴史生態学は,フランス歴史学におけるアナール学派の影響を強く
受けてぃることから,過去の経済・社会システムが世界各地に固有の歴史の軌跡を作りだした
過程の解明に強い関心を示す。また,歴史生態学では,環境に対する人間の適応よりも,人問行
動が環境に与える影響を重視する山alee1998)。後者には,いわゆる環境管理(environme址al
management)も含まオ1る
これに対し,レジリエンス理論は,生態システムの復元力と安定性を論じた行動生態学のフ
オーマル・モデル倭ヌ理モデル)からはじまった(H0Ⅲng 1973)。さらに,「適応サイクル」
という名称からも明らかなように,レジリエンス理論では,人間の環境に対する適応を重視す
る。ただし,近年におけるレジリエンス理論の応用は,生物学的なフォーマル・モデルの枠を
超えて,気候変動や災害に対する人間集団の対応など,多岐にわたっている(MⅢeretα1.2010
参旦買)。

(2)多様性・ネットワーク・自律性とスケール
冒頭で述べたように,本稿の出発点は,「高度に特化された大規模な生産活動は,短期的には
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より大規模なコミュニティを維持することを可能にするが,生産活動の夕様性の減クは,長,打
的には経済システムとそれに伴うコミュニティの脆弱陛を高める」という仮説である0 この仮
説を簡単に言いかえれば,「生産の効率を上げようとして多様性を失うと,社本'ネ'済システ
ムが脆弱になる」ということになる。この仮説は,モノカルチャー(単一作物栽ナ0)に代表さ
れる近年の食と生業の多様性の喪失と,その背後にある生産活動の大規模化に伴う外害の起源
が,歴史的にどのくらい古くまで遡るか,という問いと表裏一体をなす0

食の多様性喪失および生産活動の大規模化と直接的な因果関係を持っ近現代の事象として
は,1990年代以降における遺伝子組み換え食品の台頭,それに先立っ1940 1960年代における
品種改良と化学肥料の大量投入に伴った「緑の革命」,さらに先立っては,産業革叩の同後にあ
るイギリスと西ヨーロッパにおける18世紀後半 19世紀前半にかけての「辰業革叩」等か頭に

浮かぶしかし,限られた種類の食物への依存が,気候変動や病虫害などの被害に対する脆弱
性を高めることを考えるならば,地理的な規模は小さいかもしれないが,同様の現象が,人間
の歴史をさかのぼって,さらに古い時代から繰り返されていた可椛性がある0

このような考え方にもとづいて,筆者は,総合地球環境学研究所(以下,地球研)において,

「地域に根ざした小規模経済活動と長期的持続性一歴史生態学からのアプローチー」(以下,
「小規模経済プロジェクト」)と題した学際的研究プロジェクトを立ち上げ,2014年春から研九
を続けてきたこのプロジェクトでは,さまざまな学問分野の研究者およびステークホルダー

価升究対象とさまざまな関わりのある,非研究者を含む人々)とともに,過去と現在の事例を
検副・しながら,食の多様性と生産規模,その背後にあるコミュニティの規模,そしてシステム
＼
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の復元力との関係にっいての議論を進めている0
この議論の過程で,現代における復元力の高
い社会.生産システムの条件として,食と生業
の多様性,人・物・情報の移動に関するネツト
ワーク,地域と個人の自イ聿性,という三っが重
要な概念として浮かび上がってきた。また,そ
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図2 多様性とスケールの関係模式図
地球上がっのグローバル・システムの場合,
地球上に複数の地域システムが存在する場合

才、ツトワーク
(人・物・報の移
環

技術革新

ゾ"'
・生業の
多様性

＼＼

スケール

(社会・経済)
図3

祭・宗教

性を保っためには,グローバルな大規模システ
ムではなく,より小規模な各地域の社会'生産
ユニットを維持・活性化させることが重要であ
るとの共通認、識が得られた(図 2)。

気候変動

人問活勤の影

の議論の過程で,面積の限られた地球上で多様

自律性
(地域・個人)

文化の長期的変化の諸要素

図3は,これらの議論を踏まえて,文化の長
期的変化の原因・条件・結果を考える際に重要
と思われる要素を概念的に示したものである
食と生業の多様性を図の中心に置き,三角形の
2つの頂点に,鍵となる他の2つの重要な要素
である,人・物・情報の移動と地域・個人の自

律性,そして,3つめの頂点に,これら三者と
不可分の関係にある社会哘蚤済システムのスケ

ールを配した。さらに,その他の重要な要素として,技術革新と祭祀・宗教を加え,これらす
べての要素を含む社会・経済システムと環境との相互関係を左上に示した。
考古学的な見地からは,人・物・情報のネットワークは定住度や交易,地域と個人の自律性

は社会階層化,社会・ホ茎済システムのスケールは人口の問題と直接つながるまた,技術革新
や祭祀・宗教も,考古資料からアプローチが可能なテーマである。さらに,これまでも考古学
との共同研究が盛んだった花粉分析や植物珪酸体分析に加えて,年輪試料の酸素同位体比の分

析(中塚2007 ・ 2015)やアルケノン古水温解析(Kawahataetα1.2009 ・ 2016)などの成果を取
り入れることにより,気候変動をはじめとする環境変化の指標と,考古学の研究成果との対比
が可能となりつつある。
(3)フォーレジャーとコレクターのモデルから見た生業の多様性

食・生業の多様性,生産活動の規模,システムの脆弱性等と環境との関連を考える際に示唆
に富むのが,筆者が,これまでにも何回か引用した Binford (1980)のフォーレジャー・コレ

クター・モデル(forager・C0Ⅱector model)である信羊細は羽生1994 ・ 2000 ・ 2016を参照)
居住の移動性が高いフォーレジャー型の狩猟採集民は,食物の貯蔵を行わず,居住本拠地の
周りにあるさまざまな種類の食べ物を食べつくしたら次の地点に移動する。結果として,居住

の移動度は高くなる。これに対し,コレクター型の狩猟採集民は,より生業の特化が進んだタ
イプである。彼らは,遠隔地に資源獲得グループを派遣して,木の実やサケなど特定の食物の
大量採取を行い,それを居住本拠地に持ち帰って貯蔵する。このような資源獲得グループの移
動は,居住の移動性に対して,ロジスティカル(10gistical;戦略的)な移動性と呼ばれる
筆者は,近年の論考(羽生2015・2016)において,フォーレジャー型は,生業の特化の度合
いが低いジェネラリスト(generalists),コレクター型は生業の特化の度合いが高い,よりスペ
シャリスト(spedalists)であると言いかえたジェネラリストとスペシャリストは二つの異な
る型ではなく,生業の特化の度合とともに複雑化へと向かう連続体である
生業の特化に伴うロジスティカルな移動性の増加は,現代流に言えぱ,フード・マイレージ
の増加である食料・は,より遠隔地から運び込まれ,それに伴って経済・社会システムが複雑
、

化するこの基本的な考え方は,狩猟採集民だけでなく,農耕民や非農耕専業者にも適用する
ことができる

スペシャリスト型の生業戦略は,短期的には大量の食料を確保できる一方で,限られた種類
の食物に依存した生活は,気候変動や天災等による被害を受けやすいため,他の条件が一定で
あれば,長期的にはシステムの復元力が弱まるさらに,その集約的な生業形態,特に生業活
動の規模の大きさから,乱獲や植生破壊,士壌劣化などの環境破壊を引き起こしゃすい
縄文文化の特徴は,少なくとも前期以降については,貯蔵穴や大集落の存在など,コレクタ
一型・スペシャリスト型と共通する要素が多い(HabU2015)。つまり,縄文人は,印00年以上
前に生業の特化への道を歩み始めた人々と老えることができる。

3.日本列島における人口変動と東日本の縄文時代前期・中期の事例一人口変動,生業の多様
性と気候変動

以上のような視点にもとづき,ここで,改めて縄文文化の長期的変化を考えてみよう鬼頭

(2011)は,日本列
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江戸時代後半期,そ
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2006年以降の現代である。すなわち,日本列島の人口は常に右肩上がりで増加したわけではな
く,人口の増減を繰り返しながら今日に至ったと考えられる
上記の議論で,縄文時代中期末以降における人口減少の根拠とされたのは,小山(1984)に
よる縄文時代早期 晩期の人口推定値である。図4に小山の縄文人口推定値を示す。1984年以

降,縄文遺跡と年代の資料は増加しているが,ここに示された傾向の大枠は,少なくとも東日
本につぃては,現在でも支持できるの縄文時代の遺跡密度が特に高い関東地方においては,
遺跡数が中期に最大値を示し,後・晩期には遺跡数が相対的に減少することが知られている。

また,関東・東北地方には,縄文中期の著名な大集落が数多いが,それらの多くは中期末まで
に居住の痕跡が認、められなくなるつまり,東日本の縄文時代中期末は,日本列島で大幅な人
口減が認、められた最初の事例と考えられるのである(Koyama1976・1978も参照)
東日本における縄文時代前期から中期にかけての遺跡数の増加と遺跡規模の拡大,および中
期末における集落数と大規模遺跡の減少については,いわゆる「縄文農耕」やクリの管理栽培の
可能性も含めて,これまでに数多くの研究者が議論してきた議論の中心となってきたのは,
中期における植物質食料・加工・採集用具の増加である

一方.中期末における遺跡数と遺跡規模の減少については,数多くの研究者が,約4300 4200
年前の気候寒冷化がその一因であるとする考えを発表してきた(たとえば安田1989, Kawahata
ιt α1.20四, cf.勅使河原2013)。ここで言う約4200年前の寒冷化は,北大西洋の堆積物から推
測される長期サイクルの気候変動の一環であり,いわゆるポンド・スリー・イベント(B伽d3
eve址,略称4.2K イベント)である(Bond ιt α1.1997, P.1260, cf.安斎2014)。しかし,上記
に示した仮説に基づいて考えるならぱ,長期サイクルの気候変動だけが原因ではなく,生業の
特化が進んで,特定の植物質食料・に対して過度に依存した結果,生業システムのレジリエンス
が低下していた可能性も検討すべきである

4.「小規模経済プロジェクト」のこれまでの成果と今後の見通し
このような考え方にもとづいて,筆者は,カリフォルニア大学バークレー校と地球研をべース

としながら,「小規模経済プロジェクト」のメンバーを含む国内外の研究者とともに,縄文時代
資料の検討を進めてきた。具体的には,北東北地域の縄文遺跡前期 中期の資料を中心として,

前後の時期や関東・中部のデータも参考にしながら,①石器の多様性の定量分析,②AMS"C
年代測定,3"C 較正年代値を用いた積算確率分布(summed probability Distribution ; SPD)
手法を用いた人口動態比較,④花粉分析とアルケノン古水温解析,⑤三内丸山近隣遺跡の石器
組成と出士動植物遺存体の定量分析,⑥士器と炭化物の残存脂質分析値er伽etα1.2016),フ
人骨の安定同位体分析と形質人類学的分析 q左伯他2016),8北東北地域における遺跡分布の
GIS分析,などを行っている。現時点で分析結果が論文として公表されているのは一部に過ぎ

ないが,以下に,① ④についての成果の概要と今後の見通しをまとめる。
①三内丸山遺跡における住居址数・石器組成・士偶数の分析とその解釈
縄文時代前期 中期における食の多様性と人口の変化を考える際に,貴重な資料を提供して
くれるのが,青森県三内丸山遺跡である(岡田2002,辻2011など)。この遺跡の居住期間は,青
森県内の士器型式編年研究にもとづいて,古い方から,円筒下層a d,円筒上層a e,榎
林,最花,大木10式の計12期に細分されている。
筆者は,1997年より,青森県教育庁文化財保護課三内丸山遺跡対策室(現三内丸山遺跡保存
活用推進室)より許可をいただき,同遺跡の各地点から士壌サンプルを採取するとともに,遺
跡報告書に出版されたデータの解析を通じて,住居址数,石器組成,士偶数等の時間的変化に
関する分析を行ってきた(羽生2002, HabU2008など)。分析の結果,三内丸山遺跡では,住居
址数がピークを迎えるのは,中期中頃の円筒上層d ・e式期で,続く榎林式期には住居址数は
激減することがわかった(図5上段)。これと同時に,それまでたくさん出士していた士偶(祭

祀品)も姿を消す(図5下段)。
さらに,石器組成の特徴についても,明確な時間的変化が認められた。遺跡の居住開始期の
円筒下層a式期には,石匙や石鍬などの剥片石器力緜且成の主体を占めていたが,その後,円筒
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急獣な減少ののち増減

堵加一減少

住居の叡
(軒)

0
5900

4900

5600

絶対年代(C01. BP)
努期

赫

イピ

石懲
ほとんどなし

.'ー

土偶寂多

月誌上后0

歴石邑数以上

円筒上居d

円一皿上烏0

榧上烏b

高上病6

郎

図5

石

琉とんどなし

懲
痕下届d 石

"一'一,§0

円足下后b

月痔下眉.

石匙

4400

糧又時代臣期

樗又時代前期

土器型弐期

石器担成の三体
土俣煮

三内丸山遣跡における住居址数(上段),石器組成(下から2段目),土偶数(下段)の変遷と絶
対年代(cal. BP)(上から 2段目) HabU2008, Figure8 を改変し,年代を加筆)

43

下層b式期から中期初めの円筒上層a式期にかけて,「磨石(すりいし)」と呼ばれる植物質食
料加工用具が次第に増加する。そして,

中期前半の円筒上層b d式には,磨石が石器組成の

半分以上を占めるようになる。石器組成の多様性を,食と生業の多様性の払1示と考えれば,

、^

のようなデータは,食と生業の多様性の減少と解釈できる。その後,円筒上層e式期には,石

器組成の主体は,磨石から石鎌へと移行する(図5の「石器組成の主体」の項を多1粉0
筆者は,近年の論考(羽生2015・2016)において, この分析結果をレジリエンス理論の視点

から検討し,「三内丸山では,特定の植物質食料をターゲツ トとした生業の特化が進んだ結果,
短期的にはより大規模な人口を養うことが可能になったが, 過度の植物性食物への依存は生業

システムの復元力を低下させ,長期的にはシステムの崩壊にっながった」とする作業仮説を1疋
示した。この作業仮説は,冒頭に示した生業の特化とシステムの脆弱性に関する,より一叛的
な仮説と矛盾しないこのように考えた場合,気候寒冷化は,

システム崩壊のきっかけとなっ

たかもしれないが,必ずしもその主原因とは考えられない0

②遺跡出士考古試料のAMS皿C年代測定にもとづいた時問軸の整備
「小規模経済プロジェクト」では,

上記の考古資料の分析結果から推測される文化変化と,

42Kイベントなどの気候変動との先後関係を検討するために, 青森市内における複数の縄文時
代前期 中期の遺跡について,

発掘試料のAMSMC年代測定を行い,士器型式期と歴年代との

対比を試みた。さらに,得られたNC年代にっいては,単に暦年代に較正するだけでょく,ベ
イズ推定などにもとづいた較正年代幅を限定化するとともに(大森他20ID,試料の不均質さに
よるノイズを可能な限り除去することをめざした具体的には, 各遺跡における層位との対応

関係を確認、した上で,厚さ5センチごとの柱状サンプルなどの形で土壌サンプルを採取して水
洗選別をおこない,年代測定分析試料を抽出した(たとえば羽生他2016)0分析試料には,年輪
による時間幅が予測される炭化木片や,海産物と陸産物の混合が予測される士器付着物は己め
ず,一年ごとに結実するクリ,

オニグルミやトチノキなどの堅果類,および二ワトコの種子な

どに測定対象を限定した。

、測定結果の最終報告にっいては別途論文を準備中であるが,図5の中段(上から2長目部色
対年代(cal. BP)」の項)に,現時点で推定される較正年代(cal. BP)を示す0 三内丸山遉跡
にっいて研究の当初に発表されてぃたAMゞて年代測定(今村1999)より,中期前半期(円筒
上層a e式其m が若干短めだが大きな岨語はない。その後に発表された國木田他(2008)や
辻(20ID らの年代観とは整合性が高い0
図5の絶対年代の項に示したように, 三内丸山遺跡で住居址数が急娚処こ減少する円尚上層e
式期から榎林式期への移行期は,約490ocal BP前後と推定される。これは,前述の42K イベン
トより数百年早い年代である。したがって, 三内丸山遺跡における集落規模の減少の直接の原

因を,長期サイクルの寒冷化であると考えることは問題が多い0
③積算確率分布手法による人口動態分析

「小規模経済プロジェクト」では,個々の遺跡における考古資料の C年代測定とともに, C
較正年代値を用いた積算確率分布手法を用いて,関東・青森・北海道の人口動態比較刀析を行
つた(crema ιi α1.2016)。この方法は, 士器型式期を用いずに,"C較正年代値から遺跡数の
時間的変化を推計する統計的手法である ただし,住居址数を考慮に入れないため,大集落と

小遺跡の区別はできない。また,100 200年以下の中 短期の変化も検討の対象外である
分析を行ったところ,青森県については.約60oocal. BP から550ocal. BP にかけては遺跡数
が急、激に増加し,その後,多少の増減をくり返しながら,約40oocal. BP から360ocal. BP に大
きく減少する(図田という結果が得られた。興味深いのは,関東の分析結果と異なり,中
期後半に大きな人口減少を示す結果は得られなかったことである。ただし,中期末に相当する

40ocal.BP頃には,統計的には有意な減少は認、められなかったものの,グラフ上の減少は存在
する 550ocal. BP 以降の他のふたつのグラフ上の減少期(520ocal. BP =円筒上層 b式期相当,

480ocal. BP =榎林式期相当)とあわせて,今後,さらなる検討'が必要である関根(2014)に
よる青森県における中期末 後期初頭の集落拡散化の指摘との整合性も,今後の検討課題であ
る。

④海底コアサンプルの花粉分析とアルケノン古水温解析
時間軸の整備が必要なのは,考古データだけではない。気候変動の指標として一般に用いら

れる海底・湖底コアについても,信頼できるて年代値が伴っている必要がある。「小規模ホ丕済
プロジェクト」では,北海道・内浦湾から得られた海底コア試料について, AMSMC年代測定,
花粉分析(吉田他2016)とアルケノン古水温解析(川幡他2016)を行い,考古資料と気候変動の
データとの重ね合わせを進めている。詳細は今後発表予定の雑i志論文に譲るが,42Kイベント
に対応する寒冷化は,両者の分析において確認、された。現在,三内丸山遺跡の居住期間に対応
する5900 "oocal.BP における,中期 短期の気候変動についてのデータを解析中である
⑤まとめ
以上の結果から,三内丸山遺跡とその周辺の縄文時代前期 中期の考古資料は,石器組成や
セトルメント・パターンなどの考古資料の定量的な分析から,明確な時間的変化を抽出するこ
とが可能な,質の高い資料であることが確認できた。プロジェクト自体は現在進行中であり,

最終的な解釈は,分析結果が出そろってから改めて行う必要であるが,食の多様性,人口とシ
ステムの復元力に関する冒頭の仮説を検討するには適切な研究事例であると老えられる
上述のように,現在までのところ,三内丸山遺跡における生業の変化とそれに続く集落規模
、
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の減少は,いわゆる42K イベントより早く, 4900年前後の円筒上層e 榎林式期にかけて始ま

つたと考えられる。同時期における集落規模の減少傾向は,三内丸山遉跡だけではなく,伺L
の大遺跡においても認められる

この原因にっいて,現在までの結果では,長期サイクルの寒

冷化であると考えることは問題が多い0

ただし,文化変化と気候変動との関係を検討する際には, 42K イベントをはじめとするボン

ド.イベントのような1000年を超える長期サイクルの気候変動だけでなく,数十年単位の中.
サイクルや1年 数年単位の短期サイクルの気候変動, さらに個々の遺跡における中 短期の
環境変容も考慮に入れる必要がある0 暦年代を使った考古資料と気候変動データとの対比か進

むことにより今後,このような異なった時問スケールでの分析も可椛になると予1,、1してしる
5.おわりに一考古学の社会性と戦後日本考古学のパラドツクス

本稿では,考古学が,多様性,持続可能性,レジリエンスなど,現代の環境問遉を考える1ホ
に鍵となる概念を扱うことが可能な研究分野であることを述べ,具体例として,現在,和果の
解析が進行中である縄文時代前・中期の分析事・例を紹介した0 筆者は,環境考古学は,短期的

な効率と利益を中心に据えるモダニズム,進歩主義,産業中心主義に言鐘を鳴らすアプローチ
として今後,人問と環境との相互関係を考える上で重要な1又割を果たい守ると考えている0
日本列島の考古学は,過去数十年にわたり, その発掘資料の質・量ともに,世界の考古学の
なかでもきわめて高しワK準を誇ってきた0 1960年代以降の新幹線や高速道路建設などの大規模
な公共開発事業は,緊急発掘の急、激な増加と, それに伴う数々の考古学上の新発見をもたらし

た。̲般市民やメディアの関心も高く,考古学のニュースが新聞の一面を飾ることもまれで1 よ
い。その社会的背景として,第二次世界大戦後における日本の老古字が,「私たちの祖先」のた
去の生活を復元する「科学としての」学問の役割を果たしていた点は見逃せない0 すよわち,
戦後の日本考占学は,

その出発点において,戦争中の皇国史観からの脱却と民主主義への稙極

このようなりべラルな社会思想を具現化した考古学が,大
規模む土地開発と深く関わりながら, 戦後日本の経済成長とともに発掘資料の飛躍的な増大を
もたらしたのは,日本考古学のパラドツクスである0
大規模開発に伴う緊急発掘の増加は, 1990年台半ぱにピークを迎えたあと,次第に縮小傾向
的な貢献を象徴するものであった0

にある。文化庁の統計によれぱ,

工事.に伴う発掘調査の件数は,1996年度の11,738件をピーク

として,その後は6,700 9,100件台で推移してぃる(図7)。発掘調査件数よりもさらに頚著よ
のが,緊急発掘調査費用の推移で, ピークの1997年度における1321億円が,20Ⅱ年度にはその

半分以下の記4億円にまで減少している(図8)さらに, 各県や市町村,法人等の調査組織で
,働く埋蔵文化財専門職員数も,2000年度の7,1H人をピークとして, 2015年度には5,724人となっ
てぃる(文化庁文化財部記念物課2016)(Habuand okamurand も参照)。

調査件数と費用,埋蔵文化財専門職員数の減少傾向が今後も続くこ とが予測される現在,考
古学の目的について. 男古学者が自己と社会に改めて問い直すべき時期に来ているのではない
だろうか本稿が,このような問題提起の一助となれば幸いである
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1)持続可能性の議論では,持続可能性科学(サスティナビリティ'サイエンス)という研九分野ゞゞ,

の成り立ち(BNnuand 1987)は.1割涜可能な発展(sustainabledevelopment)を強調しているー、で,升

前提とした環境.資源マネジメントという色彩が強い。本稿では,持続可""性の概,己にっいて,このうよ升
発を前提とした議論とは一線を画し. Honingetα1.(2002)の定義を採用しておく0 よお・テ

イ.サイェンスの立場から,レジリェンス理論との相違点を論じた論考としては, Redm帥(2014)があ 0
2)小山による人口推定値は.本州.四国・九州を対象としたものだが,小山が人口推疋の算疋に用こ

(近畿.中国,四国,九州の縄文遺跡の総数(3,109遺跡)は.東日本(東北,関東,北1{土, 0, 1
(24β釘遺跡)に比してきわめて少なく,全体の一害躬金にとどまる0
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Food Diversity and climate change: Lessons from the
Early and Middle Jomon periods, Japan
HABU Junko

Abstract:1n this paper,1 argue that archae010gy can contribute significantly to the inter iscip inary
discussion of longterm human、envlronmentalinteraction. The paper starts with a ypot esis t a
a highly spedalized subsistence strategy can support a larger community for a short perio , u a
decrease in subsistence and food diversity makes the production system and its assodated communlty
m。re vulnerable in the long、run. The first half of the paper provides a theoretical discussion a out t e

imp。rtarlce of food a11d subsistence dive玲ity, along with other culturalfactors, for maintaining the ong
term sustainability and reS11ience of human sodeties. using a case study from the Eary an i e
J。m。n peri。ds (ca.5900‑"oo cal. BP) ofthe northern Tohoku Re即on, JaP帥,the second half ofthe paper
demonstrates how archae010glcal and paleoenvironmental studies can contribute to our un ers an mg
Ofthe mechanisms oflong・term culture change
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