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はじめに
　1998 年よりはじまった関西縄文文化研究会も早 12 年
の齢となる。人間でいえば小学校も卒業を間近に控える
頃、昨年の研究大会では、10 回目を記念して「関西縄
文時代の集落と地域社会」をテーマとし［関西縄文文化
研究会 2009］、多くの研究成果が披歴され、それに関す
る討議がおこなわれた。当該地方の縄文時代集落研究に
ついて、1985 年の泉拓良氏による研究成果［泉 1985］
を嚆矢と考えるならば、それから四半世紀の間の資料の
充実と、研究の展開、議論の多様化は明らかで、今回の
発表、資料集は、そうした積み重ねの上にある現状を、
存分に伝えるものとなった。
　ところで、こうして誰もが手に取ることのできる公共
的な成果を残しつつも、参加者のみが共有した大会当日
の討議は、誰が聞いても十分と言えるようなものではな
かった。当然、討議への準備不足もあり、討論参加者の
一人として反省するところも多いが、資料の質量に対し、
自由討論を目指す上で、研究会としての共有できる議論
の基盤が未発達であった点も否めない。今回の討議では、
特に、大野薫氏の総論を筆頭に、菅原章太氏や千葉豊氏
が、従来型の遺跡、遺構内容の把握、そして地域的な遺
跡群の消長にもとづいた領域論的研究の成果を提示した
のに対し、矢野健一氏や加藤雅士氏が、執拗に「数量」
にこだわって、仮説提示型の研究から具体的イメージの
喚起をおこない、批判的に集落研究を推進しようと努め
ていた点が印象に残った。しかしながら、この間には大
きな断絶があって、当日の討論では、その溝を埋めるよ
うな良い手立てを互いに見つけることができなかった。
当然、前者は、個別遺跡の実際と、それらの地域内にお
ける組み合わせから、集落と領域の関係を個別具体的に
構築するのに対し、後者は、代表的遺跡の分析から、一
般理論的な地域社会の枠組みを仮説として提示するのだ
から、接近する方法に大きな違いがある。筆者は、後者
の矢野氏や加藤氏の方法が、重要な視点を提示している
と考えるし、そこにある程度の有効性を見出しはするも

のの、その運用を誤ると、個性をもったひとつひとつの
遺跡の実態から大きく乖離してしまうことを危惧する。
一方において、従来型の研究のみでは、社会を理解する
上での理論が不足し、行き詰まりつつある現状も否めな
いものと考える。そこで本稿では、個別遺跡の実態に注
視しつつも、矢野氏、加藤氏らの提示した方法を活用し、
近畿地方の縄文時代後期後半から晩期にかけての集落の
あり方を検討する。また、研究大会当日、詳細な分析デー
タの用意と解答のない筆者の逃げ口上を揶揄された手
前、これまで具体化してこなかった筆者の縄文時代集落
のイメージについても、語りうる範疇に限られてしまう
が、可能な限り論理的に説明を加えておきたい。

1.　関西縄文集落の一時的景観を求めて
1.1.　「集落」の用語
　集落とは、「集」まって「落」ち着く場という空間的
概念であり、そもそも地理学的用語である。『地理学辞典』
には、「人間の居住の本拠である家々の集まりを総称し
たもので、単なる建造物としての家屋の集団というので
なく、地表における人間生活の本拠をいう。集落という
のは元来、土地への定着を意味する言葉であって、人間
の社会生活の基盤となるところである。」［日本地誌研究
所 1973］と説明される。これを字義通り受け止めれば、
人間の集団的居住の場は、すべて集落とみてよい。しか
しながら、集団で一定期間、一定の場に定着する場合、
当然のことながら、構成員間の社会的関係が発生する。
そうした関係を踏まえた説明が、「社会生活を営む人類
の特性に基づいて、隣保相互扶助の生活を目的とする団
体的居住。住居または家屋の集団である村落がその要
素。」といった『広辞苑』の記述にあたる［新村 1991］。「村
落」は、「集落」とはまた異なる概念である。村落とは、
空間的意義よりむしろ、人間関係に立脚する社会学的概
念であって、当然、そこには生産関係や社会関係が反映
され、自律的側面もあわせもつ、経済的かつ政治的な単
位となる。

関西縄文集落の一時的景観と時間的累積
―	墓地の分析から矢野健一氏の批判に応える	―

■岡田　憲一（OKADA,	Ken-ichi）
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　集落の空間的把握の仕方として、「機能空間−社会空
間−意識空間の三つの位相空間の側面をもっている」と
いう「集落空間」の理論仮説［山崎ほか 1989:69］があ
るが、この認識は、上記の社会学的側面を強く意識した

「村落」を空間的に説明するモデルとしては適している
と言えよう。そして、当然のことながら、このように理
解した場合には、「集落空間」は、単なる「家々の集まり」
を超え、主要生産域や保全調整域までもを視野に入れた

「集落土地利用秩序モデル（空間秩序モデル）」となる。
しかし、こうしたモデルは、あくまで固定的な土地利用、
土地所有を媒介として説明できるものであって、ある固
定的な集団の定住を前提とするような所謂「農耕集落」
から発想されるものと判断するのが妥当であろう。
　こうした認識が、そのまま狩猟採集社会とされる縄文
時代に適用できるわけではない。したがって、集落の空
間的把握の術としては、第一に、地理学的な「家々の集
まり」＝住居群とするのが妥当であると判断する。この
際の住居の数が多かれ、少なかれ、集合単位として機能
している事実は、その構成員にとって意味のある単位で
あったことを示唆しよう。なお、この際、住居の数が複
数ではなく、1 棟からなる場合にはどうするのかという
疑問もわいてこよう。筆者は、これも住居群の最小数と
把握し、ひとまず集落の一単位と認識しておきたい（1）。
当然、社会学的に人間集団を維持しようとしたりする場
合には、こうした最小単位の住居群およびその構成員は、
自律的かつ他と無関係に存在することはできない。そう
した単位がいくつか集まって、はじめて「集落」が成立
するという立場もあるだろうが、その場合に意味する「集
落」は、人間集団に視点を置いた社会学的なものである
ことは認識しておく必要があろう。
　以上のような問題意識の上に立ち、本稿では、考古学
的事象としての「集落」を、他とは空間的に大きく区別
されるような一定の範囲に集中する１棟以上からなる住
居群として把握したい。こうして定義する考古学的「集
落」の内容は、当然、様々な形として顕現しよう。1 棟
の住居のみからなるものを最小とし、複数棟からなる「住
居群」、さらに空間的に分割された複数の「住居群」か
ら構成されるものなど、階層的に把握されることになる。
なお、こうした空間的概念に対応する人間集団は、それ
ぞれ、1 棟の住居に対する「家集団」（2）、「住居群」に対
する「住居群集団」、複数の「住居群」に対する「複数
住居群集団」として把握されるのみで、ここに血縁関係
等を直接的に敷衍することはできない。そうした作業仮
説的な人間集団が一つの「集落」を構成する。
1.2.　遺跡の類型把握と一時的景観
　「集落」の概念を用いるにあたって、時間への過度の
関心が向けられることは少ないように思う。それは、そ
の概念が地理学や社会学に由来することと無関係ではな
かろう。しかし、考古学的に「集落」を考えるにあたっ
ては、時間を無視するわけにはいかない。

　前項において、「集落」の階層的な把握について触れた。
当然、これは考古学的に顕現する事象としての把握の仕
方であって、それがそうした形をなす過程については考
慮に入れていない。おそらく「集落」は、時間的に累積
的であるほど、大規模かつ複雑な形になって現れるであ
ろうし、居住が一時的であれば、小規模かつ単純なもの
とみえるであろう。
　これまでの集落論が、上記した考古学的事象の分類か
ら導き出されてきたものであることは言うまでもない。
例えば小林達雄氏によって実践的に導入されたセトルメ
ント・システムの研究［小林達1973］は、まさにこの立
場とみてよい。集落研究の構造論的視点と換言すること
もできる。一方、後者の立場、すなわち、累積的な結果
としての大規模環状集落を分解し、それを形作ったとこ
ろの究極の一時的景観を求めるのが、土井義夫氏や黒尾
和久氏らの立場である［土井 1985、黒尾 1988］。小林氏
のセトルメント・システムの諸類型を、遺跡のライフサ
イクルの中で理解することにより、本来の集落の小規模
性を訴える。小林氏のセトルメント・システムの 3 類型
と関連づけるなら、「パターン A」のような大規模かつ
定型的な環状集落を、「パターン C」のような 1 ～ 2 棟
の小規模住居群の年代的累積と理解するわけである。す
なわち、遺跡のタイポロジーという形で導出された各類
型は、同時的かつ横並びに存在するシステムではなく、
集落の成長過程の一断面を示すに過ぎないと考えるので
ある。さらにこの立場は、集落のライフサイクルばかり
でなく、各遺構のライフサイクルの復原と、土器型式の
徹底的な細分、住居覆土出土土器の接合関係から、集落
の確実な一時的景観の究明を目指す［小林謙1999］。こ
うした試みは、その方法論とともに十分評価されるべき
であろう。また、年輪年代測定法が適用できるような柱
材の多く遺存した新潟県青田遺跡では、各住居の相対的
な建築年代が明らかにされ、集落の更新が何年くらいの
間隔でおこったのかが提示された［荒川 2004］。それま
で漠然としか把握できなかった「一時」の具体的な年代
が、集落景観の更新年数として、具体的に与えられた意
義は大きい。
　ところで、可児通宏氏によって提示された多摩ニュー
タウン地域における時期別の遺跡数をみた場合、遺跡の
総数に対し、住居のある遺跡の数、すなわち本稿で言う
ところの「集落」遺跡は、各時期を通じ 1 割に満たない

［可児 1993］。この 1 割の住居検出遺跡が 3 類型に分類
され、その他大勢は、「パターン D」ないし「パターン
E･F」とされ、セトルメント・システムの周縁に追いや
られている観がある。当然、先の一時的景観を追究する
集落論についても、住居の検出される少数の遺跡につい
ての議論であって、その他大勢の遺跡に関する具体的な
議論を見受けることはない。
　一方、ここで取り上げようとする西日本では、住居が
群をなす集落や、住居そのものの検出事例が限られる。
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したがって、必然的に小林氏の「パターン D」ないし「パ
ターン E･F」が多勢を占めるが、特にここで注意した
いのは、「パターン E」とされた類型の特徴的な存在で
ある。それは独立的に存在する墓地、デポ、粘土・石材
採掘跡などを示し、住居を伴わないとされる。筆者はか
つて、近畿地方の縄文時代後晩期遺跡の類型的把握を図
る中で、こうした遺跡が西日本の後期中葉以降に目立っ
て出現することに着目し、集落とは切り離され、独立的
かつ累積的に形成される墓地および祭祀遺跡について、

「大規模葬祭空間」と呼称したことがある［岡田 2005］。
この発想の元になったのは、大阪府向出遺跡で検出され
た墓地の分析である［岡田 2000ab･2009･2010］。遺構出
土土器をタイムスケールとして、追究可能な年代的細分
単位における遺構の抽出、墓域（埋葬空間）の空間的変
遷、個別土坑墓の長軸方向（頭位方向）の遷移を追った
のであるが、やはり土器型式という粗い時間の目の問題
を解決することができずにいた。それに、土器の遺構間
接合や同一個体判別によって、複数遺構の共時性把握も
試みたが、いかんせん遺構出土土器が限られていた。し
かし、この分析によって、おぼろげながらも見えてきた
のは、向出遺跡の墓地を利用した集団が、単一のもので
なく、社会的関係の上で複数に把握される可能性である。
そして、後期後半になって、筆者が「大規模葬祭空間」
としたような累積的に大規模化する墓地遺跡が出現する
のに対し、当該期の住居跡の検出された集落遺跡では、
セトルメント・システムでいう「パターン A」のよう
な遺跡がなく、いずれも若干数の住居跡からなる集落し
か検出されないことから、時空的に複数にわたる住居群
集団（≒集落）が、こうした「大規模葬祭空間」の形成
に関与したであろうことを示唆した。
　先の関西縄文文化研究会の研究集会では、矢野健一氏、
加藤雅士氏によって、この点が批判されている。特にそ
の「大規模」という用語が俎上にあげられ、本来小規模
であるものの累積の結果を「大規模」と表現するのは適
切ではない、との批判であると受け止める。
　「大規模にみえる集落が実は大規模ではない、発掘さ
れた事実をうのみにしてはいけない、という分析は、黒
尾、小林、羽生らの集落論で明示された。ところが、岡
田や大野らは、「大規模な墓地や貯蔵穴群がある」と主
張している」［矢野 2009c:105］。
　「「大規模集落」という言葉は、すくなくとも累積の結
果については反映しているが、遺跡の状況を “ 正しく ”
は表現していない」［加藤 2009c:83］。
　上に引用した二者の批判であるが、後者については確
かに正鵠を得ている部分はある。遺跡形成過程に即する
なら、「独立型」ないしは「累積型」とでも表現するべ
きなのかもしれない。しかし、分解する立場の一方にお
いて、現象としての遺跡を類型的に把握した場合、その
ような結果的に大規模に見える遺跡が、ある地域のある
時期に出現するというような史的評価をおこなう上では

一定の有効性があるものと考える。前者の批判について
は、誤解されている部分が多いように受け止める。確か
に筆者も「大規模」の用語の喚起するイメージを十分吟
味することなく用いた点で問題があろうが、「発掘され
た事実をうのみにして」いるわけではない。可能な範囲
ではあるが遺跡形成過程を検討し、一時的景観を追究し
ているし、具体的数字も提示している。それらをきちん
と見ていただければ明らかなことだが、一時的景観とし
て、「「大規模な墓地や貯蔵穴群がある」と主張している」
わけではけっしてない。繰り返すようであるが、機能が
比較的特化し、累積的に大規模化する遺跡の出現を史的
に評価したいと主張しているのである。そして、特に「大
規模葬祭空間」としたものについては、居住空間、葬祭
空間の両者が同じような過程を経て形成されるとすれ
ば、見かけ上「大規模」に映る累積的集落が検出されて
もよいはずなのに、それに相応するものが当該期にない
ことに立脚して主張しているのである。矢野氏は同発表
要旨の中で、筆者らの見解を次のようにまとめる。すな
わち、「住居群が小規模で一時的であるのに対して、貯
蔵穴群や墓地は大規模で継続的であると理解」し、「小
規模の住居群が複数集まる組織の存在が、大規模な貯蔵
穴群や墓地によって顕在化している」［矢野 2009c:103］
と。筆者は、細かな訂正を加えるだけで、この矢野氏の
まとめた主旨について、大きく変更する必要を感じない。
ただし、“ 貯蔵穴群や墓地は長期間利用された結果とし
て大規模に顕在化した ” と訂正するほうが、より正確で
ある。
1.3.　矢野健一氏の集落観
（1）集落の構成
　筆者や大野薫氏の見解に鋭く批判を加える矢野健一氏
の集落観を検討する。
　「住居、墓、貯蔵穴を完備した小規模集落が数百年以上、
小刻みな移動を繰り返しつつ、存続し続けることは珍し
くない」［矢野 2009c:104］。
　「集落はその土地に長期間定着したいからこそ、小規
模 で あ り 続 け、 自 立 し て い る の で あ る 」［ 矢 野
2009c:108］。
　上に引用した矢野氏の集落観の要点を列挙するなら
ば、縄文集落は、「住居、墓、貯蔵穴」から基本的に構
成され、「小規模」で、社会・経済的には「自立」して
おり、一定の土地に「長期間定着」していたというもの
である。そしてこれらの要点は密接不離に関連するもの
として、論理的に説明される。しかしながら、こうした
論理を構成する要点は、果たして妥当なのか。まずはそ
の点を検証する必要がある。
　第一に、「住居、墓、貯蔵穴」は集落の基本的構成要
素であるのか。矢野氏が典型例として掲げるのは、奈良
県曲川遺跡である。橿原市教育委員会が調査したうちの
約30,000㎡に竪穴住居1基、埋設土器72基、土坑墓10基、
貯蔵穴 10 基が検出された［平岩 ･ 川部 2004］。矢野氏
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はこのセットを集落の全体が把握された典型例ととら
え、42 基の貯蔵穴が群集して発見された奈良県本郷大
田下遺跡や、筆者が墓地とした大阪府向出遺跡の平面規
模を比較し、それぞれが曲川遺跡の部分を構成する機能
空間の広さと大差ないことから、本来あるべき集落セッ
トの一部のみが検出された例と評価するのである［矢野
2006･2009b］。これに対し筆者は、向出遺跡においては、
阪南市教育委員会による周辺調査の結果から、大阪府文
化財調査研究センター調査による墓地の隣接地に、同時
期の住居の存在する可能性は低いと考えるが［岡田
2000a･2010］、これについては発掘調査のみが解答を与
えてくれよう。また、本郷大田下遺跡についても、報告
者はくまなくおこなわれた試掘調査と周辺地形、それに
出土遺物の様相を加味し、「居住の形跡はきわめて希薄
であり、周辺地域では現在まで同時期の集落遺跡は見つ
かっていない」［岡林 2000:145］とする。翻って曲川遺
跡をみるに、果たしてこれが矢野氏の言うような集落の
典型例となりうるのか。この点についての議論は不十分
であるように思われる。そもそも曲川遺跡の全貌は不明
で、各遺構の時期が明確にされていない。かろうじて土
器埋設遺構については、時期判断の材料となる土器その
ものが用いられていることもあって、晩期中葉から後葉
までに形成されたものとわかる。しかしながら、住居お
よび貯蔵穴がそれらと同時期である証拠はいまのところ
提示されていない。少なくとも同遺跡出土の土器からは、
後期中葉から晩期末までの型式を連続的に確認すること
ができ（3）、その長い年代幅の間に継続して、「住居、墓、
貯蔵穴」をセットとする固定的な土地利用がおこなわれ
ていたとは考え難い。
　他所の遺跡を引き合いに出すならば、土器埋設遺構と
住居の同時期性については、認めることができるかもし
れない。筆者は旧稿で「下川原型」［岡田 2005:80］とし
て、居住遺構と埋葬遺構とが同時期に存在する遺跡類型
を設定し、曲川遺跡がそれに該当する可能性を示唆した

［岡田 2005:76］。近隣の奈良県観音寺本馬遺跡［本村
2009］や御所市玉手地区（遺跡名未命名）［濱 2010］の
晩期中葉から後葉の集落においても、平地住居と土器埋
設遺構とが同時存在する可能性があるので、その蓋然性
はより一層高まったとみることもできる。一方、貯蔵穴
がこれらと同時存在した可能性を考えることは難しい。
少なくとも土器埋設遺構と貯蔵穴とが同時共存している
遺跡を管見にして知らないが、貯蔵穴を転用して埋葬遺
構とするような事例はあるとみてよい。しかし、曲川遺
跡にはそうした転用例はないようである。また、住居と
貯蔵穴とが近接して同時存在する例については、「佃下
層型」として類型設定をおこない、後期には存在するこ
とを指摘した［岡田 2005:80］。その標式とした兵庫県佃
遺跡の下層文化層では、丘陵上に 6 棟の平地住居の可能
性あるピット群、流路に沿った谷部に貯蔵穴群が、約
30m の距離を置いて検出されている［深井 1998］。曲川

遺跡でも竪穴住居と貯蔵穴群との間は約 30m 程である
が、両者の立地は、わずかな差はあっても大きな違いと
して認識することが難しい。ただし、竪穴住居の遺存状
況の悪さと上部の突き出た埋設土器の検出状況とを根拠
に、本来は微高地としてあった居住および埋葬空間が削
平を受けたものと考えれば、こうした疑問を解決するこ
とは不可能ではない。
　同じ奈良盆地内で晩期中葉の貯蔵穴群が検出された箸
尾遺跡［光石 2001］では、居住遺構こそみつかってい
ないものの、晩期末の土器埋設遺構を含む埋葬遺構が約
200m の距離を隔てて検出されている［中井 ･ 松田
1981］。貯蔵穴およびその周辺からの出土遺物は少ない
のに対し、埋葬遺構のある地点では、出土遺物は多種多
様でその量も多く、曲川遺跡と同じく後期中葉から晩期
末の土器型式が確認できる（4）。また、曲川遺跡に近い観
音寺本馬遺跡では、広大な面積が調査され、晩期中葉に
ほぼ限定される集落が、約 50,000㎡にわたって確認され
た［岡田雅2009、本村 2009、濱 2009］。ここでは居住遺
構と埋葬遺構とが同時存在する可能性があると先に触れ
たが、貯蔵穴は一切検出されていない。ただし、そこか
ら約 200m 離れた地点に流路があり、堅果類のアク抜き
処理施設と考えられる木組遺構や管理された可能性のあ
るクリ林が確認された［橿原市千塚資料館 2010］。出土
土器型式からは、集落と同時期と考えてよく、放射性炭
素年代も矛盾しないようである（5）。以上、ここにあげた
2 例のように、広大な面積におよぶ発掘調査の成果によ
れば、同地域の晩期においては、やや開けた微高地上に
立地する居住空間と、森林資源である堅果類の貯蔵空間
ないし採集・加工空間とは、一定の距離を置いて立地し
ていたものと考えるのが妥当であろう。したがって、調
査区内に「住居、墓、貯蔵穴」が共に検出された曲川遺
跡についても、それらが一時的景観として同時存在した
のか否か、出土土器型式および堆積物の相関関係など多
方面から再検討し、慎重に判断する必要があるものと考
える。
（2）集落人口推定
　矢野氏の集落観の第二の要点は、その「小規模」性で
ある。この点は、生態学的根拠にもとづき東日本との差
異を指摘した泉拓良氏の具体的事例研究を嚆矢として

［泉 1985］、近畿地方から中四国地方までの集落遺跡を
見渡した大野薫氏が的確に総括する［大野 2001］。同様
に集落が「小規模」であるとする矢野氏も、独自の分析
を踏まえながらも、こうした先学の見解を受け、「小規模」
性を主張しているものと考えるが、どうやら各者の内容
に齟齬があるらしい。そのことは矢野氏の次の発言から
窺うことができる。
　「大野は、関西地方の縄文集落は 1 棟から 3 棟であっ
たと言っているが（大野 2009）、何を根拠にそう言って
いるのか、全くわからない」［矢野 2009c:109］。
　「1 棟から 3 棟の住居だけで構成させる住居域をはた
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して、集落と呼んでよいのか、筆者は疑問である」［矢
野 2009c:110］。
　このように大野氏を批判する矢野氏の集落観はどうか。
　「（1）墓地や貯蔵穴群は一時期の規模として小規模（上
限 4 − 6 棟の住居による利用）であり、（2）集落も小規
模（上限 4 − 6 棟）である」［矢野 2009c:105］。
　矢野氏は、墓や貯蔵穴から人口推定を試み、この点を
証明したという。その方法の特徴は、人口算出の直接的
根拠としやすい反面、遺構検出、認定の容易でない住居
数を分析の対象から外し、検出の容易な土器埋設遺構や
貯蔵穴の数から人口を導いたところにある。この点では、
発掘調査環境や能力に左右されない試算を可能にしたも
のと評価できよう。その際の分析対象とした遺跡が上記
の曲川遺跡であり、本郷大田下遺跡である。
　はじめに曲川遺跡の墓地の分析を読み解こう。矢野氏
の人口推定に関する試算［矢野 2006･2007］を第 1 表上
段に示した。矢野氏の思考の流れにしたがえば、結論に
いたるまでの仮定は 4 つある。仮定 a は「土器棺の 7 割

（50 基）を子供の墓」とする点、仮定 b は「1 世帯あた

り平均 3 基の子供の墓」をつくるとする点、仮定 c は「遺
跡継続期間は縄文晩期中葉の篠原式を中心とする時期な
ので 100 年間程度」と見積もる点［矢野 2007:83］、そし
て仮定 d は「1 世帯 1 住居とみて、1 住居の継続期間を
25 年間」と見積もる点である［矢野 2006:276］。この仮
定にもとづく試算の結果、曲川遺跡の墓地を遺した同時
存在住居数は 4.2 棟であり、これが典型的な 1 集落を構
成する住居数ということになる。矢野氏は仮定 b の数
を 2 基に減らした場合の結果である同時存在住居 6.3 棟
も考慮に入れて「上限 4 − 6 棟の住居による利用」とし
たのであろう。しかし、この仮定には問題が多い。
　はじめに事実誤認を訂正しておこう。当初の固定値で
ある「土器棺」数であるが、平岩欣太氏はその他の調査
分も含め 81 基であると明記している［平岩 ･ 川部
2004:14］。次に仮定 cにあたる遺跡の継続期間であるが、
矢野氏が中心とみた篠原式だけではなく、篠原式から長
原式まであって、その中の約 6 割を篠原式が占めるとす
る［平岩 ･ 川部 2004:15］。ちなみに、報告者は竪穴住居
に関連して、「人口のピーク時には少なくとも十数棟で

第１表　矢野健一氏による曲川遺跡の同時存在住居数試算とその補正
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構成されていた」と予想している点は興味深く、後項と
関連する。さて、最近の土器型式の併行関係と放射性炭
素年代測定法による暦年較正年代との関係を第 2 表に掲
示するが、そもそも篠原式を中心とみた場合でも、それ
を「100 年間」と見積もるのでは不足のあることは一見
して明らかであろう。篠原式を中心として年代幅を考え
るのなら 200 年、篠原式から凸帯文 3 期までとみるなら
ば 3 倍の 600 年となる。これを補正して計算すると、
200 年間継続の場合の同時存在住居数は 2.4 棟、600 年
間の場合は 0.8 棟にしかならない。さらに仮定 d の 1 住
居の継続期間は 25 年間でよいのであろうか。この仮定
は 2001 年に採用した数値であるが、その際には一応、
関東地方における 1 住居の存続期間 10 ～ 20 年との見解
を紹介している［矢野 2001:4］。また。新潟県青田遺跡
における柱材の相対的な年輪年代から推定される最長継
続期間が12年［荒川2004］であることも示唆的であって、
これを代入した試算も実施した。この結果は、遺跡の継
続期間を 200 年間とみた場合には 1.1 棟、600 年とみた

場合は 0.4 棟という極端に小さいものとなった。
　仮定 a と仮定 b も問題である。仮定 a は「土器棺」と
呼称される土器埋設遺構の解釈として、乳幼児埋葬説と
成人再葬説のあることを考慮しての仮定であろうが、そ
もそも土器埋設遺構の性格と設置の契機が不明である以
上、こうした仮定を踏まえて世帯数を推定すること自体
に無理がある。はたしてそれは、個別世帯によって設置
されるものであるのか。また、仮定 b については先史
社会における乳幼児の高い死亡率を考慮しての数値設定
であろうが、「子供の死亡者のほぼ全てが土器棺墓に埋
葬されるという暗黙の前提がある」［加藤 2008:239］と
する加藤雅士氏の批判が的確である。加藤氏は、住居数、
土坑墓数に対する土器埋設遺構の比率から、「一世代で
一世帯あたりの土器棺墓は 0 ～ 2 基程度」［加藤
2008:240］とするので、仮定 b を 1 ～ 2 基として計算す
ると、200 年間の継続を考えた場合の同時存在住居数は
1.7 ～ 7.1 棟、600 年間の場合は 0.6 ～ 2.4 棟である。表
には仮定 a の値を 1 にしたもの、すなわちすべての埋設

土器が乳幼児墓であると仮定した
場合の試算をおこない、同時存在
住居数がどれほど大きくなるかを
示したが、この仮定から世帯数を
復原しようとすることに問題の所
在があることは上記したとおりで
ある。さて、こうした問題を棚上
げにするとして、「矢野氏の試算
の趣旨」である遺跡の小規模性に
ついて、「前提を見直すことは遺
跡をより小規模に見積もることに
つながる」［加藤 2008:239］と加
藤氏は評価するが、これを是とす
るならば、先に引用した矢野氏の
集落観、「上限 4 − 6 棟の住居に
よる利用」とした数字の根拠は失
われる。むしろ、矢野氏が根拠な
しとして批判対象とした「縄文集
落は 1 棟から 3 棟」とする大野氏
の集落観に根拠を与えるという皮
肉な結果が導かれる。
　矢野氏は貯蔵穴数からも集落の
具体的規模は証明できるとする。
その際の前提は、西日本に一般的
な低地型貯蔵穴を従来考えられて
きた長期貯蔵用としてではなく、

「1 年間に必要な堅果類を貯蔵す
る た め の 短 期 貯 蔵 用 」［ 矢 野
2009a:50］とする点である（6）。そ
れゆえ、貯蔵穴には常食する堅果
類が収めてあるのだから、1 年間
通じて成人 1 人あたりの必要な熱

第２表　近畿地方縄文時代後晩期土器型式と併行する土器型式の
　　　　較正暦年代

第２表　近畿地方縄文時代後晩期土器型式と併行する土器型式の
　　　　較正暦年代
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量の何割かをここから賄うものと仮定すれば、それに対
する堅果類の量は必然的に算出される。矢野氏はこの貯
蔵穴内堅果類の摂取率を8割ないし4割と仮定した上で、

「1 貯蔵穴に対する集団の規模」［矢野 2009a:41］の試算
をおこなったわけである。はたしてその結果は、「貯蔵
穴が群集する遺跡における同時存在住居数は 4 棟程度が
最大許容数である」［矢野 2009a:50］とする。より詳細
には、本郷大田下遺跡で「上限は 3 ～ 4 棟」、佃遺跡で「4
棟以下」（矢野 2009a:44）とするが、これは 1 土器型式
の年代幅における累積住居数である。したがって 1 土器
型式の年代幅を 100 年間程度と見積もり、その間の継続
利用と仮定するならば、ここから賄える一時期の同時存
在住居数はさらに少ないことになる。
　したがって、貯蔵穴群の分析をしても、墓地同様にそ
れを利用した同時存在住居数は、「4 − 6 棟」よりもか
なり小さく見積もる必要があり、大野氏の示した数字と
大きく矛盾しないことになる。一方、晩期前葉の滋賀里
式 3a 期にほぼ限定できそうな奈良県布留遺跡三島地区
からは、「7 − 9 棟という住居数」［矢野 2009a:46］が推
算され、矢野氏はこれを「例外的な状況」とする。先に
掲げた箸尾遺跡の 10 基からなる比較的大きな貯蔵穴群
も篠原式古段階から中段階にほぼ限定できそうである
が、これもやはり「例外」になるのであろうか。また、
その判断が恣意的に見えるのは筆者だけであろうか。な
お、仮にこれら低地型貯蔵穴について長期貯蔵説に立つ
ならば、貯蔵穴内の堅果類に依存する比率は少なくなる
ので、当然、「1 貯蔵穴あたりの集団の規模」は大きく
なる。そうした場合には、矢野氏が退けたような「複数
集落が貯蔵穴を共同で利用するような状況は想定困難」

［矢野 2009a:46］なことではなくなる。
　そもそも矢野氏は次のような集落観を示していた。
　「西日本の縄文集落は 1 ～ 2 棟の住居が広域に散在し
ながら、場所によって集中箇所を形成していたと考える」

［矢野 2001:8］。
　ここから何故、一時的景観としては「1 棟から 3 棟」
とする集落観に対する批判につながるのか。その点につ
いては詳細に触れられていないが、それは「集落」の把
握の仕方を変更あるいは明確化したからではないかと推
察する。
　近年の矢野氏による「縄文集落の小規模性とは、集落
の自立性と表裏一体の関係にある」［矢野 2009c:108］と
の言は、「集落」に社会・経済的単位としての意味づけ
を与えていることを表明する。したがって、社会・経済
的に自立が困難な 1 ～ 2 棟からなる住居群集団は「集落」
ではなく、あくまで「集落」の下部組織でしかないとい
うことなのであろう。かつて矢野氏が九州地方を中心と
する集落遺跡から分析したように、「ブロック（住居群：
筆者補筆）が複数散在する大集落がごく少数」と「ブロッ
クが 1 つしかない小集落が多数」［矢野 2001:8］という
あり方はそのまま認められようが、後者の「小集落」と

したものは、もはや社会・経済的に自立的存在である「集
落」とは認めていないということになろう。
　「中心的な広場などを中心に狭い範囲にまとまるので
はなく、大小の集中箇所を形成しながら住居が広域に散
在するような状態が西日本縄文集落の実態であると考え
る」［矢野 2001:8］との立場を明確に打ち出したのが、
矢野氏の現在の集落観とみてよい。そうした意味では、
先に筆者が定義した地理学的な「集落」との見解の差異
はますます明白であり、その間の齟齬は埋めようがない。
矢野氏が上記の方法を用いて人口規模を推算し、そこか
ら求められる墓地や貯蔵穴群を利用する集団の同時存在
住居数がどれほど小さいものかを示そうと、最小 1 棟か
らなる集落を認める筆者の立場からすれば、その利用形
態は複数集落とも単数集落とも説明できることになる。

2.　墓地－被葬者の累積空間
2.1.　土器埋設遺構の取り扱いの難しさ
　墓地の分析を中心に据え、集落論を展望する加藤雅士
氏の研究［加藤 2008･2009］には触発されるものが多い。
しかしながら、諸手をあげてこれに賛同することも難し
い。これを批判的に検討することが、今後の集落論の展
開にもつながるものと信じて、筆者なりにその方法を改
変し、若干の検討を試みたい。
　加藤氏の論旨は、規模の大きく見える墓地は、小規模
な集団（≒集落）の累積的利用の結果であるというもの
である。したがって、その着眼点は、墓地の規模とその
継続利用年代となり、そこから墓地遺跡の分類をおこな
う。まず、墓地の規模は、埋設土器（「土器棺墓」）数を
基準とする。時期決定の容易な埋設土器を用いることに
より、墓地の設営年代および継続性を容易に判定できる
という利点がある。そして、継続利用年代は、土器型式
数から決定する。例えば「第Ⅰ類：土器棺墓の数が 5 基
程度以内のもの。存続期間は、ほぼ単一土器型式」、「第
Ⅲ類：土器棺墓の数が10基程度以上のもの。存続期間は、
複数の土器型式にわたる」［加藤 2009:78］といった具合
である。しかし、この分類に問題がないわけではない。
加藤氏は土器埋設遺構の盛行する晩期中葉以前に適用し
にくい点を改良すべき問題とするが、それ以上に問題視
するべきは、継続利用年代の推定であろう。当然のこと
ながら、年代的階梯として利用する 1 土器型式とは、時
間単位としての作業仮説でしかなく、それぞれの物理的
な時間幅は異なる。「滋賀里Ⅲ a 式」、「篠原式」といっ
た土器型式は、それぞれ等価の 1 単位として扱える状態
にはない。実際、放射性炭素年代とその暦年較正から求
めた年代値を参照するならば、滋賀里式 3a 期の併行す
る大洞 B2 式は 70 年間、篠原式の併行する大洞 BC 式、
同 C1 式は各々 100 年間で、あわせて 200 年間となる（第
2 表）。
　こうした遺跡の継続年代と埋設土器数との相関関係を
検討するため、一定量の土器埋設遺構の検出された遺跡
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について、その埋設土器数と使用型式、そして土器型式
の暦年代から推算される時間幅とを表に一覧した（第 3
表）。なお、この際、土器型式については、現在考えう
る可能な限りの細分段階で表記したが、細分判断不可能
なものは両者にまたがるようにして記載している。これ
を瞥見して明らかなことは、土器型式では 1 ないし 2 段
階分のみで構成される遺跡と、3 から 4 段階にわたる遺
跡、そして 6 段階以上におよぶ遺跡という 3 つのまとま
りがあること、それらが晩期の中でも特定の時期に偏る
ことなく存在すること、この 2 点である。埋設土器の使
用型式数の多寡は、暦年代から求められる時間幅と概ね
一致する。すなわち、1 ないし 2 段階の少数からなるも
のは 100 年前後、6 段階以上と多数にわたるものは 350
～ 700 年、その間の 3 から 4 段階のものは 200 ～ 300 年
である。さて、この使用土器型式数ないしは時間幅と、
埋設土器数とは比例するのであろうか。答えはそう単純
ではない。埋設土器数は、5 基以下の少数からなる遺跡、
10 から 30 基程度で構成される遺跡、そして 80 から 90
基という多数からなる遺跡の 3 つにまとまる傾向がある

ので、両者の相関を一瞥すると、以下の 6 つの類型を得
ることができる。
　	Aa 類　　使用土器型式数少、定着的土地利用時間幅

短（100 年前後）、埋設土器数少（10 基未満）。
　	Ab 類　　使用土器型式数少、定着的土地利用時間幅

短（100 年前後）、埋設土器数中（10 ～ 30 基）。
　	Ba 類　　使用土器型式数中、定着的土地利用時間幅

中（200 ～ 300 年）、埋設土器数少（10 基未満）。
　	Bb 類　　使用土器型式数中、定着的土地利用時間幅

中（200 ～ 300 年）、埋設土器数中（10 ～ 30 基）。
　	Cb 類　　使用土器型式数多、定着的土地利用時間幅

長（350 ～ 700 年）、埋設土器数中（10 ～ 30 基）。
　	Cc 類　　使用土器型式数多、定着的土地利用時間幅

長（350 ～ 700 年）、埋設土器数多（30 基以上）。
　これを加藤氏の分類に対応させれば、Aa 類が第Ⅰ類、
Ab 類が第Ⅱ類、Cb 類、Cc 類が第Ⅲ類に相当する。Ba
類や Bb 類は対照できないが、Ba 類にあたる兵庫県佃
遺跡の上層文化層を加藤氏は第Ⅰ類の典型（7）としてあ
げ［加藤 2009:78］、Bb 類にあたる京都府上里遺跡を第

第３表　埋設土器設置類型と頻度第３表　埋設土器設置類型と頻度
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Ⅱ類とするので［加藤 2009:81］、埋設土器使用型式が細
別数段階におよぶものでも、3 から 4 段階程度までのも
のは、「短い」時間幅と判断するようである。したがって、
加藤氏の分類と仮説によるならば、加藤氏の第Ⅰ類、つ
まり筆者の Aa 類や Ba 類が累積した結果、多量の埋設
土器群からなる加藤氏の第Ⅲ類、Cb 類や Cc 類が形成
され、加藤氏の第Ⅱ類、Ab 類や Ba 類はその途上にあ
るものとして説明されるであろう。しかしながら、加藤
氏の仮説の主旨である時間の累積を重視するのであれ
ば、その分類と対照とを一端棄却せざるを得ない。何故
なら、加藤氏が第Ⅰ類としたところの、筆者の Aa 類と
Ba 類とが、時間的累積の最小単位となることはない。
時間の累積過程からは、Aa 類と Ab 類から、Ba 類と
Bb 類とを経て、Cb 類と Cc 類とに遷移していかなくて
はならないのである。
　ここで着目したいのは、埋設土器の設置頻度である。
加藤氏の試算にあるように、1 世代を 25 年と仮定して
遺跡継続時間幅を割り、さらに埋設土器数をそこから求
められた仮想世代数で割って、世代（25 年）あたりの
埋設土器設置数を求めた（第 3 表下段）。最小値は奈良
県越部ハサマ遺跡の 0.38 基、最大値は奈良県玉手地区
の 6.94 基である。この両者は、それぞれ Aa 類と Ab 類
とになり、時間的累積としては最小単位となるべき使用
土器型式の少ない遺跡である。しかし、この時点におい
て、埋設土器設置頻度の高低二者が確認できる。すなわ
ち、遺跡継続の時間幅は変わりないのに埋設土器設置頻
度が異なるため、結果としての埋設土器数が異なるもの
と理解できる。これを埋設土器の空間的偏向による発見
率の相違と解釈することも可能であろう。しかしながら、
その対極にあって時間的累積も大きく、発見された埋設
土器数も多い Cb 類と Cc 類についてもその埋設土器設
置頻度をみれば、Cb 類とした滋賀県滋賀里遺跡では 0.93
基、Cc 類とした滋賀県北仰西海道遺跡では 3.36 基と、
やはり相応の差異が認められることから、埋設土器設置
頻度は各遺跡で均一でなく、それの高いものと低いもの
の二者があるとみてよいであろう。そして、そうした埋
設土器設置頻度と、遺跡継続の時間幅とが、結果として
の埋設土器数の多寡として顕現することになる。このこ
とからは、以下の 2 つの類型遷移過程を導くことができ
よう。
　パターンⅠ（埋設土器設置頻度低：0 ～ 2 基／世代）
　　　　　　　Aa 類→ Ba 類→ Cb 類
　パターンⅡ（埋設土器設置頻度高：2 ～ 7 基／世代）
　　　　　　　Ab 類→ Bb 類→ Cc 類
　したがって、埋設土器数は、遺跡の継続時間幅に比例
して増大するものの、「同じような規模の墓地から開始
して、短時間に終わったものが第Ⅰ類、長期間にいたっ
たものが第Ⅲ類になる」［加藤 2009:81］といえるほど単
純ではない。また、上記の各類型と 2 つのパターンとは、
時期的に偏って認められるわけではないので、「第Ⅱ類

に土器棺墓が多いのは、篠原式という長い存続期間をも
つ土器型式内で世代の累積を重ねたと考えれば説明がつ
く」［加藤 2009:82］ということもない。むしろ、加藤氏
は自身の第Ⅰ類と第Ⅱ類、「短期間で土器棺墓が少ない
墓」［加藤 2009:78］と「短期間で土器棺墓の多い墓」［加
藤 2009:81］の二者が存在することに注意を払うべきで
はなかったか（8）。実態としては、すべてが「同じような
規模の墓地」からはじまるわけではけっしてない。
2.2.　滋賀里遺跡の被葬者人口
　加藤氏の分析は、遺構検出が容易で、型式把握しやす
い土器埋設遺構に着目した点に有効性を見出せるもので、
矢野氏の視点を継承したものということができる。さら
にその継続型式数と個体数を基準に墓地遺跡を分類した
上で、その数の多いものを時間的累積と断じ、これとは
別に数多く検出された土坑墓を世代数で割って、累積し
て大規模化した墓地の一時期の利用者人口を見積もると
いう方法をとることにより、最終的には所謂「大規模」
な墓地遺跡の一時的小規模性を訴えるわけである。しか
し、その分析にあたっては、埋設土器設置頻度の遺跡間
差異に着目する必要のあることを上に明らかにした。お
そらくこの事実は、土器埋設遺構を単純に乳幼児墓と仮
定することへ警鐘を鳴らすものであり、これを基準に人
口を推算することへの問題提起となる。また、土器埋設
遺構設営の契機が各遺跡によって異なるのであれば、そ
れは何を反映するのであろうか。これが明らかになって
いない以上、埋設土器数を基準に遺跡を分類し、土坑墓
も含む墓地全体の実態を把握することは困難であろう。
やはり墓地は、土坑墓から分析するのが正道である。
　加藤氏の研究に導かれ、滋賀里遺跡の土坑墓に検討を
加えよう。報告書では「土壙墓」とされるものは、疑問
符の付されたものも含め 76 基あるが［田辺 ･ 加藤
1973］、それに該当しないものも含めて土坑の平面規模
を計測した加藤氏は、長径が 90cm を超える成人土坑墓
数を 70 基と算出した［加藤 2009:79］。本稿でもこの数
値を採用したい。
　滋賀里遺跡の墓地に対する加藤氏の理解は、「数世帯

（≒数棟の住居）」から構成される「一集落の継続的使用」
［加藤 2008:81］というものである。上記したように加藤
氏は、滋賀里遺跡の成人土坑墓数を 70 基とするが、調
査区外への広がりを 2 ～ 3 倍として多めに見積もり（9）、
時間的累積の結果としてある成人被葬者数を 140 ～ 210
人と仮定する。その一方、滋賀里墓地の利用集落を検討
するために、それが単数か複数か、利用形態が継続的か
断続的（「回帰・反復的」）かの 2 つに焦点をあてて分析
をおこなうが、後者は二義的な問題として扱われている
にすぎない。要点は、前者の墓地利用集落数から敷衍さ
れるいくつかの仮説的な同時存在世帯数、それと墓地設
営時間幅から求められる世代数とを乗じて推算される累
積的な成人被葬者人口が、先に土坑墓数から求めた数値
に整合的であるか否かを問う方法にある。一見、仮説検
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証法として理に適っているように見えるが、ここには以
下のような前提に問題がある。
　加藤氏は、大野氏の集落観を敷衍した上で、一時期の
1 集落の「世帯数は 2 ～ 4 程度」［加藤 2009:79］と仮定し、
複数集落の場合は「4 ～ 12 の世帯（中略）が墓地を同
時に利用したことになる」［加藤 2008:80］とする前提に
たって、墓地利用の集落のあり方を単数によると判断す
る。しかし、土坑墓数から導いているものは、単に成人
被葬者人口であるから、集団規模に示唆を与えるだけで
あって、本来、それだけで集落の構成を問うことは不可
能なはずである。そもそも 1 集落の規模は成長も衰退も
せず一定しているのか、また、1 集落を構成する集団が

1 つであって、その構成員全員が 1 墓地に葬られるとい
うような一対一の関係が原則的に通用できるのか。さら
には墓地の設営期間中、単数から複数集落の利用になっ
たり、その逆になったりといったような変化を認めない
のか。墓地や集落の大規模性を否定し、一時的景観が小
規模であることを強調する姿勢は理解できるが、こうし
た諸々の問題を棚上げして、墓地利用集落のあり方を論
ずるにはあまりに飛躍が大きすぎよう。筆者は結論を急
がず、遺跡に即して、具体的にわかることを抽出するべ
きと考える。
　それでは早速、滋賀里遺跡の具体的分析に入ろう。分
析の目的は、加藤氏同様、一時的な被葬者人口の推定と

第４表　滋賀里遺跡における埋設土器数の推算

第５表　滋賀里遺跡における埋設土器数・被葬者人口の推算
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第６表　北仰西海道遺跡における埋設土器数の推算

第７表　北仰西海道遺跡における埋設土器数・被葬者人口の推算

第８表　下川原遺跡における埋設土器数の推算

第９表　佃遺跡における埋設土器数・被葬者人口の推算
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するほかに、通時的観点からその被葬者人口の増減を復
原する。分析の手始めとして埋設土器の型式比定をおこ
なった。報告書記載のままでも全体の遺跡継続幅を見渡
すことは可能であるが、より詳細に土器埋設遺構設営の
動態を把握するためには必要な作業である。その結果は
第 4 表に示したとおりである。報告書にしたがうと圧倒
的多数を占める「滋賀里Ⅲ」から急激に数を減らすよう
に見受けられたが、型式再比定の結果、篠原式新段階を
最多数として、滋賀里式 3a 期から漸増し、凸帯文 3 期
まで漸減して終焉を迎えることがわかる。そして、加藤
氏がおこなったように、型式不明分を比例配分した上で、
各土器型式から推定される時間幅と、25 年と仮定した
世代数をそこから算出し、両者を除することによって各
土器型式細別段階の世代あたりの埋設土器数を求めてみ
た。当然、ここにも仮定が多く存在し、これを批判的に
検討していく必要はある。特に各土器型式の時間幅につ
いては、放射性炭素年代測定法および暦年較正の扱いと
いった根本的問題がある。しかし、傾向把握のための試
みとしては、まったく無意味な試算ではないと考える。
　ここからわかることは、世代あたりの埋設土器数も通
時的には変化するという点である。前項において筆者は、
埋設土器設置頻度に着目した分類をおこない、遺跡に
よってその多寡があるとした。その際、滋賀里遺跡の埋
設土器設置頻度は、世代（25 年）あたり 0.93 基で低い
と評価したが、これは遺跡全体の期間を平均化した数値
であって、篠原式新段階の頃だけを抜き出してみれば、
世代（25 年）あたり 2.96 基と高い時期のあることがわ
かる。ちなみにこれと同様のことは、滋賀里遺跡と同じ
Cb 類型とした三重県下川原遺跡にもあてはまるが（第
8 表）。継続期間の短い Ba 類型とした兵庫県佃遺跡上層
文化層では明瞭でない（第 9 表）。
　次にこうした土器埋設遺構数の増減を受け、土坑墓の
それを検討する（第 5 表）。ただし、土坑墓の時期比定
は埋設土器以上に困難である。そこで本稿では、埋設土
器数と土坑墓数とが比例するという仮定のもと、70 基
の成人土坑墓数を各土器型式細別段階に比例配分した。
当然のことながら、土坑墓数の通時的分布は、滋賀里式
3a 期から凸帯文 3 期にまでおよび、篠原式新段階を頂
点として漸増、漸減するものとなる。報告書では遺構の
重複関係から、「滋賀里Ⅰ・Ⅱの土壙墓の存在の可能性
もありうる」［田辺 ･ 加藤 1973:16］とするが、土坑墓の
覆土出土土器から実数を示すことができないので、ここ
ではとりあえず、数は多くはないものと考える（10）。そ
して先と同様の方法をもって、世代あたりの成人土坑墓
数を求めた。この結果は、最小値で凸帯文 3 期の 0.99 基、
続いて滋賀里式 3a 期の 1.32 基となり、最大値の篠原式
新段階では 8.28 基となる。すなわち、この墓地の成人
被葬者人口は、全期間を通して一定しておらず、初期に
は世代（25 年）あたり 1 ～ 2 人のみの埋葬からはじまり、
最盛期には 8 ～ 9 人にまで増え、漸減していくという経

過をたどることがわかる。なお、この被葬者人口は、調
査区内の土坑墓数を対象とするものであるから、墓地の
ひろがりをこれ以上と見積もれば、その数も当然増加す
ることとなろう。したがって、1 つの家集団に 1 世代の
成人 2 人が含まれると仮定するなら、この墓地を同時に
利用した家集団の数、つまり住居の最小想定数は、初期
には 1 棟であったのが、最大時には 4 ～ 5 棟まで増加し
たとみることができる。なお、ここであえて加藤氏の論
理を持ち出すならば、滋賀里墓地の被葬者集団の居住地
は、初期には単数集落、篠原式新段階には複数集落、そ
してまた単数集落という変化を遂げることになる。
　滋賀里遺跡に続いて、同じ滋賀県の北仰西海道遺跡を
検討してみよう。土器埋設遺構 90 基、土坑墓 100 基と
されるが、土坑墓の実態が不明なので、ここでは便宜的
に土坑墓のすべてを成人用として試算する。土器埋設遺
構の内容は、詳細が明らかにされていないが、報告書［葛
原 1987］に提示されたものを基数とし、型式不明分を
加えて細別段階数で比例配分した上、正規分布に近づく
よう補正をおこなった（第 6 表）。その結果、埋設土器
数の通時的分布は、滋賀里式 3a 期から凸帯文 3 期まで
の間、篠原式新段階を最大として漸増、漸減するという、
滋賀里遺跡同様のものとなった。世代（25 年）あたり
の埋設土器数は、初期の滋賀里式 3a 期で 0.92 基、末期
の凸帯文 3 期で 0.42 基、0.21 基となり、篠原式新段階
では 10.64 基となる。初期と末期とでは、その設置頻度
は滋賀里遺跡と大きな相違がないようにも見受けられる
が、最盛期ではその 3.6 倍にもなり、明らかな差の生じ
ていることがわかる。
　土坑墓も同様にして、埋設土器型式から比例配分して
検討する（第 7 表）。結果、世代（25 年）あたりの土坑
墓数は、滋賀里式 3a 期の 1.02 基から漸増し、最大時の
篠原式新段階で 11.78 基、凸帯文 1a 期で 10.71 基となり、
末期の凸帯文 3 期には 0.46 基、0.23 基となる。なお、
土坑墓は宮滝式からあるとされるので、実際はこれより
小さい数値となろうし、土坑墓とされるもののすべてを
扱っているため、成人のものに限れば、その数はさらに
小さくなろう。そうした場合の北仰西海道墓地の被葬者
人口は、滋賀里遺跡の被葬者人口と大きく変わらないに
も関わらず、埋設土器設置頻度のみ高いことになろうが、
土坑墓検出率が同程度とは限らないので、これ以上の
穿った解釈は難しい。
2.3.　向出遺跡における葬送の実態	
　筆者が土坑墓研究の基礎とした大阪府向出遺跡につい
て、同様の分析を加える（第 10 表）。ただし、向出遺跡
の場合は、後期後半を主体とするため、当該期の土器埋
設遺構がないので、直接、土坑覆土の土器型式比定をお
こなった。なお、出土土器は小片のため、細別段階を決
定することまではできず、型式不明分も含め比例配分を
おこなった上で、正規分布に近づくよう補正を加えるこ
とにより各段階の土坑墓数とした。なお、後期前半、晩
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期後半に比定される土坑墓も存在するが、ここでは対象
から除いた。分析対象とした土坑墓は、滋賀里領域、伸
展領域、超伸展領域の長形土坑であり、いずれも成人用
と考えられる 50 基である［岡田 2000a］。後期中葉に微
増し、後期後葉の宮滝 1 式になって急増して最大値とな
り、以後、滋賀里式 1 期までに漸減することがわかって
いたが［岡田 2000a･2009］、今回、世代（25 年）あたり
の成人土坑墓数を求めることにより、これを追認するこ
とができた。結果は、初期の一乗寺 K 式で 0.37 基、元
住吉山Ⅱ式で 1.07 基とわずかであったのが、最大時の
宮滝 1 式で 10.37 基と急激に増え、末期の滋賀里式 1 期
の 2.07 基まで緩やかに減少するというものである。
　次に大型正形土坑について、同様にして分析する（第
11 表）。大型正形土坑は、葬送関連遺構としたもので、
晩期になって盛行する土器埋設遺構と類似した性格を有

すると考える［岡田 2000b］。覆土中には焼土や炭化物、
骨片や土器、石器など、意図的に廃棄されたような様相
がうかがえることから、土器型式比定が比較的容易であ
る。対象となる 51 基の通時的分布は、元住吉山式から
宮滝 1 式まではわずかであって、宮滝 2 式に急増すると
いうものであったが、世代（25 年）あたりの数を算出
したところ、一乗寺 K 式から元住吉山Ⅱ式までが 0.17
～ 0.48 基、宮滝 1 式では 1.23 基で微増傾向にあったも
のが、宮滝 2a 式で急増し、宮滝 2b 式には 13.14 基と最
大数となり、滋賀里式 1 期には再び減少に転じるという
結果になった。第 11 表に併記したところからも明らか
なように、成人土坑墓と大型正形土坑の最大時は一致せ
ず、それが宮滝 1 式となる成人土坑墓に遅れ、大型正形
土坑は宮滝 2b 式で最大となる。
　筆者は、向出遺跡の土坑墓（長形土坑）について、通

第10表　向出遺跡における被葬者人口の推算

第11表　向出遺跡における大型正形土坑数・被葬者人口の推算
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時的な空間分布の遷移と埋葬頭位を意識した長軸方向の
分析をおこなった（第 1 図）。その結果、空間的分布は
北域から南域へと遷移し、それとともに長軸方向はクラ
スターⅠからクラスターⅡへと移行する傾向を明らかに
した。また、そうした変化の契機は、宮滝 1 式になって
中央域においてクラスターⅡの長軸方向をとる土坑群が
出現することにあり、北域にあるクラスターⅠの土坑群
と併存しながら、そのまま南域へと分布を拡張し、量的
に主体化することによって顕現すると説明した［岡田
2010］。さらにこうした空間分布の偏りを「埋葬小群」
ないし「埋葬群」と、長軸方向を「頭位方向」と理解し、
それらが何らかの血縁関係にある人間集団に対比される
と仮定するならば、向出墓地における埋葬空間の展開は、
初期に北域に占地した集団と、中途より中央域に占地し
た集団という複数の血縁関係にある被葬者集団の集合、
そして両者の統合という過程が形となって遺されたもの
と解釈するのがもっとも妥当である（第 3 図）。そして
その最盛期の世代（25 年）あたりの成人被葬者人口は
10 人以上であったろう。なお、こうした集団統合の進
む中、やや遅れて数を増す大型正形土坑について、葬送
儀礼にともなう施設であるとの仮定が妥当であるなら
ば、その宮滝 2 式になっての急増は、集団統合儀礼の頻
繁な実施をあらわすと解釈することも可能であろう。約
100m 離れた北域と南域に位置する大型正形土坑間にお
ける土器接合事例（第 2 図）は、まさに空間的に分割さ
れた新旧 2 つの集団の統合を象徴する事象であると考え
たい。
2.4.　土坑墓と大型正形土坑、土器埋設遺構
　向出遺跡の長形土坑と大型正形土坑との関係を、晩期
における滋賀里遺跡などの土坑墓と土器埋設遺構との関

係に敷衍できると仮定しよう。先の滋賀里遺跡や北仰西
海道遺跡の分析では、土坑墓数の通時的遷移を埋設土器
数に比例するものと仮定して算出し、両者の最大時が同
じくなると結論したが、向出遺跡の 2 種の遺構の最大時
が異なる事実を参照すれば、土器埋設遺構を伴うような
晩期の墓地遺跡においても、土坑墓数の最大時が埋設土
器のそれに先行する可能性は十分考えられる。先にも引
用したが、滋賀里遺跡の報告書では、土器埋設遺構（「甕
棺墓」）と土坑墓との重複関係から判断して、「滋賀里Ⅲ
～Ⅴの時期に継続的にいとなまれた埋葬が主体をなし、
土壙墓に限ってはより古いものの存在を認める余地があ
る」［田辺 ･ 加藤 1973:16］と指摘される。実際、土器埋
設遺構が土坑墓の一部を切って設置されている例は少な
くないし、そのうち 103 号と 255 号の埋設土器は篠原式
古段階に比定される。また、佃遺跡上層文化層の先の分
析では、埋設土器、土坑墓ともに滋賀里式 3a 期が最大
数となったが、土器埋設遺構のうち篠原式古段階に比定
される SX201 は、3 基の土坑墓が重複した上に設置さ
れたものであって［深井 1998］、やはり土器埋設遺構に
先行して多数の土坑墓の存在したことが示唆される。
　小規模な集団による土坑墓の設営からはじまり、被葬
者集団の増加、それに伴う統合儀礼ないしは祖霊祭祀の
増加が、大型正形土坑や土器埋設遺構の数としてあらわ
れるとするならば、土器埋設遺構、所謂「土器棺」を乳
幼児墓とみて、個別世帯が設置するという矢野氏や加藤
氏の仮定そのものに問題があることは明らかであろう。
加藤氏は「婚姻関係を結んだカップル」に対し、「子供
の死亡率が 5 割程度と見積もって、人口が大きく減少し
ないとすれば、最も単純な考えでは少なくとも 4 人の出
産が必要」［加藤 2009:77］とする。この考えにしたがっ

第12表　埋設土器とその他の遺構の組成
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第３図　向出墓地を媒介とする集団間関係の連鎖モデル［岡田2010］

第１図　土坑墓（長形土坑）の長軸方向角度分布［岡田2010］
第２図　向出遺跡における土器の遺構間
　　　　接合関係［岡田2005］
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て、死亡したすべての乳幼児が「土器棺墓」に埋葬され
ると仮定すれば、成人土坑墓 2 基に対し、埋設土器 4 基
以上、つまり土坑墓の 2 倍以上の数が必要なことになる
が、比較的検出数も確保され、土坑墓の検討が可能であ
りそうな遺跡に限ってみても、土坑墓に対する埋設土器
の数は平均して 0.75 倍、最小値を示す大阪府日下遺跡
では 0.13 倍、最大値の奈良県観音寺本馬遺跡で 1.63 倍
に過ぎない（第 12 表）。したがって、死亡した乳幼児の
すべてが土器埋設遺構に葬られるということはあり得な
い。それでは、死亡した乳幼児の一部を「土器棺墓」に
納めるのだと解釈すると、その契機が何であり、選択が
どのようにおこなわれたのかが問題となろう。少なくと
も近畿地方では、乳幼児以外に埋設土器内の成人人骨出
土事例があることは確実であるし、それまで注目されて
きた成人再葬（二次葬）のほかに、乳幼児の再葬（二次
葬）事例もまた、確実に存在する（11）。そうした事実か
ら想像を逞しくすれば、再葬（二次葬）という儀礼的行
為［ヘネップ 1977］は一般的に存在していたが、その
対象は限定されていなかったと考えることはできないで
あろうか。埋設土器の中には、人骨ばかりでなく、焼け
た動物骨が出土する事例のあることは、これらが特定の
人物に限られて執り行われていた可能性を否定するばか
りでなく、人間である必要性すらなかったのかもしれな
い［岡田 2003:157］。すなわち、土器埋設遺構を設置す
る行為そのものは、乳幼児初葬（一次葬）や再葬（二次
葬）といったヒトの埋葬行為である必然性はなかったと
推察される。そして、その内容物の共通性と、墓地遺跡
における設置頻度の遷移の共通性、それに通時的な補完
関係から、葬送関連遺構としての大型正形土坑と土器埋
設遺構とに性格の一致を見出せることから、ともに集団
的な統合儀礼や祖霊祭祀にあたっての施設とする仮説を
提示したい。
　本章の冒頭に、遺跡間における埋設土器設置頻度の差
異について言及しておいた。すなわち、すべての墓地遺
跡が時間的累積の結果、大規模化することは認められる
としても、それらの初期の姿がすべて均一で、「同じよ
うな規模の墓地」からはじまったわけではない。この点
は、土器埋設遺構ばかりでなく、土坑墓の分析からも補
強することができる。定着的な土地利用時間幅が短く、
墓地設営の初期の姿に近い Aa 類と Ab 類の遺跡におい
て、土坑墓が一定数検出されている例を対象とすれば、
Aa 類の奈良県越部ハサマ遺跡では、世代（25 年）あた
りの土坑墓数は 2.07 基であるのに対し、Ab 類の観音寺
本馬遺跡では 3.01 基、玉手地区では 4.86 基、そして大
阪府長原遺跡では 4.84 基と、その数が多い。ちなみに
やや時間幅は長いが、Ba 類の佃遺跡上層文化層では 0.86
基であることを勘案すると、埋設土器設置頻度の低い墓
地遺跡においては、世代（25 年）あたりの成人被葬者
人口が 1 ～ 2 人と少なく、埋設土器設置頻度の高い遺跡
では 3 ～ 5 人と成人被葬者人口が多いことがわかる。こ

のことはすなわち、墓地利用集団の規模の大小、ひいて
は何らかの人間集団の数に繋がろうから、被葬者人口の
多い墓地ほど、集団儀礼のための施設としてある埋設土
器設置頻度が高くなることは納得がいく。また、Ab 類
のように墓地設営の当初より埋設土器設置頻度が高いの
は、墓地の形成にあたって、複数の被葬者集団が関与し
た可能性を示唆するものであろう。パターンⅡの遺跡に
あっては、その後も積極的に被葬者集団の統合、再編が
繰り返され、それに伴う儀礼が執行されたものと推察さ
れる。一方、パターンⅠとした Aa 類の場合、小集団が
細々と墓地設営を開始し、徐々に他集団との統合、再編
の機会をもつようになったものであろう。時間幅は長い
が埋設土器設置頻度の低い Cb 類の滋賀里遺跡において
も、その最盛期には少なくとも 8 ～ 9 人程度と、向出遺
跡の最盛期の成人被葬者人口と同程度の数を見積もるこ
とができるので、複数の被葬者集団の関与する時期が
あったものと推測することができる。

3.　死者によって媒介される社会
3.1.　集落の実際
　墓地遺跡の分析によって可視化される集団とその居住
形態である集落との関係は明確でない。仮にこうした埋
葬小群や頭位方向によって表象される集団が、それぞれ
1 つの集落を営むものと仮定するならば、向出遺跡にお
いては、単数集落の構成員の埋葬地としてはじまり、中
途、別集落の構成員が加わることによって複数集落利用
となり、次第に両集落は統合されて 1 つになるという集
落の遷移を描くことができる。この際想定される 1 つの
集落は、世代あたり 2 ～ 6 人程度の成人からなり、1 家
集団に 2 人の成人が含まれるとすると、1 ～ 3 棟の住居
群から構成されることになる。しかしながら、矢野氏の
分析したような九州地方の縄文時代後期後半の集落をモ
デルとするならば、集落にもまた盛衰があって、その最
盛期には広場と目される空閑地を挟んだ 2 つの住居群か
ら構成されており、福岡県アミダ遺跡の場合には、集落
内の同時存在住居数が各群 1 ～ 2 棟、両群あわせて 2 ～
4 棟であると推測されている［矢野 2001:4］。また、熊
本県中堂遺跡では最盛期である 5 期の集落が西北、西南、
東の 3 つの住居群から構成され、さらに西南の住居群を
一単位とした場合、西北群、東群ともに約 2 倍の住居数
が存在することから、西南に 1 ～ 2 棟、西北に 2 ～ 4 棟、
そして東にも 2 ～ 4 棟で、合計 5 ～ 12 棟程度の規模の
集落と想定されており［矢野 2001:6］、この場合は、向
出遺跡程度の墓地であれば 1 つの集落を営む集団で十分
設営できるものと考えられよう。なお、その際、埋葬小
群や頭位方向によって表象される被葬者集団は、居住地
を空間的に分割された住居群集団に対応すると説明する
のが無理ない方策である。したがって、こうした墓地に
対応するようなモデルとなる集落遺跡を近畿地方の当該
期においても発見することができれば、両者の関係は明
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らかになるのであるが、実際はそう簡単ではない。
　後期後半から晩期中葉まで継続するアミダ遺跡では
20 棟、後期後半から晩期末までの中堂遺跡では 63 棟の
竪穴住居が検出されているが、これほど多数の住居が検
出された遺跡を近畿地方に見出すことはできない。当然、
遺跡の立地と検出の難易度といったそれぞれの条件の違
いにもよるが、本稿で対象とした後期後半から晩期にか
けての集落遺跡で、住居検出数の多いものを取り上げて
みても、奈良県観音寺本馬遺跡の 16 棟、三重県森添遺
跡 6 層［奥 ･ 御村 1988］の 12 棟、京都府上里遺跡［高
橋 2010］の 9 棟程度しか掲げることができない。さら
にこれらを出土した土器型式から推定される時間幅いっ
ぱいに継続存在、累積したものと仮定するならば、世代

（25 年）あたりの住居数は、それぞれ観音寺本馬 3.01 棟、
森添 1.07 棟、上里 0.83 棟となる（第 13 表）。後二者は
調査区外へのひろがりをいくらか見積もることができる
から、実際はこの数以上となろう。ただし、住居が 12
年で建て替えられると考えるならば、1 世代（25 年）の
間に 2 回の建築契機があることになるので、実際の同時
存在住居数は半減する。一方、新潟県青田遺跡でも推測
されるように［荒川 2004］、時間幅いっぱいに継続存在
するのではなく、移動回帰的なあり方であったとすれば、
これとは逆に同時存在住居数は増加することになろう。
とりあえずここでは、時間幅の半分は存在したと見積
もって、近畿地方における当該期の集落は、一時的景観
としては 3 棟前後が最大であったと考えたい。
　次に集落構成であるが、観音寺本馬遺跡の橿原考古学
研究所調査Ⅰ区では、約 10m 離れて帯状に分布する 2
つの住居群からなり、土坑墓や土器埋設遺構もこれに付
随しているように見受けられる［本村 2009］。ただし、
他地区で少数ずつ検出されている住居等を含めた場合に
は、もう少し異なる住居群構成を考える必要があろう。
上里遺跡もやはり 2 つの住居群から構成される可能性が
あって、その間約 50m には、溝ないし流路のほか土器
埋設遺構が群集傾向をみせる［高橋 2010］。以上の晩期

前半の事例のほかに、後期後半の例として京都府森山遺
跡、滋賀県穴太遺跡をみよう。丘陵上に立地する森山遺
跡では、約 20m の空閑地を挟んで直径 10m 近い大型住
居3棟と直径4～5mの住居3棟以上が検出されており、
南北 2 つの住居群からなる。出土土器型式からは、南の
大型住居群の設営、建て替えのおこなわれている間に、
北の住居群が次々と設営されたようである［岡田
2002］。穴太遺跡も森山遺跡と同じ元住吉山Ⅰ式から同
Ⅱ式にかけての集落である。6 棟の竪穴住居のほかに貯
蔵穴 2 基、その他配石遺構などが検出されている。河道
に面した住居は貯蔵穴や配石遺構をしたがえてまとまり
をなし、約 50m 離れた 2 群から構成される［大野
2002］。
　こうして近畿地方の後期後半から晩期にかけての集落
遺跡を鳥瞰すると、九州地方同様、空閑地を挟んだ 2 つ
の住居群から構成される事例は確実に存在するとみてよ
い。しかし、彼の地と異なるのは、継続時間幅の短い点
と各群の住居数が押し並べて少ない点である。おそらく
同時存在の住居数は各群 1 ～ 2 棟程度である。両群が常
に併存したとは限らず、集落が定着的かつ継続的にあっ
たとして、その最盛期には複数の住居が両群に存在した
としても、あわせて 3 棟前後の住居があった程度のこと
と考えられる。
3.2.　墓と集落
　もし仮に、上記のように想定した集落の構成と住居数
とが妥当であるならば、少なくとも最盛期の向出墓地の
成人被葬者人口は、集落の一部としてある住居群集団や、
1 つの集落を構成する複数住居群集団からなると考えて
も不足が生じる。向出墓地の最盛期の成人被葬者人口が
世代（25 年）あたり 10 ～ 11 人であるとすると、これ
までの仮定を踏まえ、同時存在する 5 ～ 6 棟の住居の家
集団が墓地を営んだと考えることになるが、集落から想
定される最盛期の住居数は 3 棟前後に過ぎない。した
がって、どんな集団の墓地利用であれ、向出墓地の最盛
期の成人被葬者人口を満たすには、複数の集落構成員を

第13表　1世代（25年）あたりの遺構数
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動員する必要があると結論できる。当然、墓地としての
利用の初期は、成人被葬者人口 1 人前後であるから、1
集落の構成員が埋葬を開始したものであろう。宮滝 1 式
になっての埋葬空間と頭位方向を別にする被葬者集団の
参入と人口急増は、単に集落内における住居群集団の増
加を示すものか、あるいは別の集落構成員の参加を示す
ものかは明らかにし得ないが、結果として複数の集落構
成員が関与していたことは確実視してよかろう。その後、
大型正形土坑のもっとも頻繁に営まれる宮滝 2b 式の頃
には、世代（25 年）あたりの成人被葬者人口は 4 人程
度と半減する。これなら 1 集落の人口としても十分であ
るが、2 つの集落から成人 2 人ずつ埋葬されたと解釈し
ても問題のあるわけではない。ただこの墓地の埋葬にあ
たって、複数の被葬者集団が統合過程にあって、集団的
儀礼を盛んにおこなっていることしかわからない。この
問題に決着をつけるには、1 つの集落や住居群が、どの
ような実体としての人間集団から構成されているのかを
明らかにする必要がある。しかし、現在のところその手
掛かりはみえてこない。

4.　まとめ
　以上、滋賀里遺跡や向出遺跡といった、時間的累積の
結果、大規模化した墓地遺跡について、一時的景観を求
めながら、その通時的遷移を明らかにするという分析作
業をおこなった。これとあわせて、集落遺跡についても
同様の分析をおこない、両者を比較した。その結果、墓
地遺跡の最盛期の被葬者人口が、集落遺跡の最盛期の集
団規模を上回ることが明らかとなり、複数集落の構成員
が 1 つの墓地に埋葬行為をおこなうような状態があった
ことを説明した。また、こうした各集落の居住者集団が、
血縁的繋がりをもつのか否か定かでないが、少なくとも
墓地遺跡の分析からは、最盛期に複数の血縁的繋がりの
想定される被葬者集団が集合し、やがて統合して祖霊祭
祀が盛んに執行されるようになる状況を推論した。大型
正形土坑や土器埋設遺構とは、こうした儀礼の装置であ
る。その数は乳幼児の死亡率など個別世帯にもとづいて
決まるものではなく、集団的な儀礼の需要に応じて増減
するのであって、そこから人口問題にアプローチする矢
野氏の議論は誤っているものと結論する。
　最後に矢野氏の質問に答えよう。
　「岡田や大野らは縄文集落の依存関係、すなわち統合
を想像しているが、縄文時代に、そのような統合を必要
とする契機はどこにある、と考えているのだろうか」［矢
野 2009:109］。
　その答えは、以下のとおりである。すなわち、1 つの
集落は 1 ～ 3 棟の住居と家集団からなる。これは矢野氏
が「はたして、集落と呼んでよいのか」［矢野 2009:110］
と疑問を投げかける集団規模である。何故なら、社会・
経済的に「自立」が困難で、他集団に依存しなければな
らないと判断されたからであろう。先述したとおり、集

落を地理学的概念でとらえる筆者は、集落が必ずしも社
会・経済的に自立している必要はないと考える。したがっ
て、筆者の呼ぶ集落とは、矢野氏の言う「住居群」に等
しい。つまり、矢野氏の質問にある「集落」を「住居群」
に置換していただければ解答は終了する。
　しかしながら、問題はそのような表層的なことにはな
い。矢野氏は集落を理論的に把握しようと努めているよ
うであるが、筆者は実体としてある集落や集団が、何故、
そのような形をとっているのかを追究している。1 ～ 3
棟の住居と家集団からなる集落が基本単位となっていた
理由があるはずであって、それを生態学的領域論で解釈
するとしても、隣接集団の存在を念頭に置くならば、そ
れらを統ずる社会学的関係論も必要となる。このひとつ
の解として提案したのが「大規模葬祭空間」の概念であっ
た［岡田 2005］。現在、この概念に対し、特に大きな変
更の必要を感じないが、今回の検討でも明らかになった
ように、当該期のすべての葬祭空間が大規模化するので
もなく、住居とともにある場合も稀ではない。こうした
多様性とともに、個性的な集落との関係を通時的に遷移
する地域社会の中で具体的にとらえなおす仕事が課題と
して残っているのである。
　縄文社会はけっして単純ではない。複雑なことを単純
に説明することは必要かもしれないが、複雑なことを複
雑なまま、いかに究明するか。これこそが筆者の目指す
研究視座である。

付記 1
　本稿は、矢野健一氏、加藤雅士氏の刺激的な論考に触
発され、筆者に対する批判への応答がてら、墓地遺跡の
分析から、関西縄文集落論を展望した。屋上に屋を架す
ような議論に終始したが、これからの関西縄文研究の深
化の一助となれば幸いである。また、矢野・加藤両氏へ
の回答として、失礼な表現があるかもしれないが、その
点はお詫びしたい。

付記 2
　今回の『関西縄文論集 3』には、今は亡き松尾洋次郎
君への追悼の意も込められている。本稿でもとりあげた
大阪府向出遺跡の報告書作成時には、奈良大学の実習室
の奥、まさに「奥の院」と呼ばれる部屋に、24 時間コ
ンビニ店員のように常駐していた松尾君に浄書を手伝っ
てもらった思い出があり、今となっては懐かしい。その
後、彼と向出遺跡について話をする機会は少なかったと
記憶するが、こんな内容で納得してもらえるだろうか。
なんだか、煙草の煙の向こうで苦笑いした彼が、こんな
こと言っている姿を想像してしまう。「岡田さーん、これ、
よくわからないっすよー。」なんて…。ごめん、もっと
頑張るわ。
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註
（1）集落が 1 棟の住居からなる事例は実際存在する。瀬川拓郎

氏は、上川アイヌの例を紹介する［瀬川 2005］。
（2）家族に相当するものであるが、単純に 1 つの居住単位であ

る「家」に集まる人々を指す［遠藤 2006］。
（3）橿原市教育委員会・平岩欣太氏のご厚意によって、多量の

出土土器の一部を実見させていただいた。埋設土器同様、包
含層出土土器も篠原式から凸帯文 1 期が主体となろうが、少
なくない量の滋賀里式 2 ～ 3a 期の土器も確認できた。した
がって、曲川遺跡の継続幅は、後期中葉から晩期末まであっ
て、盛行期が晩期初頭から晩期後葉におよぶと考えられる。

（4）箸尾遺跡出土の縄文土器については、調査担当者であった
中井一夫氏から教示を受けた。

（5）遺跡の概要や出土土器については、調査担当者の平岩欣太
氏のご厚意によって、実見の上、ご教示を頂戴した。なお、
木組遺構やクリ林の概要については、報道発表資料が公開さ
れている。

　　http://www.city.kashihara.nara.jp/bunkazai/zyouhou/
kannonzi/keinawakannonzi.html

（6）矢野氏は低地型貯蔵穴を短期貯蔵用とする根拠をいくつか
掲げている。そのひとつとして、兵庫県佃遺跡の中層文化層
の貯蔵穴群を水つかりでない、つまり乾式であった可能性を
示唆するが［矢野 2009a:39］、いずれの貯蔵穴を埋める堆積
も砂であり、同じ面の近隣に「V」字状に刻みこまれた流路
が検出されていることから、低地型貯蔵穴であると判断でき
る。

（7）加藤氏が「第Ⅰ類」の事例とされた佃遺跡上層文化層の埋
設土器は、滋賀里式 3a 期から篠原式中段階におよんでおり、
けっして単一土器型式ではない。この点は報告書にも棺とし
て用いられた土器の時期として明記してある。2 個体の土器
が組み合う SX202 については、棺身とした 1 個体が篠原式
中段階、蓋の可能性のある 1 破片が篠原式古段階と記載され
るが［深井 1998:373］、後者は口頸部の形態から判断する限り、
篠原式古段階に限定できず、中段階に降る可能性がある。こ
の土器型式比定は、かつて筆者らがおこなったものであるが、
同遺構の両個体ともに篠原式中段階の可能性があると認識を
訂正したい。

（8）加藤氏は、「第Ⅱ類は、第Ⅰ類よりも累積世代数は多いだ
ろうが、一時の規模に関しては第Ⅰ類や第Ⅲ類と同じである」

［加藤 2009:82］と表記するが、第Ⅰ類、第Ⅱ類ともに、定義
として「ほぼ単一土器型式」とし、そこから「継続期間」な
いしは「累積世代数」を導いているのであるから、何故、第
Ⅱ類では、第Ⅰ類と異なり「累積世代数は多い」ことになる
のか理解に苦しむ。

（9）滋賀里遺跡の墓地のひろがりを 2 ～ 3 倍に見積もる根拠は、
北仰西海道遺跡の墓地の面積との対比にあるが、滋賀里遺跡
の遺構重複のあり方は北仰西海道遺跡のそれとまったく様相
が異なり、同一視することはできない。ただし、滋賀里遺跡
の墓地のひろがりを小さく見積もることは、一時期の墓地を
小さく見積もる加藤氏の主旨にはかえって都合がよい。

（10）加藤氏は「滋賀里Ⅱから墓が作られていたと考えても問
題はない」［加藤 2009:80］として、墓地の継続年数を長く見
積もるが、この点にも問題がある。加藤氏が墓地の造営年代
を導く際に参考とした報告書第 3 表掲載の土器量は、明確な
記載こそないものの、「数量的操作はⅢ D 区貝塚出土の土器
に限定した」［田辺 ･ 加藤 1973:19］とあるようにⅢ D 区貝塚
出土のものと考えられる。それは「Ⅲ D 区貝塚出土のものの
1/10 以下であり、少破片が多い」［田辺 ･ 加藤 1973:46］とい

うⅢ C 区墓地のものではなかろう。その点で加藤氏には誤解
がある。

（11）奈良県観音寺本馬遺跡において、埋設土器内に並べるよ
うにして幼児の頭蓋骨と四肢骨が検出された事例が記憶に新
しい［本村 2009］。これと同様の出土状況を示すとされるも
のに、滋賀県滋賀里遺跡の 103 号の乳児、171 号の幼児、そ
れに 172 号の壮年男性があり、それらの部分骨埋葬例につい
ては、「洗骨」の可能性が示唆され、255 号の新生児全身骨埋
葬例と相対化されている［田辺 ･ 加藤 1973］。これまで埋設
土器内の人骨出土事例については、物理的に制約のある成人
骨であれば再葬（二次葬）、それのない新生児骨や乳児骨で
あれば初葬（一次葬）と考えることが多かったが、乳幼児再
葬（二次葬）事例がある以上、「土器棺」への埋納対象年齢
だけではなく、遺存部位と出土状況の検討から、土坑墓同様
に初葬（一次葬）、再葬（二次葬）の別を判断する必要がある。
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