ふろんとランナー

「ふろんとランナー」は、九州大学の研究の最前線
をインタビューで紹介するシリーズです。シリーズ
第一八回目は、人文科学研究院の宮本一夫教授に、
芸術工学研究院の都甲康至教授が聞きます。
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宮本一夫

東北アジアの農耕化には
四段階がある
イネの

都甲 宮本先生が二○○九年に上梓
された「農耕の起源を探る
来た道」を読みました。農耕は、人
類の歴史を解き明かす上で特別な意
味を持つのですね。
宮本 農耕社会の成立が、人類の進
化において重要な転機になったこと
には疑いの余地がありませんし、弥
生時代に成立した水稲農耕は、日本
社会の根幹です。潅漑農耕は、水田
管理を始め、一年を通して仕事が多
いため、集団的、組織的なマネジメ
ントが必要になります。また、穀物
は栄養価が高いので人口が増え、さ
らなる土地が必要になる拡大社会で
あり、拡大するために強い力を持っ
たリーダーが出現します。土地争い、
水争いなど矛盾衝突が起きては集団
が再編され、最終的に統括するシス
テムとして古代国家ができていくと
いう流れです。
都甲 日本に「イネが来た道」を探
索することは、日本社会や日本文化
の成り立ちを知るよすがになるとい
うことですね。一方で、近年は農耕
は弥生時代に始まったのではなく、
縄文社会でも農耕が行われていたこ
とが明らかになって、縄文文化の再
評価にも関心が集まっているようで

から穀物の圧痕が発見されました。

と考えます。近年、九州で縄文土器

時間を農耕に費やすことはなかった

かってきていますが、一年の多くの

間がかなり手を掛けていたことはわ

縄文社会において、クリ林などに人

れる特別な食べ物だったりします。

補助的なものだったり、祭祀で食さ

生活だけでは足りない食べ物を補う

かし、初期の農耕作物は、狩猟採集

文農耕」という言葉があります。し

いうのが私の考えです。確かに「縄

が、農耕の変遷には段階性があると

到来」と平面的に捉えられがちです

宮本 「農耕」＝「革新的な社会の

イネが加わる複合的な栽培穀物が出

これまでのアワ・キビ農耕にさらに

らに朝鮮半島南部へイネが広がる。

南下するように朝鮮半島中西部、さ

半島を介して、黄海沿岸の西海岸を

海沿岸から、山東東端を経て、遼東

【第二段階】山東半島東南部など黄

キビ農耕が広がる。

海州南部や朝鮮半島南部までアワ・

ど中国北東部を介して、ロシアの沿

【第一段階】華北から遼東、遼西な

ので、それは注意してほしい点です。

純進化しているという意味ではない

ます。ただし、段階数が進むほど単

一段階から第四段階あると考えてい

おり、東北アジアの農耕化には、第

いってもいいでしょう。次に示すと

の開発型とは違い、小規模適応型と

宮本 縄文社会の農耕は、弥生社会

想が生まれるのですね。

都甲 そこから「段階性」という発

を注視することが大切だと思います。

それとも違っていたのか、その差異

弥生社会の農耕とは同じだったのか、

でもブラジルの狩猟採集社会に見ら

人口が自然増加していきます。現代

減り、そのために出生率が高まって

やすくなると、女性の労働の負担が

も、農耕社会になって食料が確保し

宮本 簡単に言うとそうですけれど

を求めて移動するのですか。

ると、収量が減るために肥沃な土地

果関係も大きいそうですね。寒くな

都甲 段階化は気候の冷涼化との因

していく。

り、この流れの中に弥生社会が成立

動きが起こるのが「第四段階」であ

大再生産から新耕作地を求めて人の

【第四段階】さらに集団内部での拡

態へと転換していきました。

が始まり、農耕を主体とする生業形

ちここから朝鮮半島で無文土器社会

的転換が始まる段階であり、すなわ

鮮半島における縄文から弥生への質

のための磨製石器が広がる段階。朝

路だが、灌漑農耕と農具や木材加工

が「第三段階」。第二段階と同じ経

す。

宮本 紀元前八世紀頃と考えていま

なのでしょう。

本に農耕がもたらされたのはいつ頃

な地なのですね。渡来民によって日

都甲 考古学において、九州は重要

のスタート地点が九州北部なのです。

宮本 そうです。そして、弥生時代

ですか。

ってきたことが基点だと考えてよい

候変動によって新耕作地を求めてや

すが、いかがでしょうか。

仮に縄文時代にも栽培穀物が存在す

現した段階。ここまでは朝鮮半島で

れるのですが、人の移動が起こる

まりは、朝鮮半島の農耕渡来民が気

都甲 つまり、日本の弥生時代の始

す。

の増加の二つの要因が絡まっていま

と分村化や移住による農耕社会集団

るとすれば、その農耕が縄文時代に

は狩猟採集社会においての補助的な

気候の変動が誘発する
農耕の多段階

おいていかなる意味があったのか、

食料生産段階。

都甲 学校の歴史の授業では紀元前

東アジア考古学

都甲康至教授
芸術工学研究院
聞き手

教授
人文科学研究院
「第四段階」には環境変動への適応

最新の考古学でさかのぼるイネの来た道。

日本社会の根幹である水田農耕の源流を探る。

シリーズ研究

【第三段階】大きく変化を遂げたの

聞き手の都甲康至教授。
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中国四川省甘孜チベット自治州にて

ふろんとランナー ◦ 宮本 一夫

三世紀頃と習ったような気がします

ては必要なものでした。

する半島南部の新石器時代人にとっ

器の製作に有用で、狩猟採集を主と

交流していました。黒曜石は打製石

れます。私の専門分野は芸術工学、

以前から青銅器の起源も探っておら

が求められるのですね。宮本先生は

がします。でも、本当に広大な視野

デザインですので、モノと文化、技
術の起源も興味深いところです。
宮本 平成一五年度から中国社会科

歓迎される人々であったことを示し

とって渡来民が憧れの対象であり、

管玉などの志向的模倣は、縄文人に

いうことなのです。縄文人の勾玉や

文社会には、受容の態勢があったと

化を受け入れています。つまり、縄

ていない人たちも抵抗なく新しい文

んで求めたと考えています。交配し

民との交配にしても、縄文人から進

こともあります。しかし、私は渡来

と農耕渡来民の敵対性が議論される

る急激な変化ですから、在来縄文人

宮本 それまでの社会、文化を変え

そこから開花するのですね。

都甲 灌漑農耕を持った弥生文化が

す。

研究からも紀元前八世紀頃になりま

に到達したのは、私の青銅器の比較

分村化の連鎖の末端として北部九州

あり、論争中ですが、農耕渡来民が

宮本 紀元前五世紀や一〇世紀説も

く、北ユーラシア（匈奴、後のモン

族の一潮流のみが形成したのではな

のの社会や文化、歴史にしても漢民

非常に複雑なのですが。中国そのも

合ってくるので、現象としてみると

きます。時間軸上でそれらが重なり

ら瀬戸内へと伝播し、受容されてい

終的に日本列島に入り、北部九州か

も技術も違い、それらが絡まって最

の四段階ごとに、栽培しているもの

えることが大切です。先ほどの農耕

すけれども、東アジア全体の中で捉

部との関係だけで見られているので

宮本 これまで農耕の起源は半島南

ますね。

耕社会だと位置づけていらっしゃい

ら伝播したもので、半島も二次的農

されたものではなく、農耕も中国か

島南部の文化要素すべてが自己開発

うことですが、宮本先生は、朝鮮半

生への質的転換が起こっているとい

都甲 半島においても、縄文から弥

都甲 考古学の研究は、数千年前の

ることです。

はないというのは、常々実感してい

ていては、それが明らかになること

界の基層部分。一つの地域に拘泥し

できません。私が知りたいのは、世

あったという事実を看過することは

ようなところですけれども、文化が

の地域は今もなかなか人が住めない

ったと考えられます。チベットのそ

文化とは違った重要な地域文化があ

出ているように、中国の農耕地帯の

チベットからは三千年前の青銅器も

いうことは重要な認識です。例えば、

の農耕化の問題を考える時、山東半

に入ってきたのです。東北アジアで

す。これが朝鮮半島を経由して日本

錯して複合的農耕が行われた地域で

ワ・キビ文化と華中の稲作文化が交

起源地だと考えています。華北のア

地域である中国山東省が水稲農耕の

宮本 まさに南北の文化がぶつかる

しょうか。

都甲 農耕の起源地はわかったので

も日本と同じことがいえるようです。

たものです。東南アジアの青銅器に

ーラシア草原地帯の末端が入ってき

文化は、中国そのものではなく、ユ

受けています。日本の最初の青銅器

までは中国の北の流れの影響を強く

かるのですが、日本は弥生時代前半

なってきました。青銅器を見ればわ

から伝播したということが明らかに

青銅器は中国の西北部の甘粛、新疆

前から私が考えていたように中国の

測しました。地道な作業ですが、従

ています。今まで四〇〇点くらい実

銅器の技術解明を含めて実測調査し

学院考古研究所と共同で、中国の青

ていますし、それ以前の縄文社会に
ゴル）の情報帯と漢王朝につながる
モノの断片から始まる研究ですから、

半島南部からではなく、
東アジア全体の潮流として
日本列島に流れ込んだ農耕

おいても、朝鮮半島南部は決して遠
情報帯との常に二つの流れがあって、

ちにメッセージをいただけますか。

都甲 考古学に興味をもつ若い人た

信を深めた出来事です。

見の一つに取り上げられました。自

たちの発掘成果も中国の重要考古発

考古学上の大発見が相次ぐ中で、私

画自賛になりますが（笑）、中国で

たのは非常に名誉なことでした。自

あります。発掘調査のために標高三

済ませるというのは難しい学問でも

きなテーマを狙って、最短コースで

証性が必要なことは確かなので、大

勢を培ってほしいですね。ただ、実

らず、広くものごとを見るという姿

若い人たちには小さなところに固ま

の姿、社会、文化を考える学問です。

本質に迫りながら、現代の自分たち

に紐解いていって、本来のあり方に

宮本 考古学とは残されたモノから

千ｍの山岳地帯にも行かなければい

まで外国人は調査ができない国でし

数千年前の社会や文化を復原する研

けないといった身体的な苦労もあり

どこまで近づけるか、本質を見極め

い存在ではなく、縄文の民は黒曜石

て花形の仕事。しかし、九州大学は

究です。現代に残っているモノは非

ることが必要になります。考古学は、

島は重要な基点と考えられます。

都甲 宮本先生は国内海外問わず、

今まで海外へ発掘調査に出たことが

ます。けれども、そうした労をいと

宮本 一夫 教授 プロフィール
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1984年４月 京都大学文学部 助手
1987年７月 愛媛大学法文学部 助教授
1994年４月 九州大学文学部 助教授
2000年
博士（文学）九州大学
2002年11月 九州大学人文科学研究院 教授
現在に至る

ます。

って、チャレンジしてほしいと思い

わずに、いろいろなことに興味をも

常に重層的ですから、科学的に丹念

省チベット地域へ発掘調査隊が送れ

つい一ヵ所に気をとられそうな感じ

フィールドワークが活発ですね。

ないのです。特に中国は、九〇年代

た。それだけに二○○八年から四川

それで中国自体も形作られていくと

宮本 発掘調査は、考古学者にとっ

農耕化の課程を復原する計画です。

果を織り込みながら、東北アジアの

共同研究の一環で、こうした最新成

てきました。ボーリング調査もその

考古研究センターと共同研究を行っ

宮本 ここ四、五年、山東大学東方

ね。

ング調査も行っていらっしゃいます

都甲 宮本先生は、山東省でボーリ

質に迫るには、
広い視野が不可 欠 で す

原石を交換財として、半島と盛んに

が。

中国四川省晏爾龍遺跡発掘調査風景

考古学とは、広い視野を持って、世界の成り立ちの基礎を発見し、
歴史の本質に迫ろうとする研究です。
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