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要　　約

本稿では，縄紋時代中・後期における食と生業に関するデータ蓄積を目的として，青森県内の五つの遺

跡から出土した土器について，レプリカ法による圧痕の定量分析を行うものである。前～後期の東北地方

北部については，青森県三内丸山遺跡出土土器について，種実や昆虫圧痕等が検出された一方で，その他

の遺跡についてはほとんど調査がなされていなかった。筆者らは青森県最花遺跡，富ノ沢（2）遺跡，中

の平遺跡，槻ノ木（1）遺跡，安部遺跡の各遺跡から出土した主に中期から後期の土器を対象に，定量分

析を実施した。その結果，最花遺跡と富ノ沢（2）遺跡から，通常では土壌中に残存しにくい昆虫の幼虫

圧痕を検出することができた。最花遺跡から発見された圧痕は，ゴミムシダマシ科に属するキマワリの幼

虫，富ノ沢（2）遺跡から見つかった圧痕については，所属が確定できていないものの，カミキリムシ科

の幼虫である可能性が高い。これらの昆虫は，いずれも遺跡周辺に生活し偶然紛れ込んだのではなく，食

用など何らかの意図を持って遺跡内に持ち込まれ土器圧痕として姿をとどめたものと考えられる。
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Abstract
This purpose of this paper is to provide a new line of evidence for the study of Jomon foodways and subsist-

ence. Specifically, we report the results of a quantitative analysis of plant and insect impressions on pottery ex-
cavated from Middle and Late Jomon sites in Aomori Prefecture of the northern Tohoku Region, Japan. Previ-
ously, very few impression studies have been conducted in the northern Tohoku region, with a notable exception 
of Obata’s work at the Sannai Maruyama site, Aomori Prefecture. Samples were collected from five representa-
tive Early to Late Jomon sites in Aomori Prefecture: Saibana, Tominosawa No. 2, Nakanodaira, Tsukinoki No. 1 
and Shitsukari. While no plant seed impressions were identified, two insect larvae impressions were recovered. 
The first insect larvae impression is from the Saibana site and is identified as Plesiophthalmus nigrocyaneus, a 
type of mealworm. The second one is from the Tominosawa No. 2 site and is likely to be Cerambycidae. Given 
that both of these larvae typically perforate decaying logs or wood deep in the forest, it is unlikely that these 
worms are commonly present in the living environment of the residents of these sites. Instead, we suggest that 
these larvae may have been intentionally introduced into the site, potentially as food items.
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はじめに

縄紋・弥生時代の人間の生活圏内にあった植物種実や

昆虫等を知る方法として，大きく二つがあげられる。植

物種実や昆虫等の遺体あるいはその一部が土壌中に埋

没，保存されている場合には，体化石を発掘調査で土壌

中から直接検出するか，採取した土壌から水洗・乾燥ふ

るい選別やフローテーション等により検出するかして，

同定に進む方法がある。他方，土器・土製品の製作中に，

植物種実や昆虫等が焼成前の胎土に紛れ込み，完成品に

その体あるいはその一部の印象が残されていることがあ

る。遺体そのものは検出されなくとも，こうした方法で

植物種実や昆虫等の印象を検出できた場合には，そのい

わば印象化石の印象を作成することで，植物種実や昆虫

等の体の胎土陥没部分のレプリカが得られることにな

り，これをもとに同定に進むことが可能になる。こうし

たレプリカ法は，後代の資料の混交による時期誤認を確

実に除去できる点に加えて，柔軟であったり微小であっ

たりするために通常は土壌中で分解され今日まで残りに

くい植物種実や幼虫を含む昆虫等までその姿を復元でき

る点で重要である。

土器圧痕の調査研究は，1920 年代に山内清男らが油

粘土・石膏を用いてかたどりした宮城県枡形囲貝塚出土

土器の籾痕を「稲作」の根拠としたのを嚆矢とする（山

内，1925）。1990 年代に，丑野毅らが提案したレプリカ

法により（丑野・田川，1991），中沢道彦と丑野らは共

同で稲作の伝播と受容の研究を開始した。2000 年代に

はいると，山崎純男らは縄紋時代後期土器から検出され

たコクゾウムシの圧痕をもって「コメ」や「ムギ」ひい

ては「農耕」の根拠とした（山崎，2005）。また小畑弘

己らによる全国的な圧痕調査も開始された。一方で，安

藤広道は，安易な圧痕同定・土器型式比定・論理展開へ

慎重論を提示した（安藤，2006, 2016）。以後，縄紋・弥

生時代の土器からアワやキビの圧痕が検出されるように

なるなど（佐々木ほか，2009），圧痕として検出された

植物種実・昆虫等の種類・量はともに増加した（小畑，

2011; 中山，2010; 中沢，2014）。土器圧痕調査は，従来，

縄紋・弥生時代における特定の食や生業の根拠とみなさ

れてきた出土植物種実・昆虫遺体のみならず，より多様

な植物種実・昆虫等の痕跡を検出することができる方法

である。特に近年では，縄紋・弥生時代における人々の

生活史あるいは周辺の環境史復元という目的をもった研

究のための，有用な手法の一つとして認知されつつある。

縄紋時代中・後期の東北地方北部の土器に関して，レ

プリカ法の適用は高瀬克範や小畑弘己らによって取り組

まれてきた。まず，青森県内の遺跡から出土した当該期

の種子に由来すると思われる圧痕の認められた土器につ

いて，高瀬による「籾状」圧痕の調査分析があり，種子

圧痕は認められないという結果が示されている（高瀬，

2010）。また，最近，三内丸山遺跡から出土した前期中

葉～中期後葉土器について，小畑らにより圧痕の調査分

析がなされ，多くの種実・昆虫等に由来する圧痕が検出

されている（小畑，2013, 2014; 小畑・真邉，2014）。最

近では後期～晩期の青森県道仏鹿糠遺跡より種実・昆虫

等の圧痕が発見されている（青森県教育委員会，2017）。
土器圧痕分析は，縄紋時代の人々の植物利用をはじめ

生活の実態に迫る有用な方法の一つであり，東北地方北

部縄紋時代中期～後期の他の遺跡から出土した土器に対
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しても，定量・悉皆調査が欠かせない。本研究では，土

器圧痕の検出が可能であった，青森県むつ市最花遺跡（最

花貝塚），六ヶ所村富ノ沢（2）遺跡，外ヶ浜町中の平遺

跡，野辺地町槻ノ木（1）遺跡，東通村安部遺跡（尻労

安部洞窟）の各遺跡から出土した主に中期から後期の土

器を対象に，レプリカ法による植物種実・昆虫圧痕の検

出・同定を試みた（図 1）。

対象と方法

本研究で対象としたのは，縄紋時代中・後期を中心に

遺物・遺構が検出されている青森県内の遺跡出土土器で

ある。具体的には，最花遺跡，富ノ沢（2）遺跡，中の

平遺跡，槻ノ木（1）遺跡，安部遺跡から出土した土器

を対象に圧痕検出調査を行った。すなわち，1964 年の

発掘調査で最花遺跡 A，B，C 各地点から出土した，各

型式（A 地点：円筒下層・上層式，最花 A 式，B 地点：

円筒下層・上層式，中期最末～後期初頭の未命名型式，

C 地点：円筒下層・上層式）の破片を含む全土器標本（安

達，2015, 2016; 安藤，2009），1989・90 年の発掘調査で

富ノ沢（2）遺跡 A 地区の住居址（1 ～ 448 号）から出土

した破片を含む各型式（円筒下層・上層式，榎林式，中

の平 III 式，最花 A 式，中期最末～後期初頭の未命名型式）

の土器標本のうち調査可能なもの全て（青森県埋蔵文化

財調査センター，1992, 1993），1973 年の発掘調査で中の

平遺跡から出土した破片を含む各型式（円筒下層・上層

式，榎林式，中の平 III 式）土器標本のうち調査可能な

もの全て（青森県教育委員会，1975），1993 年の発掘調

査で槻ノ木（1）遺跡から出土した，破片を含む中の平

III 式土器標本のうち調査可能なもの全て（青森県埋蔵

文化財調査センター，1995），2001 年から 2012 年まで

の発掘調査で安部遺跡から出土した，縄紋時代中・後期

の破片を含む全ての土器標本である（奈良ほか，2015）。
丑野・田川（1991），比佐・片多（2007）等のレプリ

カ法を参考に，以下の手順で調査・分析を実施した。

1　土器の選出・計量・観察・同定

調査の対象となる土器標本の選出を行い，数量（個体

数）及び重量を測定・記録した。土器を観察・同定し，

可能な限り型式ごとに数量及び重量を把握した。

2　圧痕の抽出・レプリカ作成・撮影・同定

（i）圧痕の観察・抽出：肉眼および実体顕微鏡（20 倍，

Nikon ファーブルミニ）とデジタルマイクロスコープ

（20–200 倍，Dino-Lite PRO Polarizer）を使用して，器面

及び断面にみられる窪みの内部を悉皆的に観察し，植物

種実・昆虫等の可能性のある圧痕を抽出した。観察は適

宜面相筆で圧痕内部の汚れを除去しながら実施した。

（ii）レプリカ作成：抽出した圧痕の内部を面相筆で丁

寧に清掃し，離型剤（パラロイド B72 のアセトン 5% 溶

液）を圧痕部に塗布した。離型剤の定着後に，印象材（シ

リコーン TSE 350 に硬化剤 CE60 を加え十分に攪拌させ

たもの）を圧痕部に充填した。硬化後に，シリコーン（レ

プリカ）を取り外した。圧痕部に残ったパラロイドはア

セトンで洗浄した。

（iii）レプリカの観察・撮影：レプリカを電子顕微鏡で

観察し，写真撮影を行った。走査型電子顕微鏡（日本電

子株式会社製 JSM-5510LV；以下 SEM と呼ぶ），卓上電

子顕微鏡（株式会社日立ハイテクノロジーズ製

Miniscope® TM3030Plus；以下　卓上電子顕微鏡と呼ぶ）

による観察と写真撮影を行った。

（iv）同定：（iii）の結果に基づき，植物図鑑や各種昆虫

図鑑・幼虫図鑑などのほか，現生標本との比較をもとに，

検出された試料の同定を行った。

結　　果

対象土器標本の点数と重量等は，以下に記すとおりで

あった。最花遺跡 A 地点出土の円筒下層・上層式土器

標本計 604 点（28.4 kg）および最花 A 式土器標本計 1,201
点（40.7 kg），同遺跡 B 地点出土の円筒下層・上層式土

器標本計 107 点（3.5 kg）および中期最末から後期初頭

図 1　対象遺跡の位置
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の土器標本計 3,301 点（68.3 kg），同遺跡 C 地点出土の

円筒下層・上層式土器標本計 538 点（15.8 kg）。富ノ沢（2）
遺跡の住居址から出土した，主に円筒下層・上層式土器，

榎林式土器，最花 A 式土器，中の平 III 式土器，中期最

末～後期初頭の土器標本について計 796 点（620.7 kg）。
中の平遺跡から出土した円筒下層・上層式土器，榎林式

土器，中の平 III式土器標本については計378点（75.8 kg）。
槻ノ木（1）遺跡から出土した中の平 III 式土器標本計

123 点（109.5 kg）。安部遺跡出土の，主に榎林式土器及

び後期前葉の土器標本について計 241 点（2.8 kg）。なお

重量は，一部の資料に施されていた器形復元のための石

膏部を含んでいる。富ノ沢（2）遺跡や槻ノ木（1）遺跡

から出土した土器の器体サイズは比較的大きく，復元さ

れたものが多いため資料数に比して重さの値が高い。

対象資料を観察した結果，いくつか植物や昆虫に由来

する可能性がある圧痕が検出された。これらの土器試料

についてレプリカの作成を行い，観察を行った。SEM
および卓上電子顕微鏡観察を行った結果，現段階で生物

由来の圧痕と認定できるものは，最花遺跡 B 地点から

出土した中期最末から後期初頭の土器（図 2-1，2）（B-
1-1 –30 ～ –70 cm 出土）（安達（2014）p581-53 と同一個

体破片），および富ノ沢（2）遺跡から出土した中期後葉

の土器（図 3-1，2）（75 号住居址床出土）（青森県埋蔵

文化財調査センター（1992）第 1 分冊 p236-1）より得

られた幼虫圧痕の計 2 点であった。

以下，これら幼虫圧痕 2 点（標本 1 および 2）の形態

的特徴と昆虫種の同定結果について述べる。

図 2-1　幼虫圧痕が検出された最花遺跡 B 地点出土土器

図 2-2　最花遺跡 B 地点出土土器の幼虫圧痕部（矢印）

図 3-1　幼虫圧痕が検出された富ノ沢（2）遺跡出土土器

図 3-2　富ノ沢（2）遺跡出土土器の幼虫圧痕部（矢印）
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標本 1（最花遺跡 B 地点出土）（図 4）
発見された圧痕は，残存部の長さ 2.7 mm，最大幅約

1 mm で，幼虫を SEM にて背面から見たものである。

計 4 体節からなる（図 4）。
2 節は，いずれも前後長約 0.5 mm，幅約 1 mm であり，

背側に向かってゆるく高まりまた側縁もわずかにカーブ

を描いて張り出した同形・同大の体節で構成されている。

これらにつながる体節のうちの一つは，2 体節と同様の

形状を呈していたと考えられるが中央部で破壊し，前後

長約 0.25 mm の部分のみ残されている。もう一つの体

節は，形状を異にし，直径約 0.9 mm で前後にやや長い

円形の体節で構成されており，これが背面を向いた状態

で配置されている。本体節は，幼虫の頭部ないし最後尾

のいずれかとみられるが，大顎や複眼など頭部に付属す

る器官が見当たらないことから，見かけ上の末端節にあ

たる第 9 腹節と考えられる。

したがって幼虫圧痕は，第 6 腹節の一部と第 7 ～第 8
腹節，および第 9 腹節が連結した状態で保存されたもの

である。残存する 4 体節から推定される幼虫の全長は，

およそ 10 mm である。

圧痕試料では上下方向に押しつぶされ変形しているも

のの，SEM 画像より観察される各体節の接合部が直線

的であり，湾曲した体節の形状がきわめてよく保存され

ていることから，幼虫の体部はキチン化が進行し硬く，

乾燥や圧迫に耐える構造をしていたと推定される。

キチン化が著しい同形・同大の腹節で構成され，背面

を向いた円形の末端節を有する特徴より，本圧痕はゴミ

ムシダマシ科 Tenebrionidae のキマワリ Plesiophthalmus 
nigrocyaneus の幼虫圧痕であると考えられる。キマワリ

の幼虫が，キチン化が強く滑らかで艶のある体節を持ち，

第 9 腹節が縁の角ばった円形の末端節で構成されている

こと（Hayashi, 1966）は，標本 1 の幼虫圧痕の特徴とよ

く一致する。

なお，キマワリの終齢幼虫の大きさは，約 30 mm で

あるため，最花遺跡から発見されたキマワリの幼虫圧痕

は 2 齢幼虫と考えられる。

標本 2（富ノ沢（2）遺跡出土）（図 5-1，2）
幼虫圧痕は，残存部の長さ約 3.3 mm，最大幅約 0.8 mm。

腹側に向かってやや湾曲した幼虫の側面感である。計 9
節の腹節が観察され，腹部はほぼ完全であるが，胸部や

頭部などは失われて存在しない。第 10 腹節は，第 9 腹

節にはめこまれており，側面感では小さく丸みを帯びた

形状を呈する。

デジタルマイクロスコープで観察すると，第 9 腹節

は，背端の中央部が刺状に突出し「尾刺」を有するよう

に見える（図 5-1）。第 8 から第 2 腹節は，いずれも丸み

を帯びたリング状の体節で構成されている。デジタルマ

イクロスコープ下では，各体節は前方に向かうにつれ，

高さや前後長が増大し第 4 腹節および第 3 腹節付近で

最も膨らんで大きく見えるが，レプリカを卓上電子顕

微鏡で観察すると，各体節の大きさの違いはほとんど認

められず，腹部は最後尾を除いてほぼ同じ大きさ，同じ

形状の体節がつながった造りをしていることが分かる

（図 5-2）。残存する体節より推定される幼虫の全長は，

約 4 mm である。

デジタルマイクロスコープおよび卓上電子顕微鏡画像

で観察される各体節の形状から，本幼虫の体部はキチン

化しておらず柔らかく弾力があり，表面はすべすべして

いたと推定される。こうした特徴ゆえに，土器製作の過

程で粘土中に混入あるいは器面に付着してもなお腹部全

体の形状をよくとどめたと考えられる。

本圧痕の形態に似た昆虫の幼虫は多く，同定は困難で

ある。しかし，キチン化が進行していない昆虫で，形状

および大きさにおいて矛盾しない昆虫では，コウチュウ

目カミキリムシ科 Cerambycidae，コウチュウ目ツツキノ

コムシ科 Ciidae，ハエ目ミズアブ科 Stratiomydae などを

挙げることができる。あるいはチョウ目Lepidopteraの仲

間にも，形態的によく似た昆虫が存在する可能性がある。

なお，標本 2 の幼虫は分類・同定が十分でなく，その

ため総腹節数は必ずしも定かではない。本論では最も可

能性が高い計 10 節の腹節を持つ幼虫をもとに記載した

が，かりに腹節数が 9 節の幼虫の場合には，それぞれ 1
減じた腹節の名称で呼ぶ必要がある。

図 4　最花遺跡出土土器の幼虫圧痕レプリカの走査型電子顕微
鏡（SEM）画像
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考　　察

今回の調査の結果，青森県の最花遺跡出土土器と富ノ

沢（2）遺跡出土土器から，昆虫の幼虫に由来する圧痕

が 1 点ずつ検出された。一方でこの二つの遺跡出土土器

から，植物種実に由来する圧痕は検出されなかった。時

期に幅があるものの，最花遺跡出土土器における植物種

実・昆虫圧痕の検出率は 1/5,751 点，富ノ沢（2）遺跡出

土土器では 1/796 点といえる。

今回の調査で対象とした五つの遺跡のうち，富ノ沢（2）
遺跡からは，発掘調査により住居址床面などから検出さ

れたクルミ科オニグルミ，ブナ科クリ，ブナ科コナラ属，

トチノキ科トチノキ，ヒエ属といった種実遺体が分析・

報告されている（渡辺，1993; 吉崎・椿坂，1993）。とく

に 321 号住居址，361 号住居址から出土したヒエ属種子

については年代測定されており（吉崎，1997, 2003; 西本

ほか，2007），中期・大木 10 式期の遺構とされる 321 号

住居址出土の細型ヒエ11個（13 mg）では4,265 ± 35 yrBP；
較正年代 2,925 ～ 2,860 cal BC（83.2%）（機関番号 MTC-
08562），同丸型ヒエ 18 個（16 mg）では 4,145 ± 45 yrBP；
較正年代 2,875 ～ 2,615 cal BC（91.4%）（同 MTC-08563）
などの放射性炭素年代値が得られている（西本ほか，

2007; 宮田，2009）。今回の圧痕調査対象には勿論この二

つの住居址から出土した土器標本が含まれる。しかし，

富ノ沢（2）遺跡から，ヒエ属種子などの植物種実の圧

痕は検出されなかった。中の平遺跡出土土器からは，植

物に由来する可能性がある圧痕を 1 点確認したが詳細は

不明であり，昆虫に由来する圧痕は検出されなかった。

槻ノ木（1）遺跡および安部遺跡出土土器からは，植物

種実あるいは昆虫に由来する圧痕は検出されなかった。

本研究は，青森県内中・後期土器からは種子圧痕が検

出できないという分析結果（高瀬，2010）を追認したが，

同県三内丸山遺跡から出土した前・中期の土器より多数

の種実・昆虫圧痕を検出した分析結果（小畑，2013; 小畑・

眞邉，2014）とは，隔たりがある結果となった。

小畑らは，三内丸山遺跡における 1993・1994 年度調

査の北盛土出土と一部 33 次・34 次の西盛土から出土し

た「円筒下層式土器～円筒上層式土器・大木系土器（縄

文時代前期中葉～中期後葉）」53,969 点を対象に圧痕調

査を行い，計 87 点の植物種実や昆虫・貝等と考えられ

る圧痕を計 96 箇所検出している（小畑・眞邉，2014）。
圧痕の検出率は 1/ 約 600 点であり通常 1/1,000 ～ 3,000
点の検出率に比して極めて高かった（小畑・眞邉，

2014）という。三内丸山遺跡より発見された圧痕 87 点

の内訳は，植物種実が 58 点，昆虫類が 25 点，その他は

4 点である。植物種実はマメ科種子・ヒエ属種子・ミゾ

ソバ種子などが同定されており，昆虫は半数以上を占め

るゾウムシ科のコクゾウムシ 14 点の他にナガシンクイ

ムシ科・コガネムシ科・キスイムシ科・ケシキスイ科（い

ずれも 1 点）などが同定されている。小畑らは，コクゾ

ウムシは貯蔵乾燥植物性食物（ドングリ・クリ・マメ類）

を加害していた家屋害虫だったとしており（小畑，

2013），同定された他の昆虫ともに，土器製作の場に多

数生息していた昆虫が混入したものであると解釈されて

いる（小畑・眞邉，2014）。
ここで，本研究の結果，最花，富ノ沢（2）の二つの

遺跡から検出された圧痕が由来すると考えられる昆虫の

図 5-1　富ノ沢（2）遺跡出土土器の幼虫圧痕部のデジタルマ
イクロスコープ画像

図 5-2　富ノ沢（2）遺跡出土土器の幼虫圧痕レプリカの卓上
電子顕微鏡画像
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生態について検討する。

最花遺跡 B 地点より出土した中期最末～後期初頭の

土器片からは，ゴミムシダマシ科のキマワリの幼虫圧痕

（標本 1）が発見された。中根ほか（1984）によれば，

キワマリの成虫は体長 16 ～ 20 mm の黒色の甲虫で，枯

れ木や朽ち木上に多く見られる。キマワリは，国内では

北海道・本州・四国などに分布し，国外では朝鮮半島・

ロシア極東・サハリン，および中国東北部などに生息す

る（Masumoto, 1991）。幼虫は，朽ち木を食する。キワ

マリの幼虫は腐朽が進行した樹木の木部に穿孔するた

め，朽ち木を断ち割ることによりはじめて得られる昆虫

であり，人の居住域付近に生息する昆虫ではなく，また

薪材等を加害するものでもない。

一方，富ノ沢（2）遺跡の中期後葉の土器片から見つかっ

た幼虫圧痕（標本 2）については，分類群が定まってい

ない。だが，得られている幼虫圧痕の形態的特徴から，

幼虫の生態について類推することができる。幼虫の腹節

が，ほぼ同じ大きさ，同じ形状の体節がつながった造り

をしていることから，狭い空洞の中を移動するのに適し

た構造を持つ幼虫であった可能性が考えられる。また，

弾力があってすべすべした体つきの幼虫であることは，

日にさらされたり乾燥したりすることがない環境下に生

息する幼虫であったことが考えられる。こうした推定に

最も合致した幼虫は，カミキリムシ科の幼虫である。カ

ミキリムシ科の幼虫には，第 9 節の背端に尾刺と呼ばれ

る突起を持つものがあり（林，2005），こうした尾刺の存

在はデジタルマイクロスコープで観察された本標本の幼

虫圧痕の形態的特徴とよく一致している。カミキリムシ

科の幼虫もまた，木材にトンネルを掘って生活し材を食

べる昆虫であり，木を断ち割ることによって発見される

ものである。しかし，富ノ沢（2）遺跡から発見された幼

虫圧痕については，ツツキノコムシの幼虫を含め，他の

昆虫の幼虫である可能性も考えられ，検討が必要である。

従来，三内丸山遺跡をはじめ縄紋時代の遺跡からは，

コクゾウムシはじめ家屋害虫が検出されており，それら

は，いずれも土器製作の場に生息していた昆虫が誤って

混入したものとされている。しかるに，本研究の結果得

られた昆虫は，いずれも土器製作の現場にいた昆虫では

なく，ヒトが森林内に分け入って木を伐採し，これを断

ち割ったときにはじめて得られる幼虫の圧痕といえる。

1 点は，ゴミムシダマシ科のキマワリの幼虫であり，残

る 1 点は所属が明確でないものの，仮に後者の幼虫圧痕

がカミキリムシ科の幼虫に同定されるとすれば，いずれ

も食することが可能な幼虫ということができる。

キマワリを含むゴミムシダマシ科幼虫は，現在ミール

ワームとして多くの小型哺乳類の飼料用昆虫として利用

されており（安富・梅谷，1991），歴史時代においては

中国ではすでに秦の時代より，また日本・中国などでは

近現代まで食用および薬剤として用いられてきた（三橋，

2012）。昆虫食研究家として知られる内山昭一は，四季

の美味しい昆虫の食べ方の中で，《冬の虫》としてキマ

ワリの幼虫を紹介し，朽ち木をくずして越冬中のキワマ

リ幼虫を得，フライパンでバター炒めすると簡単かつ美

味（内山，2009），と記している。

カミキリムシ科の幼虫は，昆虫食の食材として多数の

文献に登場し（三橋，1997，2008; 野中，2008 ほか），

日本各地で食されてきた。昆虫は，狭い場所で大量にし

かも短期間に成長するため生産効率が良く食材として有

用とされ（野中，2008），また昆虫の多くは，他の肉類

と比べても，単位重量あたりの脂肪やタンパク質・カル

シウム・各種ビタミンを豊富に含んでおり（三橋，

2008），葉上に生活する昆虫や朽ち木を割るだけで容易

に採集できる昆虫は，労働量に対して得られるエネル

ギーが高くエネルギー効率の高い食物であるという（野

中，2008）。
以上述べたように，最花遺跡と富ノ沢（2）遺跡から

発見された幼虫圧痕は，これまで三内丸山遺跡ほかの縄

紋時代の遺跡から得られている屋内に害虫として棲息し

ていた昆虫とは性格を異にする食材として他所から採取

され，利用されていた昆虫であった可能性が考えられる。

なお，最花・富ノ沢（2）両遺跡から発見された幼虫圧

痕はいずれも若齢幼虫のものであり，これが土器圧痕と

して検出された背景には，幼虫採取の過程で小さすぎる

などの理由から食材として利用されなかったものが残存

していたことも考えられる。

今後，調査・分析を継続する必要があるが，三内丸山

遺跡から検出された昆虫や種子などの圧痕と，最花，富

ノ沢（2）の二つの遺跡における幼虫圧痕では，単に発

見された圧痕数の量的な違いだけではなく，縄紋時代の

遺跡ごとの人々の生活形態や食生活，遺跡周辺の自然環

境の違いなどを反映している可能性があり，多くの遺跡

におけるさらなる資料蓄積が望まれる。

ま と め

青森県の最花遺跡，富ノ沢（2）遺跡，中の平遺跡，

槻ノ木（1）遺跡，安部遺跡の各遺跡から出土した前期

から後期の土器を対象に，レプリカ法による土器圧痕の

調査を行った。その結果，最花，富ノ沢（2）の二つの
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遺跡から，ゴミムシダマシ科に属するキマワリの幼虫の

圧痕 1 点，およびカミキリムシ科の幼虫の可能性が高い

と考えられる圧痕1点の計2点を検出することができた。

これらの昆虫は，従来，青森県の三内丸山遺跡ほか日

本各地の縄紋時代の遺跡から発見されている家屋害虫と

は異なり，両者とも森林に生育する食用可能な昆虫であ

る。特に，キマワリについては，朽ち木や枯木に生育す

るものであることから，薪材等に伴って偶然持ち込まれ

る可能性も低い。したがって，食用としてのキマワリの

採取を目的に，朽ち木ごと遺跡内に持ち込まれた可能性

も検討する必要がある。ただし，今回検出された圧痕は

1 点のみであり，体長約 10 mm とやや小型であること

から食用を目的に持ち込まれたと断定することはできな

い。カミキリムシ科の幼虫に類似する圧痕については，

同定について更なる検討を行う必要がある。したがって，

現時点では食用に供された可能性について指摘するにと

どめる。

いずれにせよ，今回の分析結果において，三内丸山遺

跡周辺のような大規模な生態系改変が行われた遺跡とは

異なった圧痕分析の結果が得られたことの意義は大き

い。今回の分析結果からも明らかな通り，圧痕分析は，

縄文人の食の特徴とともに，遺跡の機能や，周囲の植生・

景観について考察する手がかりを与えてくれる。今後，

他遺跡における体系的な圧痕分析の報告例の増加を期待

する。
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