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北方文化研究の課題

渡辺



北方文化研究の課題本

渡辺

初めにと北方文化とと泣{可かについて触れると，…JI~\ '-........ 

挟の文化乃駕生活様式という意味でるる。またここの場合と北方ミという

のは，どこからどこまでと厳絡な地譲をさすのではなく，詫来一般に使

われているように北半球の寒帯(冬期積雪鰐を伴う地帯)，試は極地〈ツ

ンドラ帝〉及び頭極地帯〈タイガ等燐林帯〉のー裁をさすものであっ

て，今少し兵体的にはユーラシブゴヒ東惑から北米北部をさすものと

していただ念式こい。

北方文化と一口にいっても実探には各地に多数の北方民族があり，そ

れぞれの文化があって多様で、ある。家式ニ各民族各文牝にはそれぞれ罷有

の特殊問題があると問時に地方では北方民族或は北方文化としての，ま

すこ人類全体としての一般的問題もある。従って北方文化の研究には問題

の多様性と間性が伴う。ょこのように北方文北は研究分野が若手~おこわた

る以外に現在まで展開されてきたアプ状…チも様々であるのそこで一志

して次のような藤書きで認な進めたい。郎ち今関ここ

として，研究分野おに研究の現状念展望しなが

さと採ってゆきたい。これによって多少とも詩惑の学問的位量づけもでき

ると考える。研究現状といっても筆者自身の際心関係の探い龍が中心に

なり，また筆者自身の研究会引きあいにだすことも多いと患うが，これ

は具体的な として諒解いただきたい。

本北海道大学文学禁日公隠議民 1980・6・70
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北大文学部紀撃さ

((A)) 民族文化の記載 (ethnography)

これには方法論的に次の 3アプローチがあり，それぞれ次元至レベ

/レが終るC

(I) 構成要議の形態的研究(解剖学的ブブロ…チ typologicalethno・

家raphy)。

これ法文化惑を素の種類・ リスト inventryの

きが中心になっている。この分野の研究は誌族誌の

学史上最も古い歴史コをもっ古典的且鶏礎的分野といえる。これま

された民族誌的データの大学を占めるのがこの分野である。ここの方認の

顎兜は民族分識に不可欠のデータを長供するもので，現行の民族分類も

くからのこの懇の研究によって可能になった。 近年はこの穫のデータ

にもとづいて文化領誠 culture areasの分類・設定も行われているこ

とは周知のとおりである。民装分類にしても文化館域設まさにしても今後

の精密北が望まれ，これにはこの方認の研究が依然として意要性をも

イ〉。

北方文化関保について我が圏での研究を概観すると北大北方文化研究

〈現殺は隷設〉を中心とする研党が中心的役裂を来たしてきたといえ

よう。それは特にアイヌ民族文化及びそれに欝連ずる潟辺氏族文化の研

究路発に貢献してきた。アイヌ文化をめぐるその業績の一端を関顧する

と次のとおりである。

(a¥ 

的物質文北関係

、での記録的記述的報告0

.技術・経済方菰〉

〈倒1)犬銅哲夫・名取武党再博士による道具・生産活欝・儀礼会c

中心とする野外データの採取・記載。

(例 2)林替茂教援による食物経済(特に撤物性食器の護

の技術的町社会的側苦言〉の研究c 野外データ以外に古文書

データを静用駆使してのー緩のシンテ…ジスとして独自の研究であ

る。
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北方文化研究の課題

(ロ) 非物質文化要素関係(社会・宗教・言語・文芸方面〉

(例1)高倉新一郎博士による伝統的社会制度に関する一連の記載

的業績。これは特に古文書データによる伝統的社会の複元に関する

研究としても独自の業績であるO

(例 2)犬飼哲夫・名取武光両博士によるクマ祭・サケ儀礼をはじ

めとする各種集団儀礼の野外調査によるデータの記録報告。特に物

質文化及び社会組織と一体となったデータの記載は次項の機能的研

究分野とも関連する重要性をもつものといえるO

(例 3)知里真志保博士による言語・文芸方面のデータの精密記

載。特に民族誌関係として重要な貢献は分類アイヌ語辞典である。

これは言語学の業績として独自であるだけでなく，動植物に関する

伝統的知識・態度・慣習を包括する点でアイヌ民族誌の新しい面を

拓いたものである。

(b) 構成要素のリスト inventryの作成(総合民族誌〉

(例1)第 2次大戦前のものとして， 帝国学士院(編):東亜民族

要誌資料「アイヌ」がある。これは体質〔児玉作左衛門博士)，物質

文化(犬飼・名取両博士)，社会(高倉・名取両博士〉等北大北方文

化研究室を中心とする専門家の協同によるアイヌ文化要覧であっ

て，簡単だが要を得た当時の最高レベルの総合民族誌である。

(例 2)第 2次大戦後のものとしてアイヌ民族文化保存対策協議会

(編)Iアイヌ民族誌」がある。これは従来に例をみない詳細且包括

的なアイヌ民族誌であって，伝統文化の要素に関して蓄積されてき

た莫大なデータの総括的記述である。児玉，犬飼，高倉，名取諸博

士，池上，林両教授等北大北方文化研究グループを中心とする研究

成果の総決算ともいうべきものである。アイヌの固有民族文化の総

合的記載としてこれ以上のものは今後恐らく望めないであろう。何

故なら伝統的文化は全体像としては既に死滅し，その構成要素も殆

ど大部分は既に消滅してしまったからである。
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北大文学部紀要

法統的〈懸布〉文化む関して現地諮査による野外データの様集誌議今

は世界中どこでも急速に爵難先しつつある様子がみえる。これ泣近代化

の進行と古老の死滅等によるところが大きし、。欧米の学界に次のように

その彰響がうかがえる。

(例Ul)アメザコ寺会衆関の Bureauof American Ethnology (Smith時

sonia設 Institution) は開拓時代以来の長いj伝統さともつ米大i塗原住民

文化研究のセンターとして，全米にわたる英大な調査研究会ざ行い特にア

メリカ・インディアン る るO しかし最近そ

れ拭根本的に改綴さ走れl内写答努と;寓可鴎時2に名称も変り

St知udy0吋fM設ぴ♂，となった。ここわば単にその対象と議望が拡大されたの

ではなく，アメリカ・インディア γ民族誌さと中心とした創立以来の設裂

が大体終ったことた意味しているO

cOU 2) 1966年に 試 Smithsoni在nInstitution で、関?議さされ

tc .. と銘うった償額 くUrgent Anthropology 

Conference)に招かれたことがある。 これは間有民族文化の急速な崩

壊・絶滅F また技術的革新と遊楽化による民族文化の急激な変化という

世界的翼状に対して人類学はどのように対処すベ脅か，また対処でさる

かをはじめて罷鍔的視野から討議した最初の試みであった。こ

としてその後ウィーン Internat. Committee 

on Urg告ntAnthr・opol.and Ethnol. Rese紅 ches

おりかを緩める 日，.-.マ
」ミJ主{;:lo もその一環とし

てアイヌ文化についての民挟誌的緊急問題の所在を報告したことがある

(Watanabe， H.， Pres母ntConditions of Their Life and Urg♀nt 

N己記dsfor Field Study. B辺11. In総rn且t.Committee on Urgent 

Anthr場 組dEthnol. Resε呂 町hes，No. 8， 1966. pp. 96~107). これ

は各方面の研究者の協力で現況務報を設とめたものである。そ

次のとおりである。

。伝統的社会組織及び観度に関するデータ

vJ: 

ど不

る〈この方揺は蓄積されたデータも乏しくアイヌ民議誌中の
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北方文化研究の課題

最弱点といえよう〉。

2) 物繋文北方面については，伝統的な猟漁採集はょとんでから久しい

食物・食事演習毒事については記瀦と伝承を通じて多少とも伝統的

要素乃至その痕毅さととらえる可能性が残されているようにみえる。

3) 非物質的探索で今なお多少とも野外データの採集可能競が濃され

ているものは民間伝承 fulklure関係と る。

口 〈神話等も 各餐芸能 おどり等〉は社会制度等と

ちがって形だけは比較的そのまま残りやすい領向がある。特に未開妬

今分野は舞踏マあって，動t乍と?苦楽の記録分析に専門的方法と

要するが議まきながら成果が期待できょう。

形態的記載についてアイヌ文化も含む北方文化一般

の今後の緊急諜惑を弾約すると次のとおりである。

。新しい野外デ…タの獲得・

的 伝統的要議の新規採集。これは急激な文住変容のため

閤難化しているが絶望ではなく古老の経験の記燦から最後の識不子擦棄を

集めなければならない(築様は樺太引揚げアイヌ老女から

知見守ど得た経験がある…渡辺 仁， アイヌ文化のi放流特にオホーツク

との欝謀、について，考古学雑誌， 60巻第 1号多 72-82，1974)。

(ロ) 民藤文化の現状(実態〉の課査。例えば北米北方言左足技(アラス

カ及びカナダ〉で誌諸民族〔戒は部族〉の変化しつつある現状の野外調

査が各地で、進行している。この種の記鎌・記載は単なる文化変容の親究

でなく Salvageethnography な果たすと開時に，後ftfこは綾

一駒の言手続としても投立つことになる O

の 既存データの整理(分類方法と記載方法の研究を兼ねる

データは集めるだけ記録するだけでは民誤認にはならない。文北要素

としての分額，所与の民設の文化全体の中での泣置づけ等が必要であ

る。この点、で累存デ…タで未整理のもの戒は一応記談話寄みでも分類法 e

あるもの等があり得る。 博物鎗資料一物質文化

資料等もこ つべき)~が多いといえる。
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北大文学部紀要

(TI) 構成要素の構造的ー機能的研究 (Functionalethnography)。

これは所与の民族の文化内部における構成要素聞の相互関係(構造)

と各構成要素の役割とその分担(機能〉に関する面の研究である。文

化や生活も生物体にたとえると手・足・胴・頭等にあたるものが構成

要素である。生物学ではそれら相互の構造的関係と各部分の役割(機

能〉を研究するのは生理学であるO 従って文化に関してこれに相当する

分野は民族文化の生理学的研究ということができょう。これに対して先

述(1)の形態学的研究は民族文化の解剖学的研究ということができょ

うO この構造ー機能的視点では文化の構成要素は構造ー機能的に相互に

連関しているので切離しては意味がないことになる。このような視点か

ら民族文化を要素の構造体としてシステマティックに研究するというア

プローチ仏、わば functionalethnography) は学史的に比較的新し

く，この線に泊った体系的研究の開祖は英国人類学であって，周知のよ

うにそれは機能学派とよばれている。 特にB.Malinowskiによって

Trobriand諸島原住民の野外調査からひきだされた方法と理論が機能

的民族誌の発展の重要な根源となったようにみえるO 彼の文化構造論を

示すダイヤグラムの l例が第 1図である (Malinowski， 1944， A Sci. 

Theory of Culture， p. 53). 機能的民族誌の分野を代表する古典的業

績例として Warner，W. L の濠州原住民調査研究報告をあげることが

できる (Warner，W. L.， A Black Civilization， 1937). この研究は

環境との関係を生態学的に明かにしただけでなく文化の構造を階層的図

式(第2図〉として示した点が特に重要である。文化の構造一機能に関し

て現下の最も重要なー問題は物質面と非物質面の相互関係であろう。文

化は構造的に上記の Warnerの図式や最近の White(White， L.， The 

Science of Culture， 1949) の図式で代表されるように，技術面を基

礎として社会面(社会，経済，政治組織等〉と観念面(思想，知識，宗

教，芸術，価値体系等〕の 3側面 (3部分〉から成るものとみるのが最

近の人類学の教科書的理念となっている。しかし実際の研究を詳細にみ

ると〈特に基礎的データとしての民族誌の実績をみると明かであるが〕

..， 84 



北方文化研究め課題

それらの 3銭面一一特に物質韻と非物質商ー{ーの輿係は米だ抽象的に罷

めて譲然としてしか蛇握されていないことが蓋ちに判る。社会衝と観傘

の欝係は近年の議飽学潔社会人類学によってかなり拐かにされてき

たようであるが，これら向者と技術簡の関係の研究は 4 般理論の基礎と

なる主主体的野外データさえも欠乏している状態で必る。要するに構造的

ー機能的民主矢訟は今なお極めて不足の実状であ

この方訴の研究はプイヌ民族文化についても開様であって極めて乏し

い上に今後の見通しも時慨に濯しといわなければならない。筆者は1950

年代の野外語査によって辛うじて彼等の缶統的社会〈自主的狩猟採集社

会〉の最後の世代の生強り よって1880年代の役等の生

と生態系のアウトラインな復探することができた (Watanabe，

H.， Ainu Ecosystem， 1977)。 このデータにもとづいて強出したのが

アイヌ民族文化の中心構議としての「クマ祭文化複合体」である〔考古

第 5巻， 3号， 47~斜， 1972，第8国〉。アイヌ詫族の文化ほど急

速に根本的変化をとげナこ部は北方でも稀有でるろう O 北方瀦でも文化の

近代化は進んでいるが農耕化は一般に延長んでいな¥"iJミらである。

ブイヌ文化さどはじめ北方民族文化試一般に変容によって殆

は姿主計肖してしまったから伝統的文化の構造的機能的新究は一般に極め

て調難か殆ど絶望的にみえるO しかしそのような前代的文化ではなく現

代〈現今〉の北方語文免一一現在機能している社会の文化一ーを対象と

する構議』撲能的調査研究は可能なだけでなく今後の課題として極めて

重要であるO これには少くとも 2つの意義があり，第 Hこは伝続的民技

文化の残存嬰素の現在的意義と役割の解明(依統的文化の終崩をとみとど

一け記録するニと〉と第 2には変容によって生じた新しい文化の構造:・

の解明(新民族誌による構造的議能的野外データの獲得・供給〉であ

るO 後述((c))項で説明するように，今後のー毅理論的薪究には新種の

この積データが必須となると考えられる。北方星雲諸民族の急変しつつあ

る現在文化の民族誌左前調驚研究は単なる構造と磯議め把撞にとどまらず

その線本として生態〈環境との欝罷〕な考癒する銀向が一般化してき
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これについては次項で述べる。

蕊 生態学的評究 ecological ethno-

graphy) 

これは民族の文化乃至生活様式と環境との関係の記載的研究ぜある。

最近の誌挟誌における生態学的斜面、への関心は若葉境が行動…生活議式

に対する条件要国として無読できなし、こと うやく認識され拭じ

めたことによる。換設すると民族の生活様式はその生患地諸条件を無損

しては充分説明しきれないことが判ってきたからである。

文化〈生活様式〉の繋棄はその内部で桔互に先述したような構造釣一

機能的構係がある。…方それらの嬰素と自然珠境(生底地〉との聞にも

関係がある。 これが文化(生活様式〉一自然環境関の生態学的関保であ

る。その関係を中心として民族の文化(生活様式〉 るのがこの

班分野郎ち生態学的記載である。これはつまり議成饗素の環境溺応的

の研究ともいえる。生態学的研究には次の方部があるの

制 単独構成要繋と環境との関係の記載的研究

(土述 (1)の個裂嬰素との関謀〉。

〔ゆ文化全体〈生活様式全体〉と環境との関謡

(上述(宜)の構法と環境との関係〉。

これは一つの文化構造 と環境との複雑な関係鯛

れとtwork って，この慈;味で ecosystem研究といってよし、。

プねーチの重要性と必要性が認識さまし提唱されはじめたの

は第 2次大戦後である。上記(的関絡の分野c1関烈要素記載〉では部えば

R. U. Sayceが物質文化研究の新議題のーっとして物費文化中特に

共と環境との関係の研究の重要性と必要性を強調した(R.U. Sayce， 

The Future Study of Mat校 ialCulture， Man， 1944， vol. 44， 2シ4)

くItemNo. 9). (も)関係の分野(構造的記載〉では Fordeの援唱があ

っ以内被は生態をど教とする文色の構建的研究の意義と必要性を王立人類
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北方文化研究の課題

した (Forde，D.， Journ. Royal Anthropol. 

Institute， Vol. 78， 1~ 1O， 1947). 

というべき方聞での額拓的業績の代表としては次の 3

点をあげたし、

Warner， W. L.， A Black Civilization : A Study of an Australian 

Tribe. 1937. (譲州原住民調査). Steward， J. H: Basin Plateau 

Aboriginal Socio-Political Groups， Smithsonian Inst.， Bure設u

of Am. Ethnol.， BulL 120， 1938 (アメリカ・イ γディアン).

Evans-Pritchard， E. E. : The Nuer， 1940. (アアザカ原怠民調査〉

最近では生態学的研究の人類学的価i援の認識は次第に増大の傾向

る'1/¥， こ

(a) 糸宙流人強学での評{廊。

文化領域説の本家である

議は分布の鱗課捜思

、て簡単に要約すると次のとおり 00 

は特に文化の{去儒

として煙論的師{践が評輔されてい

る。例えば Stewardの業績なft表する BasinPl設teau論文の場合，

ノミンドのナワパ担割の存否が主食の pinenutsの供絵の安建性に依存

ーすること，その供給の安定性はその土地の降水量の年変動と相関するこ

とが明かにされた。つまり Pinenutsと静水量の関係という生.態勢条

件がナワパリ舗の分、布を制課乃至条件づけていることになるつ

~生議学的アブローチへの評価に拭そ

がかかわっている。つまり環境決定論からの駿皮である。米国学派の文

化人類学は出来の環境決建論 env.d抗erminismを究全にお倒し文化

〈社会違法 socialheredity)による生活様式の決定理論者ど議立してき

たコその結果郎ち環境嬰鴎の決定的投書il~在定ずるあ玄りに，いわば反

盤的に環境懇習は過少静{固され，戚は環境喪閤への関心の弱化をまねい

たようである。最近における生態学的関心〈環境を決定要点としてでな

く鰯緊要閣・条件要因として導入した視点〉の勃興と研究の活発化はそ

のような行きナぎな是正する方向に選んでいるようにみえる。
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(b) 英国流人額学での静錯。

機能学派λ類学部ち社会構造理論の本家でるる英国では生態が物笠文

化と社会構造を結びつける統合原理としての理論的怨債をもつものとし

て評舘されるようになった。これにはこの簡の学史的背景をみなければ

ならない。機能学派〈類学は Radcliffe-Brown流の社会人察学が主流

となって発展するにつれて?最近では物資文北離れの傾向が著しくなり

大学では社会構造噌理論に特殊北し，物業文化乃受技術は博物鎧の専門と

いう分譲的現象がみられるに査ゥた。生態学的アプローチはこの現状に

歯止めをかけて是正し，物資文化』技衡を機協理論の中へ繰りこむこと

したといえる。このように英関学派の生態学的アブロ{チは当

然のことながら社会犠造理論の発展路線の一つにほかならない。

Evans-Pri tchard はその開拓的業績の結論の中で日向erの社会は

自然環境が一変しない限り変りょうがないj とさえ寄っている。つまり

それは Nuげの文化に関して，生態、 ecologyというものが強力な統合

として{動いていることを示している。

(め最近の一様向として生態人類学 ecol. anthropology (或は

human ecology人類生態学〉がある。この傾向に関係するアプローチ

は様々であり玉虫念も iどちまちで一般的にまだ体系化されたものはないよ

うである。これには上記(a)(b)のふ A派としての生態学的諮iiIf究を一括して

生態人警護学或は人類生議学(或はその中の一分野としての文化生態学〉

とする例もある。例!えば Vayd誌がそのタuである (Vaya，A. P.， (ed)， 

Envivonment and Cultural Beh在vlor: Ecological Studies in Cul-

tural Anthropology， Natural History Press， 1969). 

一方動物生態学の原理や理;念を導入してその延長としての入閣の生態

もではじめた。その例は Hardesty，P. L.， Ecological 

Anthropology， 1977で、あって，これは理論的体系化をめざしている。

この仰の分野の聖子外調査親究部は次のようによLネノレギー的見地からの

ものと持動生議学的見地に立つものに大宣言できる。

(1) 伊jえば最近の ScientificAmεricanの特載で紹介されたよう
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な energyfIow， carrying capacity (人口支持力〉等を中心とする生

態系の調査研究が起ってきた。これは生計活動とそれによって得られる

食物の質的一量的調査によって生態系をエネルギーの入力と出力の関係

図式として把握しようとするものであるo (Sci. Am.， Sept. 1971: 

Kemp， W. B.， The Flow of Energy in a Hunting Society). 

(2) 生態系の時間一空間構造の記載的研究。

これは筆者等が開発しているアプローチであって，行動的生態系の軸

となるのが時間一空間構造という考え方にもとつ、いている。具体的には

人間の活動系の時間一空間構造と環境系の時間一空間構造との噛み合わ

せを探るものである。(渡辺 仁(編)，人類学講座，第 12巻，生態、，

雄山閣， 1977) (Watanabe， H. (Ed) Human Activity System; Its 

Spatiotemporal Structure， Univ. Tokyo Press， 1977).この試みは米

国 Science誌 (vol.200， May 1978)の書評にも紹介された。 この方

面について我々の野外調査は本州，沖縄をはじめニューギニア等外地に

も及んでいるが，対象は生計活動システムが中心であるO

北方民族に関する生態学的民族誌。

北米エスキモ一関係。

エスキモーの民族誌は古くから環境条件について触れるところが比較

的多く，断片的ではあるが生態学的問題に注意するところがあった。

(め 世界で最も厳しい環境にすむ民族として古くから人類学的に有名

であって，特に彼等の技術的適応性が注目されてきた。即ち乏しい資

材の巧妙な利用等について，特殊環境条件への適応の記載が各所に見え

る。尤もまとまったものとしては Ekblau，W. E.: Material Respon-

ses of the Polar Eskimo to Their far Arctic Environment 

(Annals of the Assoc. of Am. Geographers， Vol. 15， N o. 1， 1928) 

が著名である。断片的記載情報の集大成としては Wayer，E. M.， The 

Eskimos. Their Environment and Folkways， 1932があり，また生

態の体系的記載ではないが生活を環境の中で最も自然史的に観察記載し
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た代表部として Jenness，D.， The Life of the Copper Eskimo，叉ep.

of the Canad. Arctic Exp日ditions 1913-8， 12， 1922があげられる。

、電8
J

L
H
U
 

{
 

と環境との関係〈季締約変化の棺関〉を関かにした罷拓

的研究も現われた。その例は Mauss，Marcel (in collaboration with 

H. Beuchat): Se設sonalVariations of the Eskimo. A study in 

Social Morphology， TransI. edi tion: Routledge & Kegan Paul， 

1979であるつ 保これは民族議そのものではなく …タの比較分

析である。データは断片的一散在的民謀総デ…タにもとづいている。

( c) 生議人類学的な体系的一組織的な調査研究は比較的最近であるO

その言語矢ともしもうべきものが Sp告別er，F.: The. Alaskan Eskimo. 

A study in Ecology and Society， Smiths. Inst. Bureau of Am. 

Ethnol.， Bull. 171， 1959 る。 Spencerの業績の要点は同一文北館

域内のi可一言語主主である北プラスカニ巳スキそ…が同地域の海岸部と内

部とで社会形態が対照部に異ることを明かにし，この対照性をシスデ?

ティックに浮き彫りにしたこと，そしてこれな環境との関連において生

態学的に切かにしたことである。つ変り，社会形態の地域慈を主主計活動

を通じての環境への適応の仕方の松異としてとらえたことである。

最近の研究ではA.Balikciの調査による NetsilikEskimo 

が生態学的視点にたつものであるoT市も zこれは前代的生認の構造的復療

を試みているところに独良性がある。

(的技術及び生計活動の生態学的体系的記載の例として最近のL.R.

Binfordの罷査報告をあげ、ねばならない。これはカリブ狩孫誌としての

Nunamiutの前代的物質文化の研究に考古学的方法と古老の艶験・記壊

に関する口述情報を併用した{患に行蓄さの量的慌‘毅を体系的に集めた点で前

期的業綴といえるくBinford，L. R.， Nunamiut Ethnoarchaology， 1978) 

北米北方森林帯インディアン。

北方森林帯インディプンに欝ずる生議学的民族誌としては，技術と

計をやむとするものとしてR.K. Nelson，の業績が注おされる (Hunt喝

ers of the N orthern F ore告t，197の. これは単なる
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なく謁査者虫よきが原住民〈クチン族〕の生計技術を学修実験一ずることに

よって記載の豆確さが確かめられているところにあるo Rogers， E. S. 

のミスゴ賢官ノニ族議査報告 (TheHunting Group-Hunting Territory 

Co泌がex among th記謎istassini Indi主ns，Nat. 法us. Canada， 

Bull. 195， 1963) も生計と社会組織の生議学的記載といえよう。

らよりも告話的な生態学的記載部としては Vanstone，J. W. のプサ

メスカ γ族に関するもの (Athap呂skan Adaptations. 日unters & 

Fish悲rm記nof the Subarctic Forests， 1974)，と TannerきA.によ

るミ久タシニ族に関するもの (BringingHome Animals. Religeous 

Ideology and Mode of Production of the Mist給対niCree Hunters， 

1979)をあげることができる。特に後者は主体的環境に対する技術系と

議札系の関係を中心に記載している点で行欝的生態系に隠する続合的業

績といえよう。

北方ユーラシア。

当地域諸民族，特に少くとら狩猟採集売に隣する生態学的記載は前記

の北米に較べて振るわず姶どみるべきものがないようにみえる。ただ北

欧のトナカイ遊牧民である Lap挨は別である。設等も近代化の波(J.R.

A.I参照〉を受けではし、るが，遊牧生活は未だに統し、ており，現時点-c、
の説査研究には生懇学的アプロ…チがみえる。その例として宝¥Ingold

の業績をみると，このマγチzスター大学の設会人類学者は社会彰態

に対する議議要lElとして特にトナカイの主主態との爵係会とりあげている

(Ingold， Tim， The Skolt Lapps Today， Cabmbridge Univ. Press， 

1976). 

アイヌ民談誌への生態学的ブブローチ。

アイヌに撰しても従来その方面の誘査研究が全く欠けていた。筆者が

自然史的民主祭畿を目指して野外調査を始めたのは1950年代であ

った。十勝と岡高での蛮接による間接観察法を適用して1880年代のアイ
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ヌの地域社会の生活構造と彼等の生態系の復原を試みた。その成果は初

め東大理学部記要(英文)， Sect. 5， Vol. 2， 1964に発表されたが後に

東大出版会から増補改題して再刊 (The Ainu Ecosystem Envi-

ronment and Group Structure， 1972)され，次いで、それが米国民族学

会出版物 (Am.Ethnol. Soc. Monograph 54， 1973) としてワシント

ン大学出版部から刊行された(参照:渡辺 仁，アイヌの生態系，渡辺

仁(編〉人類学講座第12巻生態〉。この研究の意義を要約すると次のとお

りである。

(1) 先に概観したように民族の生態学的記載例は一般に energyflow 

のような生態学的特定事項か，或は社会制度乃至社会構造とか技術一経

済のような生活の特定側面(一部〉を中心とする生態学的記載であっ

て，民族誌としては構造的にバランスがとれていないことになる。これ

では例えば社会構造の説明には充分かもしれないが，文化乃至生活

環境関係の全体としての生態系という見地からは不充分不徹底である。

例えば社会構造の季節的変化 地理的変異という視点からの生態学的

記載では道具・技術システムのうちそれに関係する部分だけしか取りあ

げられないで所与の民族の文化(生活〉を構成する道具一技術的要素全

体の相互関係のネットワーク等の生態的意義は無視されてしまう。これ

では各個の道具一技術の全体システム中での役割等も把握できない。筆

者のアプローチはそのような生態のー側面或は社会形態を説明するため

の生態的基盤の記述ではなくて，文化乃至生活の全体と環境とのかかわ

り(噛み合せ〉を問題にした生態系の記載を最終目標にしている。つま

り先述した構造的見地からすれば，文化乃至生活は 3主要システム(技

術システム，社会システム，観念システム〉から成るものとみなされる

が，それら全体の構造と環境との関係のネットワークを生態系として追

求するものといえるO し、いかえると，従来の社会人類学一文化人類学的

アプローチでは，上記 3システムは社会構造の維持を通して機能的に連

関し統合されると考えるが，この生態アプローチによるとそれらシステ

ムは環境への対処機構として，環境との関係を通し生態系として統合さ
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れたものとして示される。

(2) 従来の研究では生議即ち文化〈乃室生活〉一環境関係といえば専

ら技術的生態関係〈技術を通しての環境関係或はそれを通しての物鷲的

生態調係〉が問題にされてきた。それに対し録者のアイヌの生活様造分

析では，儀礼系もまた技術系とならんで環境藤忠の手設であり，問者は遥

臨機構において相互補完的関保にあること，つまり彼等と環境との興部

は単に技術系だけでなく犠礼系さとあわ社た掲活動系を通して綾持され，

諮ってアイヌ生態系を寧とするとそれら問者はその間輸に当ることを明

かにした。これは従来の生議概念に欠けた主体的環境〈行動環境〉の概

念宮導入することによって可能となったものである。先述の Warner

の文化講造論では←k下〔積み重ね乃至縦〕の関係とみなされてきた技術

と儀礼の関係が，この生態様主主的見地では左右〈並列J7J査横〉の関係と

して認められるところが問題であるく護辺 仁，進化と

入額と務境，東大出版会， 1971， 75~l06，第 1 函参賂〉。

生態系のサブシステムとしての儀礼系及びそれと技術系との関係の研

究はこれからの問題である。

(上述の主体的環境は環境観乃至世界観によってとらえられるが，こ

れまでの人類学では議員族の世界観・環境観は生態系や技術系とは切り

離して単なる緩急システム乃釜コスモロジーのー惑をなす文化喜要素とし

て扱われ，最近では言語人類学，構造人類学，或試 cognitiveanthro-

pologyのデータのー怒として抜われている。 この点は環境観・世界観

の陪題として後述する〉

行動生態系の斡としての時間一空間構造の概嬰を明かにした。期

ち活動系の 明かにし，これが環境系の時間一空間構造

に対ナる適F容で、あることを示した。この点については下記の論文で説明

したとおりであるoW抗anabe，H.， Human Activity Sy邑総mand Its 

SpatiotemporaI Structure， in: Watanabe， H.， (Ed.)， Hum呂nActi-

vity System: Its SpatiotemporaI Structure， Univ. Tokyo Press， 

1977)。
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諮時代文化(生活〉の機能的ーヨミ態的研究。

この穫の研究の可能性は前時代全体験し

カミどうカミtこカ込カ追っている 3 アイヌ 、ては少くとも

r~ 

し

た1950年代までは離かながら残存表がいたので苦手うじて可能だったが現

今では不可能となったの第2に前時f1;;文化(生活〉の穣能的一

には調査研究のテクニエヲグ(interviewtechniqueのコントロ…ノレと

めた?警報の処理〕が必饗であるが，これを駆寵すればかなりの成果が得

られる。言Ij述したアイヌ毘族に関する筆者による生活の構造的叩操

的援膜はγ カゴの Manthe Hunter Symposium (Lee & D己Vorε，

Eds.， Man the Hunおじ 1968，Index)で取りあげられた，tうにその可

したものである。米国は原住誌の前時代文化の研究中心ともい

えるがこのような機能的一構造的之笠原の研究は殆どなかった。つまり文

化婆素の inventryの復援が恥じである。 これは文化領域説をはじめ

文化の社会逸話的一藍史的研究の伝統からきているといえよう O そのう

ち倹!外的というのが J.H. Steward (Basin Plateau Aborigト

naI Socio-PoliticaI Groups， S. 1.叩B.A. E.， Bull. 120， 1938)と P.

Drucker (The Northern and Central Nootkan Trib告ら

S. I.-B. A. E.， Bull. 144， 1951)であるο 初代的古老の現存する

は今からでもこの種の民族誌研究が可能であって，たとえ部分的記裁に

すぎなくても将来のためのデータとして得難いものとなるであろう。

北米一-Eskimoについての併として， F. Spenc色E の~tアラスカ

の調査報告〔先述， S. I.…B. A. E.， Bull. 171， 1959)は稀少例a，L. R. 

Binford立内陸群 (Nunamiut)の生態の復原に成功したが殆

に限られている。(先述 Binford:Nunamiut Ethnoarch総 ology，

1978)。

環存社会を対象とする民族文化(生活〉の機能的一生態約研究で伝説

とその機能的一生態的意義を採る試みも実施されているが，これ

はまだかなり可能性を残しているようにみえる。その例としては先述の

R. K. Nelson， A. Tanner等の他に熊本孝氏のカナダじおける
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のインディアン調査をあげる ζ とが℃、きるO その本報告は本年3月に刊

行される(lrimoto，T.， The Chipewyan Ecology: Group Structure 

and Caribou Hunting System， Senri Ethnological Studies， No. 8.， 

N ational Mus. of Ethnology， 1981)。

民族の環境乃至世界観の問題。

民族文化の生態学的研究は動・植物生態学の理念(方法・理論〉に負

う所が大きい。そして実際にもその延長線上を進んでいる。つまり「環

境」だけとってみてもそれは客体として扱われている。そこで「自然環

境」は単なる物質系〈物質的存在〉として扱われ，人間ー環境関係 (flP

ち生態〉は道具・技術を通じての単なる物質的関係とみなされる。しか

しここに大きい問題がある。

人聞はミ考える葺ミであって， どの民族でも自分達の生息地(居住

地〉の天地自然について何等かの知識・観念・認識をもっている上に，

それが集団的にも個人的にも幅広く変異している。いいかえると各民族

にはそれぞれ異る環境観・世界観がある。客体と Lての環境が同じでも

民族がちがえばそれぞれの眼に映じ頭で知覚される環境は呉ることにな

るO 各民族がその環境に対処する活動一彼等の日常行動はこの環境即ち

彼等自身の認め知覚する環境に対する反応 responseであるとみること

ができるO これは行動心理学的な環境概念であって主体的環境或は行動

環境等とよばれている。民族文化の生態学(民族生態学〉の研究は先述

したとおりこの心理学的環境概念を導入することが必要・不可欠であっ

て，この考え方を導入すると民族の環境観・世界観というものが人間ー

環境関係即ち人聞の生態を理解する重大な鍵として問題になってくるの

である。一体人々は自分自身で環境をどのように眺め感じ考えているの

か一一人々の生活にかかわる環境とはどのようなものなのか一一これを

理解・把握することなしにその行動(文化・生活〉を理解することは難

しいはずである。以上の見地から一民族の主体的環境(行動環境〉とその

人々の活動系との関係を追究したのが筆者の前記論文〔アイヌ生態系研

究〉である。生態系を第 3者乃至学者の観察・測定によって抽きだされ

た客体的環境対客体的活動の関係としてでなく人々の主体的環境対主体

Fhu 
nu 
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的活動の関係として把譲しようとするのが筆者のアプロ{チであって，

この線に諮った研究は依然乏しいが人絹学の最近の話題にはなってきて

いる。(この点については下記論文の“ ethnoecology"の項を参照:

Honigmann， Ed.， Handbook of Cultural and Social Anthropology. 

1973， 188~9). 

民族の環境観〈世界観うの記載的研究の

生態学的見地からは，各誌族についてその方面のまとまったデータが

必婆だが，そのためには今撲の調査研究にまつべき所が大きい。しかし

既存の民挨誌データの中にもこれに関連するものが含まれているの fJUえ

ば ethnobotany，ethnozoology， ethnogeogr設phy等がそれであって，

これらはうに簡の文化人類学の既存分野として各稜業綴がでていることは

周知である。各民族について続物，動物，地形p 気象，天体等陪然環境の

各部分についての知識・綴念・習嶺，態度等を分類・記載する評究分野

であって，現地主民高身の額境認識の仕方を譲確にあらわすものとして

評議することができる。このためにはで、きるだけ現地語〈住民吉

による設現と術語を採録する饗がある。

よるs捺現象の分譲システム t荏xonomyを明かにすることであって，

これが民族環境翻を客観的に把濯する鍵のーっと考えられる。

の分類アイヌ語辞典〈植物議，毒事物鱗，人詩議〉と地形詩集辞典 (1951

千位 はアイヌ ;;:L.ニ-ークな業績であるだ吟でなく，アイヌの環

境観データの一種のソ…ス・ブックとして糞重な資料といえる。このよ

うな辞警を利用して語議室から手掛り安課し鵠むこともできる。

しかし民族の行霊左京!生態を解明するには上記のようなデ…タ以外に本

格的な三ノステマティタな環境観データが必饗である。提米-*方部

するデ…タは艶片的であるばかりでなく，要索時の関係が不明であっ

て，嬰棄のリスト作成には役立っても機能的問生態的研究には役立たな

いものが普通である。生態学的晃地では主体的環境についての播造的ー

体系的データ る。 るに生態学的見地からの
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cosmologyの研究である。

北方民族の環境観。

(a) アイヌに関しては筆者が彼等の行動生態系の一部として主体的環

境の構造を復原的に記載する試みを行った。 (Watanabe，H.， The Ainu: 

A Study of Ecology and the System of Socjal Solidarity Bet-

ween Man and Nature in Relation to Group Structure， Univ. 

Tokyo， Journ. of Faculty of Sci.， Sect. 5， Vol. 2， Pt. 6， 1964)。

これは当時としては人類学的に新しい試みであった。(渡辺 仁，アイ

の生態系，人類学講座，第12巻， 404頁，第 9図， アイヌの生態系の基

本構造，参照〉

詳細は略するが，例えばアイヌの伝統的行動を表わすものとして家の

方位がある。この行動は単に磁石の方向を問題にする以外従来殆ど学術

的問題にして取りあげられなかった。しかし環境観との関連において生

態系の一環としてとらえることによってはじめてその意味や機能が判明

した。

(b) 北方民族一般についてみると，その環境観(自然界についての知

識・観念の体系〉の体系的一統合的記載が乏しL、。単なる観念体系とし

てでなく生活(活動系〉の場としてそれとの関連のもとに生態学的見地

からとらえることが現下のまた今後の課題で、ある。その意味で先述の

Tannerの業績 (BringingHome Animals， 1979)は注目に価する。

また Laughlin の下記の論文は上記の問題とも関連して方法論的な一

指針を与えるものと評価したし、。 (1) Laughlin， W. S. Acquisition 

of Anatomical Knowledge by Ancient Man (In: Washburn， S. 

L.， Ed.， Social Life of Ear1y Man， 1961， 150-175). これはアレウ

ト族の調査データにもとづく論文である。 (2) Laughlin， W. S.， Hun-

ting An Integrating Behavior System and Its Evolutionary 

Importance (In: Lee， R.， & I. DeVore， Eds.， Man the Hunter， 

1968， 304-320)は行動生態系，特に行動的適応機構における環境観の重
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要性についての理論的研究である。 Laughlinもまた従来の調査研究に

おけるこの方面 即ち環境観或は環境知識のシステマティックな記載研

究の飲乏を指摘している。 但 Laughlinは技術的活動との関係で環境

に関する科学的(合理的〉知識についてしか言及していないが，行動生

態系としては環境に対する超自然観も重要，且無視できない側面であっ

て，前者と相まって両面の統合的機構としてとらえなければならなし、。

民族の超自然的環境観は cosmology或は worldviewとして社会

人類学でも取りあげられてきた。この場合は行動生態系の一部という見

地からではなく，その社会的機能が問題とされてきた。このアプローチ

を代表するユニークな業績は第 2次大戦後いち早く現れた Interna-

tional African Institute， Ed.， African Worlds: Studies in the 

Cosmological Ideas and Social Values of African Peoples， 1954 

であろう。 これは生態学に関心の深い DaryllFordeの構想の一部を

あらわすものとして重要である。これはまた英国流社会人類学(機能学

派〉における cosmologyの取扱い方が先述した米国流文化人類学にお

けるそれと L、かに異るかを比較する材料としても有益である。

民族文化の記載的研究(結語〉。

「民族文化の記載的研究」の問題について終りに一言つけ加えたし、の

は，事実或は現象の記載は簡単・単純なようで決してそうでないという

ことである。従って一度記載されたからといって，或は既に記載されて

いるからといって，それでよいかというと，それで可，即ち記載は充分

乃至完全ということは殆どあり得ないように考えられる。

そこで北方文化研究の場合も，既に記載がある場合でも更にそれを完

全化乃至精密化するとし寸仕事があることになる。これはデータの内容

を充実させるということであって，それには①データを増やすこと，②

記載‘の仕方を改善することとの 2つの作業(質的及び量的〉があって，

この努力を絶えずしてゆくのが学問の研究の一面であろう。

伝統的文化が急速に失われつつある現今の北方文化研究にはし、ま一つ
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の課題がある。それは物質文化財についてのデータの体系的採集とそれ

を利用しての博物館標本の分類的ー記載的研究である。単なる形ある物

品としてでなく人々の生活の道具・資材或は文化要素として生かすため

には，現地と博物館を連結した研究を今のうちにできるだけ実施するこ

とであろう。標本だけの研究なら急がなくてもできる。

民族誌の記載方法を概観すると，少くとも筆者の経験・知識の範囲で

みる限り，発達の事実がみえる様に思う。つまり型式学的 typological

→機能的 functional→生態学的 ecologicalのI!買に発達の傾向がみえ

るコしかし発達すると古い方法が絶滅する(或は役にたたなくなる〉と

いうことにはならなし、。新しい方法は代替的に発達発生したのではな

く，不足，不完全を補う形ででてきているO つまり上記の各方法はそれ

ぞれ存在理由があり相互補完的な意義をもっている。学史的に古い方法

は古いなりの目的と意義を保有しているわけであるO この事情を図式化

すると次のようになる。

時代 一一一酔
『之=ヶ一一 一〉ニ..Typological 

¥----Functi ¥~血 uncnona

~ Ecological 

上図でわかるように，記載方法ー記載様式は目的によってちがってく

ることが重要である。具体的にいうと学派によって理論的根拠からそ

れがちがってくるということである。例えば米国の伝統的人類学は文化

領域説中心の文化ー歴史、主義にもとづいているから，データとして文化

要素が重要・不可欠である。従ってその民族誌はその研究目的に泊って

文化要素の採集記載に全力をあげてきた。 記載方法も発達し，例えば

Univ. of California Anthropological Recordsで代表されるような

特殊化もみられる。それは要素の存否を示す記号を伴って完全にリスト
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化され，民族文化を細分され分類された要素の inventry として記載

することに成功しているO これは民族聞の要素の比較分析には極めて効

率的であり，要素の統計処理も可能である。しかし要素としていかに詳

細・精密に記載されていても，要素相互間の関係には特別の注意が払わ

れていないから機能的或は生態学的研究のデータとしては殆ど役立たな

い。筆者がアイヌの生態学的民族誌調査に取組んだのも，北米民族誌の

データが以上の理由から殆ど利用できなかったからであるO

そこで次の段階の問題は以上のような民族誌によって提供される民族

文化の事実と内容についての野外データの利用の仕方である。従来民族

誌的データは(1)民族文化の歴史(起原・由来〉の研究か， (2)文化につい

ての一般的原理或は文化の本性の研究に利用されてきた。しかしその利

用が必ずしも充分に行われていないのが現状といえる。立派な民族誌的

データがあるにもかかわらずそれが上記のような高次元の研究に利用さ

れていない場合，或は利用されても民族誌的データの一部(文化の特定

的側面或は文化要素の特定カテゴリー〉に限られ，他の部分のデータは

個別記載の段階で放置され山積している場合が少くなし、。そこで最近は

野外調査(記載的データを生産する野外人類学〕よりもこれまでに記載

された既存データの理論化に専念する所謂理論人類学者等もでできてい

るが，要するに生産された野外データ fieldinformation をいかに人

類学の理論研究に利用し消費するかが現代の一課題といえよう。このよ

うな点から北方文化研究の現状と問題を概観してみたい。

((B)) 民族文化の歴史(起原と由来〉

この分野のアプローチは(1)史学的研究(古文書による)， (II)考古

学的研究(遺物による)， (m)人類学的研究(民族誌データによる)， (N) 

Ethnogenesis (1， II， m等の綜合による〉に大別できる。

(1) 史学的研究(古文書による〉。

古文書にもとづく民族文化史の研究であって，歴史的研究の基本とし
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て君主要である。しかし現実に北方民族は大半が狩猟採集民であり伝統的

文化として文字をもっ民族は少い。 それ故に民族自身の手になる歴史的

く古文書〉は殆ど利用できない。また鱗接民族或は袋入した文字所

有畏族の手になる記録療が科用できる;場合もあるが，この:場合も

通常断片的でるって，体系的な毘族誌的データは期待すべくもない。

族誌的調査記録が科用できるのは一般に大体20世紀に入ってからであ

る。設って北方民主災に関しては予言文藻?とよる本格的な燈史の探究は一般

に極めて思難といわねばならないっ

よる北方民談の史学的研究部として高倉新一郎母会の「アイ

ヌ致嬢史J(1942)合あげることができる 3 これはアイヌ史に隠して最

も重要な業績であるが，手口人の対アイヌ政集の盤史が本筋であってアイ

ヌ民挨の文先史はむしろこ義的となっている。これは上記のように資料

の性賛或は制約ょやむなえないところである。

アイヌ議飾紋様の童話諜に関する史学的誘究〈アイヌ

躍飾紋様の起原に関する一考幾多北方文化研究報告第四斡1964，1 ~ 22 

頁〉は物質文化要議の文献史学的研究の可能性を示唆する一例として税

自すべきものといえよう。

(]I) 考古学釣研究〈遺物による〉。

これは北方民族文化の援史的新究に欠くことのでき アヅロ

…チであって，遺物にもとづく萌究である。但絹惑は考古学的資料の大

半が道具類と住活土!l:であり，道具は二世号，石器，骨器等が主で、あるが，こ

れらは金罵器が導入されてからは一般に殆ど擬用されてしまっている点

である。そのため現内或は金議文化導入以後の民族文化はそれ以前の文

化と直接には必ずしも容易に結びつかなし、。北海議等はその一例であっ

て両者を連結する遺物が乏しいことによる。醍史の上の，いいかえれば

資料の上の，ここのギャ y プをどのようにして埋めつなぎあわ捻るか

これが今後の課題の一つでもある。この解決壌のーっとして

民族毒事データを補説的に料用ずる方法〈土俗考l占学的方法〉もあるが，
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これは別主義で説務の予定である。

北方民族文化への考古学的アブぴーテ。

館。)，北米ではとこの方面の研究に ethnohistory という名称も使わ

れている。この場合は現存者が多少とも記寵しているような比較的新し

い退去の遺跡(住居主!l:，作業場;1:11:等〉と遺物の諜査研究である。ニヰスキモ

ー文化の場合等は前述のようなギャ y ブがそれほど大きくなく両者が或

程度藍接つながることも研究には器合がよいといえる。アラスカ方面の

研究部を若干あげてみると次のとおりである。 用地域では J剛 W.Van 

Stone (シ7Jゴの FieldMuseum of Natural History)がこの方面

してき

VanStone， J.百N.，Tikchik Village: A 19th Century Riverine 

Commtmity in S. W. Alaska (Fieldiana Anthropology， 54: 2， 

1968). 

VanStone，工玖1.，Akulivikchuk : A 19th Century Eskimo Village 

on the Nushagak River， Alas註a(Fieldiana Anthropology， 60. 

1910). 

VanStone， J. W.， Ethnohistorical Research in South Western 

Alaska: A MをthodologicalPerspective. (In : Lantis， M， Ed.， Eth骨

nohistory in South Western Alaska on the Southean Yukon: 

M合thod邑ndContent， 49 70. Studies in Anthropology， No. 7.， 

Univ. of K母ntuckyPress， 1970). 

VanStone， J. W.， Historic Settlem♀nt Patt日rnsin the N ushagak 

River Region， Alaska (Fieldiana Anthropology， 61， 1971). 

アイヌ見族文化関係

ブイヌ民族文化の醸史への考古学的アブロ…チの…備として字国JII

一郎氏の「アイヌ考古学J(教育社「援史新書， 筏ヌド史 102，認和55年〉

がある。これはアイヌ

古学的証拠を執とし

とアイヌ史及び先史とのつながちを特に考

るもので、あって，今後の発惑が議持される
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る。 とする詑来の各方面のダ…タと業績をま

とめたもので，この方部の研究の麗望も兼ねた労作といえよう。近世ア

イヌの考古学は今迄多少とも奨霊長に調査されたのはチヤジ

近世乃きさ懸史時代の集落瀧跡等は未だ殆ど手つかずの状諮で、ある

ことに注意したい。

以上のように員接文化の康史へのププロ…チのーっとして，考古学を

主体として考古学の傑から琵誤誌との接点な擦るという，いわば考古学

の方から民族議へと降りてくるアプローチがある。これに対

として とさカ為の;ぎるアプロ…チもある。ここ

ethnoarchaeologyであるがこれについては溺項で説明するo

{滋〉 人類学的訴究〈民挨誌データによる〉。

民族誌デ…タにもとづく民挨文化の壁史の研究は的民族学的アブロー

チと(吟土俗考古学的アプローチの分野が豆別でき

{イ〉 民族学的アブロ…チ〈文化要議の製式比較による惟史の再審成〉。

このアブローチは民族文化の構成要素の分布を追究し，それにもとづ

いてその饗紫の慈謀，由来合探索するものである。

この方TIiiの折究は実際上次の 2;麗りに大別でき

持型式的序到による要素の系統発生〈起!*.由来〉の罪究。

(b) 恕式的類訟による嬰素の分布く文化・醸史的関係〉の研究。

(a) る之，社会〈地域〉によっ

カテゴヲーの華客紫の龍にも変奥がみられる。この変奥が，類訟の大小

の遠近〉によって整理した場合，連続的な一系列の袈式的序列企

示すことがある。この場合，この霊式的序列を歴史的変濯の順序 Chro時

nologicaI Sequence，時ち新!日)1演序(年代序湾 chronologicalorder) 

なあらわすものと解釈し""それによって所与の喪擦の起原と発議のJI演序

sequencめを推定する。 以下北方関係について実例をぷそ
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Davidson， D， S.， Snowshoes (Memoirs of the Amer. Phi1osophi-

cal Sociεty， vol. 6， 1937). 

Davidsonは鞍カンジや Snowshoesの翠式分布から発展11震序を設定

し，最古型式の Bearp設w~さく丸型〉から， One-Piece沼会終て Two-

Piece 翠への変化〈発達〉を示唆している。

例 (2)

拍上二良:プイヌ ナウの語の由来に認する小考ーウイルタ語の

illauの語震にふれて 4号， 1980， 393-402 

この論文法イナウの語セツング{ とする論考であって

学の論文であると としての詮語の起原・由来に

関する研究である。 方法的には，アイヌ語(inau)とギジャーク

(inau及び nau)，オロ (i1au)，ウィ/レタ語 (illau)等北方議員

挨の類保諾の語形を詑較し，それらの類部度によって

と遠近〈いいかえると文化的関係ー即ち借用・法掻関係〉を解釈するこ

と~;こょっ と由来を究明するものである。ここの研究で

は詑族聞における詩形の変異から言諸学長さ原理によって語形変化の序列

安設定することが方法的な畿となっている。この議味でこれは一種の型

式学的序列 typologicalorderによる康史的再構成といえよう。

(b) 型式的類似にもとづく文化要素の分布〔文化回目蚤史的関係〉の研

究。

これは文化要素罰の型式的類{誌にもとづいて社会或は地域隠の文化的

関孫を同定し，或は文化領域乃至文化盟主と設定する研究であるのこの謹

の研究は少くとも北方関係では上記悼のカデゴヲ…の研究より

多いようにみえる。またこのカテゴ予ーの研究は上記同類の研究の哉礎

としても葉饗である。これを使3主的に次の 4項目時ちは)北方品ーラシア

から北米にまたがる分布の陪題‘。)北太平洋治岸の分布の開題，
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準壌の間{階地域間の分布の開題，似)北方から南方にかけての分布の鰐

題，に分けて誘拐する。

ω 北方ユーラシヤから北米にまたが

例(1)ヰ矢の型式分布。

Rog在rs，S. L.， The Aboriginal Bow and Arrow of North Amer-

ica and Eastern Asia (Am. Anthropologist， n. s. vol. 42， 1940， 

255~269). 

れは北米と東アジア る弓矢の型式の分布の密究である。弓

の分布研究には古典的な~こして Otis T. Mason， North Am佼 ican

Bows， Arrows and Quivers (Smithsonian Institution Ann. Report， 

1893， 631-679) と Bruno Adler， Der N ord設計atischePfeil (lnter欄

nat. Archiv fur Ethnographie， Bd. 14， 1-40， 1901)及び DieBogen 

Nordasiens (lbid.， Bd， 15， 1O~27 ， 190のがあるが， Roger 

は北米とアジアの階大障にわたるう手布のよh較研究さどめざしたものであっ

て，弓矢の形臓と構議，矢のひ'd方を分撲し，会型式の分布を地障fとし

また北米については，弓文化管長域 bowareas令設定

北米の弓分布については次のように嬰約している。

(1) 木製挙結弓が最も分布の広し

{ロ) 策から西へ，また南から北へ形態の変異が増大する傾向がある。

北方アジアの弓の型式分布は Adlerの分類 CMapおを継承して次

のように袈約している。

げ) アジアの弓の最単純恕式は木製単純弓である。

{ロ} アジアの単純弓誌プイヌ， 1繁太ギジャーク*， オロチ， チュグチ

及ヤク…トに掲摂される({塁後2者では交易による火器導入後に法続

的な!日米の cordedtypesに代って出現したもの (p.261-262)であ

って， この遂事需を考慮すると本来の分布は間宮霧車突を挟んで両{閣の狭

い地域に局限されることが解る〉。

水アムーノレ・ギ予ヤータの弓は周密のアンダースヲ長官昔族と!湾様の複雑裂で C家形t乙

ひきしぼられるトルコ玉えで、ある。
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以上でわかるように，弓分布間藤に演する興味ある問題の一つ誌北方

アジアの単純弓が間宮海映附近に局地化されている点であるが，アイヌ

の単純弓について LeoSternbergはそれがアイヌにおける薦方的〈ア

ウストロネジブ的〉一弾薬とみなし， Adlerはそれを文化の波はとり

された最も原始的翠式と述べている。しかし弓矢を実用的道具のー設と

して ら眺めるとそのような偶熱的な鰹史的現象とはみな

るο 筆者の下記論文はその点を問題にしたa

仁，アイヌの8(日

事， 1953)。
6回紀

これは木製単結弓の分布の特異性一地域約烏限性の問題を生懇学的見

地から検討したものである。つまりそれ令歴史的鵠然性或は文化の援の

取り残しとみる従来の解釈に対し生議学的要因た導入して挙総式の残存

の必然性を説明する新解毒照会援出した。

ここでは単なる諜式の比較ではなく，弓な道具即ち環境若手j鰐の手段と

みなし，その実鞍的用途・投書sを龍用環境〈生活の場〉に立ち入っ

かめ，捜式のもつ生慈的意義を明かにしこれを分布の解釈に導入

その結果，単純弓が北アジア太平洋の一角に設さ

は， そのタイプが議、潤環境ホできた用綴{装材きと発揮し， 誌の複雑な型式

(新型式〉よりも機能的に緩れていたから，変イとく新型導入〉の必要が

ないどころか変化は拒否されたと考えられる。弓の型式的新饗素〈機雑

損式〉は欝接語民族まで設透・法撰していたから，これら民族との交易

の歴史も古いことを考えると，新型式の存在はアイヌ単純弓覆照民族に

充分知られていたはず、であるが，それにもかかわ

* 単純式の分布はゴ七アジアでは{滋にみえない年ホ芸!-F語多湿裂Y!.{険常-Thornthwait
の Bむな裂気伎に一致する。北米の後豊能型である縫祷強主主も多雨多滋権争こは分布

しない淡主義である。

料アイヌでは弓タミが手著書誌において東議事的役祭会言葉じ生綾子段とし℃童三宅さであるが，

ゴとアジア一般では狩事長者警の必滋ぬではあるが生産幸三塁走としてそれほど愛媛径がな

く，遊牧民・綴l箆飼育氏では弓はかしろ男性のステイタス・シンボノレであり威線

約一装飾的幾重苦となっている o
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されなかったわけで、ある。この要素の諺透・伝播を拒みそれを簡にかけ

たのは上記の生態的条件とみなされる。

(2) 北太平洋沿岸の分布の問題。

これは北方民族文化交流に関するアリューシャン 千島ノレートの問題

の一環として重要である。

例 (i)サケ儀礼複合体 (Salmonceremony complex). 

北米北西海岸のサケ漁(サケ食〉インディアンの聞にサケに対する信

仰と犠礼(特に河川に遡上するサケを人聞の元に訪れる賓客とみなして

迎えもてなして送る信仰・儀礼〉が存在する事実は夙に E.Guntherに

よって明かにされた (Gunther，E.， An Analysis of the First Salmno 

Ceremony， Amer. Anthropologist， vol. 25， 605~617， 1926). (Gun-

ther， E.， A Further Analysis of the First Salmon Ceremony， 

Univ. Washington， Publications in Anthropology， Vol. 2， No. 5， 

129-73， 1928). 

北西海岸の初サケ儀礼(その年にとれた初サケに対する儀礼〉と類似

の初サケ儀礼がアイヌ民族文化にもみられることを初めて指摘報告した

のは犬飼哲夫博士であった(犬飼哲夫，アイヌの鮭漁に於ける祭事，北

方文化研究報告， .第 9輯， 79-90， 1954。 初漁サケの解体儀礼， 火の

神に捧げる儀礼の記載)(犬飼哲夫，釧路アイヌの鮭のテシ漁，北方文

化研究報告，第20輯， 109~118 ， 1965。初漁サケの解体儀礼及び火の神

に捧げる儀礼の記載〉。 知里真志保博士も胆振幌別における鮭漁に関す

る祭儀を報告(アイヌの鮭漁， 北方文化研究報告第14輯， 245 ~ 265， 

1959)し，初漁サケの儀礼の他に.それに先立つ前漁儀礼(ベツ・カム

イノミ)*の存在を指摘した。

*これを済ませないうちはたとえサケが遡上しでも捕ることは許されない。この祭

儀は各戸から 1人宛の男が出てイナウを作り川尻の草原に幣場を設けてカムイに

豊漁を祈る一種の集団儀礼である。
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これらの調査報告によってアイヌ民族文化におけるサケ儀礼と北西海

岸インディアンのそれとの聞に初サケ儀礼としづ共通要素の存在が明か

になったが，北西海岸のサケ信仰儀礼体系の中心要素であるサケ送り

(骨格の全部または一部を送り返す〉儀礼がアイヌにはみえなL、点が問

題であった。この疑問はその後筆者の北海道十勝上流方面の調査によっ

て解明された(渡辺 仁，アイヌのナワパリとしてのサケの産卵区域，

岡正雄教授還歴紀念論文集「民族学ノートJ，1963， 278-296) (H. Wa 

tanabe， The Ainu: A Study of Ecology and the System of 

Social Solidarity Between Man and Nature in Relation to Group 

Structure， Journ. of the Faculty of Sci.， Univ. Tokyo， Sect. 5， 

vol. 2， pt. 6， 1964). 

上記の十勝調査で従来不明であったサケ終漁儀礼の存在が明かになっ

た。即ちアイヌ民族の伝統的生活では毎年その年にとれた全てのサケの

顎骨の一部をはづして保存し終漁をまってイナウに結びつけて川辺の一

定の送り場から川に流す儀礼が行われていた。これは前漁儀礼とともに

曾長をかしらに実施される集団儀礼であること，またこれらの一連のサ

ケ儀礼を支えるサケ信仰のアウトライ γも北西海岸インディアン共通で

あることが判明したJ

以上のようなサケ祭杷に関する北米北西海岸と北海道との類似は単な

るー儀礼要素の共通性ではなく複雑な信仰と儀礼の複合体の類似であっ

て，両地域聞の文化的関係は否定できない。このような要素複合体がな

ぜ両地域の中間地域に未知(未検出〕なのかが不思議である。しかしこ

のような多少とび離れた北海道一北米聞の文化的関係の証拠は他にもあ

る点が大きな問題となろう O

例(ii)双頭鈷問題。

Hewes， G. W.， The Ainu Double-Foreshaft Toggle Harpoon 

and Western North America (Journ.， Washington Acad. of Sci.， 

Vol.， 32， N o. 4， 93-104， 1942). 

これは先端が 2叉となりその一本が他方より柏短い錯が北西海岸に広
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く一般告さに分布するが， これと関型のものがその地域以外ではとび離れ

たアイヌ民族文北の重要素として存することが明かにされた。これも護雑

な構浩司〉類部〈銘先の形と構造，先柄の長短不撤い，装飾っき丁学形墓

端〉までが一致しているので，問地域での convergence収設的変化に

よる偶然の…致とは考え難い。つまり独立発生の余地はなさそうで

るのこれも北東アジア{立ijでは証拠がアイヌに製られている点が問題であ

るO 今後の7ジア根11の証拠盟めとしては考古学的検証も必要であるoアイ

ヌの渓顕錯は夙にR.Hi tchcockよって報告され(Hitchcock，及。myn，

The Aino器 ofYezo， J apan， Rep. U. S. N at. Mus， 1890， 429-502， 

p. 494)， iた J.Batchelorによって以欝から名称“ chininiap"or 

“apnini呈p" も採録されている くBatchelor，John， The Ainu of 

Jap品n，1892， 154-55). 

上記の鍔以外にも北太洋語岸務民族の低統的文化のi笥には要素の分布

・交琉問題が少くない。これらはいづれも考古学にも関連する今後の間

る。この間組に関する考古学的見地からの展議は下認の論文にゆ

づりたし、。

Chard， C. S.， Northwest Co註st-NortheastAsiatic Similarities: 

A New Hypothesis. In: Selected Papers of the Internat. Congr. 

of Anthrop. & Ethnol. Sciences， Philadelphia， 235-40， 1956). 

デヤード， C， S.，北大平洋沿岸文化の起謀〈民族学研究，第26巻 1

号， 63-66， 1962). 

(3) 陪宮海峡持部地域間の分布の開題。

V 

'- 日本海ーオホ…ツタ海地域の陪擦ともいえる。シベザヤの大

と大陸側との間には民装文化喜要素の分布をめぐって種々

るO これは日本海及オホーツタ患をめぐる 2つの地域さと

包含する地域勺あって，北海道は樺太とともにこの再地域を連絡する嬰

として文化交流の上でも古来襲の位置にあったと認定することもでき

ょう O 以下に若予の具体的問題を提出する。
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1fU(i)北海道及び本弁!の伝統的サケ漁具の問題。

護辺 仁，本州河]11のサケとサケ換(日本民族学会，第 6陪研究 大

会，研究発表抄録，東京教育大学， 1967， p. 8). 

と関連して比絞の必饗から，本州東北部〈新潟

県正面川流填及び青森県奥入瀬川上流〉で伝統的鮭鱒潟、の調査さと実施

し， "i 腐の機会にソ聯邦の博物蕗標本を実検した結果次の

結果を得た。

仔) アイヌの伝統的鮭鱒漁具の代表とされるマレックは援米他民族に

類例不明とされていたが，筆者の調査で Kory誌(“m設riどっと Evenki

に同類がみいだされた。これは本弁i傑iJには形跡がない。

(ロ) 従来北東アジアでιまアイヌに駿るとされてきた双頭銘が本州にも

みし、だされた。これは今のところ非ツングス系嬰素とみられる。

村 本少11のほ統的鮭漁で主役会j寅じているのは 3叉式のヤスと

って，このうち 3叉式ヤス辻 Goldと Evenki(いづれもツングース

にみられるが 3叉式揺は Goldにあって Even討にはみあたらなし、

非ツングス系のアイヌや Koryakには部者ともにみられなし、。以上は

単なる手掛りであってこの要素の分布は今後更に辞縞な調査を要する。

以上のように鮭鱒漁兵は本州一北海道一シベリヤの謡民旗文化聞の喪

文化交流鰐題に興味ある論題を提供‘ずる。保これらの漁具

の先端部がアイヌのYR頭銘を除いて協はすべて鉄製である点に在意しな

ければならない。 いづれにしても伝播か独立発生或は収数 conver-

genceかの基本的問題ぶ解明を待ってい

部(ii)仔態飼育翠熊祭の分布の問題。

思知のとおりグマ会めぐる議礼がエ丸一ラシヤから北米にかけての北方

狩猟民の謁に広く分布したことは HalloweU の研究で明かにされてい

るくHallowell，A. 1.， Bear Ceremonialism in the Northern Hemi.‘ 

sphere， Amer. Anthropologist， Vol， 28， No. 1， 1-175多 1926).

被の研究成果の主なものの一つは北方民のグマ犠札が，(D狩猟現場で

穀したタ?に対して行うものと ，G号撰育したタマに対し うものと 2
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種類があり，前者がユーラシヤからアメリカにかけて広大な分布を示す

のに対し，後者の分布は極めて狭く，間宮海峡周辺に局限されるという

事実であるO

仔熊飼育型熊祭はギリヤーク，オルチャ，アイヌ等の所謂熊祭で代表

される。そこで問題はこのタイプの極めて局限された分布の具体的位置

と範囲である。つまり如何なる理由で広いアジアーアメリカの他の地で

なくこの地(間宮海峡両側〉で発展したのか，また何故にその分布がこ

の特定地域にそれ程狭く限られているのかという疑問が起る。し、し、かえ

ると，仔熊飼育型熊祭のこの局限地域における発生と発展及びその分布

は単なる歴史的偶然にすぎないのかという疑問である。 Hallowellはこ

れについては何等の説明を与え得なかったし，またその後もこの問題に

ついての研究は発表されていなかった。これに対し筆者は下記論文によ

ってアイヌの仔熊飼育型熊祭を生活構造の視点、から分析し，その発展と

分布には生態的条件が関係することを指摘したO

渡辺 仁，アイヌの熊祭の社会的機能並びにその発展に関する生態的

要因(民族学研究，第29巻，第3号， 206~217 ， 1964). 

Watanabe， H.， Die Sozialen Funktionen des Barenfestes der 

Ainu and Die Okologischen Faktoren in Seiner Entwicklung 

(Anthropos， Bd. 61， 708-726， 1966). 

その生態的要因とは，①住居の安定性の高いことと，②食物余剰の生

産性が高いことである。要するに仔熊の飼育を伴う熊祭は以上の 2生態

条件を具えた民族以外で、は発生・発展の可能性がなく，またそのような

民族の分布域以外へは伝播の可能性がないことが示された。上記の生態

条件は基本的には鮭鱒の分布に依存している点が重要であるO

例(iii)渡辺 仁，人間と自然の社会的結合関係ーアイヌ民族，日本

民族，ツングース民族の共通性(民族学研究， Vol. 29， No. 3， 297-8， 

1964). 

人間と自然との聞には物質的(自然的〉関係がある。これが狭義の即
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ち物貿系としての生態的関係である。これに対して入期と自然の社会的

関藻がある。つまり入閣によって設定された社会的連帯関諜がそれでみ

る。これ試各氏族がそれぞれに自分違の住む生息地の自然との罷に設定

し維持している関係であって，いいかえると人々とその鼠然環境との関

に存ずる趨自然的(議仰一犠礼的〉関需である。

このような意味吃の人間と自然との社会的結合関採にも

と類似が認められる。上記論文はそのような関係がアイヌ民族}日本民

族一ツング…ス民族の開で構造的類似〈共通性〕を示すことを報告した

もので、ある。その鱗似(共通〉 ると次のとおりである。

(a) I醤序的世界構造:

げ〉 ラミ界と地上界の尽別

(吟天界から地上界への神々の降下

け天界と地上界の連絡点としての山1質

的 臨然神の援護人化

初 動 植 物 の 'master'or‘owner' 

的地域，地点、等梓定場密の‘owner'or 'ruler ' 

自然神の空際的(地理的〉位種差づけ

〔具体的な山， JIl， il!平等特定場所に位壁づけられる〉

(d) 坐席による自然神との交渉

自然神との交渉にはそれを専用の康恵に誌誼づけることが必要とされ

る(アイヌのイナウ， 日本民族の幣，ツングースの所鍔‘ pl昌cing'

はいづれも人間と自然神との交渉の湯におけるお然神のための援席

って， これが藤本しの場の中心になる〉。

(e) 自然衿と人障とを仲介する神々

アイヌの火の神，沖縄〈日本民族〉の火の神〈ユライ・カナイ郎ち東

方或は太陽への祈識の敢次をはじめ，ツングースでは天神みの交渉

に俄の衿の仲介を要し，その仲介神はオロッコでは地神である。

(f) 自然神の使者としての欝物

アイヌ民族では犬が火の神の使者として鎮のカムイを出迎える。また
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天神との連絡にはカワウソがコタン・カノレ・カムイの使者となる。

日本民旗でも神社に各種の神使がみられる地方によってはオコジ豆

を山神の使いとか或る種の魚を漁神の使い毒事としている。

ツング…スではトナカイと馬が人間から神々への使者となる。満州の

ツングース もっている。

(g) 動植物の不死性

北方系狩係採集民には勤勉物不死の償保がある。動植物の各個体は自

然神が人間昇、に現れるときの長装であって，その外形〈物資〉を人認に

に帰るとLづ信仰であって，これにもとづく儀礼の代

る。

アイヌ民挨文化には態祭，ヲナケiきり等動物のな送 h 儀礼以外に植物

に対する向…原理の儀礼がある。丸木舶用材の伐木議事し等もその…重で

あるの

日本民族ではその信{.qれま明確でないが，その諮仰にもとづくとみられ

る儀礼がみられる。きこりの?とぶざたて」犠札やまたぎの態解体儀礼

がそれにさきる。

ツングースには明かに熊送り犠礼がみられる。

以上のように 3民族の損には自誌に対する信仰・犠字Lに関して単なる

錨別要素簡の類穏ではなく構造的な類出〈共通詮)がみられるのが問題

である。今後ともデータを整鍛して体系的な追求が必要と考えられる。

これは低続的な日本民訣文化の位翠を確めるためにも，またアイヌ民挟

文化の系諮を探るためにも設立つであろう。

い) 北方から南方にかけての分布問題。

初めに北平洋治岸民議における文化要繁の分布開題について述べた

が，それらのうちには分布が北方に眠らず南東アジアまで、延びるものも

ある。下認の舗で明かなように北方文化要素の問題は必ずしも単なる北

方関内部の問題としては処理できないことを謀意したし、。例えばん P. 

Okl吋 nikovが Eskimo文化の起療について， 古代エスキモー文化
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を考えるときは西方だけをみていては駄目であってそれは南は南方及東

南アジアに至る太平洋治岸諸文化の連鎖の最北端の一環を代表するもの

とみなければならないという理論を展開している CRudenko，S. 1.， The 

Ancient Culture of the Bering Sea and the Eskimo Problem， 

Arctic lnst. of N. Am巴rica，Anthropology of the North， No. 1 

1961， p. 18)。 とにかく文化は連続的(アメリカの文化領域分布参照〕

であるから，広い視野が必要である。エスキモ一民族学のバイオニアの

一人 K.Birket-Smi thが最近には北方から南方にかけて環太平洋とい

う構想、のもとに文化関係を追究しはじめている事実も上記の視点の意義

を暗示するようにみえる。

Birket-Smi th， Kaj 

Studies in Circumpacific Culture Relations. 

1. Potlatch and Feasts of Merit 1967. 

ll. Social Organization 1971. 

次に北方から南方にかけの分布問題で我が国に関係深い若干例をあげ

てみたし、。

例(i) Heizer， R. F.， Aconit Poison Whaling in Asia and Amer-

ic.a: An Aleu tian Transfer to the N ew W orld (Smi thsonian 

Inst.， Bureau of Am. Ethnology， Bull. 133， No. 24，415-68， 1943). 

この論文で Heizerはトリカブト毒の矢毒としての利用慣習が北米ア

ラスカの KodiakIslandを最北端として北海道一日本本州を経て南東

アジアにまで分布する事実を民族誌データによって明かにした。アイヌ

民族文化についても矢毒問題は木製の臼と杵， 織機(いざりばた)，ム

y クリ (楽器)， 装飾要素としてのへピ等とともに早くから南方系要素

として注目されていることは周知のとおりである。矢毒問願は単なる文

化要素或は分布の問題でなく狩猟経済にかかわる重要要因であって，こ

のような生態的一機能的見地からの分析・検討がまだ残されているO こ

の見地からの問題については筆者が下記論文で触れた。

渡辺 仁，アイヌに於ける弓(日本人類学会，民族学協会連合大会，
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129-132， 1953). 

韻裁と熊祭会めぐって。

〈北海溝青年人類科学研究会会誌， No. 8. 1-2， 1966). 

る問題点

{例(Ii) 護辺

本人類学会・

この論文は日

北ユーラシヤからみた日本人の賦始建築構漉く段

境造く神社建築〉

第12回紀議事， 139-143， 1958). 

る神

(起原と由来〉を求めて，周器地域の類

との比較分析をど行ったものであ

ここでは家患を一つの要素複合体とみなし基本的構成要素に分解し

て，名要素の地環告さ分布を本邦内とその隣接地域に求めた。そ

堅持〈民族内部〉の各種法統的建築物とは下記の関係がみられ

神明 設 アイヌ

抗上構造 や 十 ωト

黒木構造品 ÷ 十

殺交風叉延構長造
ート

棟 特 終 十

以上の構造要素の比較を菌外(隣接民挟〉に拡げてみると注尽すべきは

神間造の 4

Oltsha 

がアム -Jレ下流原住民ウリチ ul'chi or 

る事実である。特に三重要なのは棟持柱

〈棟木古ど受ける柱〉が累ァjç~\;;の壁か

るく上記論文，第 4関参照)。

結語。

の外側 られる

以上が民義文化の難史的研究に寵する民挨学的アプローチの概要であ

るoこれは文化要素の製式分布にもとづいてその起原・由来を探求する。

のアプローチは北方関係についてみると従来物賞文化関係要素につい

て比較的活発に瀦用されてきたが，非物質文化的護審議について
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進んでいない。既存の民族誌データを駆使してこのような方面の分布研

究を進めることも民族誌の記載的研究に劣らず重要な課題といえよう。

(ロ) 土俗考古学的アプローチ。

実際の遺物によって民族文化の歴史を探る方法として考古学的研究に

ついては既にアイヌ考古学等の例をあげて説明した。これは遺物以外に

古文書や民族誌データもできれば利用するが，主体は考古学であり考古

学を主体として民族誌とのつながり(過去から現代へのつながり〉を求

める研究である。し、いかえると民族誌データをとり入れた考古学であ

る。

それに対してここで取りあげる土俗考古学 ethnoarchaeology は，

民族誌が主体であって民族誌を主体として考古学的問題を追求する分野

乃至方法である。し、いかえると考古学的視点からの民族誌研究である。

(渡辺 仁，先史考古学・生態学・ ethnoarchaeology，考古学ジャーナ

ル， 1972， 8月号巻頭言〉

土俗考古学は術語としても研究分野としても極めて新しい。国際的話

題となってきたのも最近であってその証拠の一つは ethnoarchaeology

を表題とする下記の単行本が昨年現れたことである。

Kramer， c.， (Ed)， Ethnoarchaeology: Implications of Eth-

nography for Archaeology， 1979. 

これは土俗考古学の論文集であるが，最近出版された下記の業績は具

体的な一民族(濠州原住民〉に関する土俗考古学的ケース・スタディー

として注目すべきものである。

Gould， R. A.， Living Archaeology， 1980. (Cambridge Univ. 

Press， New Studies in Archaeology Series). 

土俗考古学は新しい分野だけに具体的研究の内容はまちまちであるが

大別すると次の 2種類になるO

(的 同一地域の考古学を対象とする民族誌的研究。

これはアメリカのように民族誌が考古学と連続的な地域で可能な研
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究である。つまり先史文化の延長が毘族議的におぢえられる場合であ

る。

ら) 異なる地域の考古学を対象とする民挟誌的研究。

これはヨ…ロッバのように民族誌が考古学と直接にはつながらな

い〈地域先史時代の延長というべき文化の民族誌的記載が科用できな

い〉 して適用される。

北方地域では一般に農耕化が進んでいないよに近代化も比較的最近の

ことであるから.一般に多少とも と考古学の連統性がみられ

る。その意味でと述告のタイプの土浴考古学が何等かの謹皮に可能と

考えられるつ

{掬えば北海道のアイヌ民議の場合，自主的保統的た狩議採集生活が明

まで鐘持されたから，その終末がさとうじて民族誌的に記

録・記載されるを得た。それによってよ記悌タイプの土俗考古学的研究

うじて可能である。

前記(a)タイプ研究事例u(アイヌ考古学の問題に対するアイヌ民族誌デ

ータの務用〉

191JO) 渡辺 仁， アイヌ文化の成立。民族・康史・考吉諸学の合涜

(考古学雑誌， 58議 3号， 47山 64，1972). 

{9U(ii) 渡辺 仁，アイヌ文化の源流・特にオホーツク文化との関採

についてく考古学雑誌， 60巻 1号， 72~82， 1974). 

191JCiii) 渡i!1 仁，獣?争被砕禁誌の 北方先史学に対ナる

的新問題(人類学雑誌，邸宅ふ 4号， 293-299， 1977). 

務tl(iv) 渡辺 仁，室内生活設謂の聖俗(努・女) 2分制。

史文化とアイヌ文化の関係についての土俗考古学的問露点〔東大文学

部〈編)，ライトコロJlI日遺跡， 85~97頁， 1980)。

上記{列(i)(ii)はアイヌ民族文化の源流安課りその成立の

究するための土俗考古学的研究である。まづ民挟誌データの分析によっ
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てアイヌ文化の構造を調べ，その中核となる熊祭文化被合体を拐かにし

次にこの複合体の構造には基本的な 31mJ惑があることを確め，この

3俣.IJ誌iの形成をもってアイヌ民族文化の成立とみなすことができること

じた。このアイヌ文化の 3側面即ち社会的，流通経済的，宗教的諮

例i冨j，はそれぞれ物繋文化的にとらえることが可能であり，従って考古

学釣r:::追究が可能である。そこで、この民装結、データにもとづくこと俗考古

よってテストの可能な仮説といえる。はじめからこ

のような考古学的可能性を求めての民義訟的研究が土俗考古学てある。

と例U(iii)は北方考古学の問題に対する北方毘族誌利用の研究である O

骨髄食とそれに伴う獣骨破砕習性が狩猟採集民一般の共通性であるこ

と，また一方，北方狩猟民の中にはその骨を破壊しその骨髄~食するこ

とを禁じるタブ一言どもつものがあることを指摸した。こ

は考古学的に追究が可能であり，特に北方考古学にとって大~"

ある動物議礼とそれをめぐる Cosmology或拭

るための具体的手掛りのーっとなり得るものと考えられる。

劉(iりはアイヌ託議文北の特識的様相として陸内生活笠罰の製俗〈男

2分?閣の存在さと指講し，それと設等の伝統的世界観〔環境線〉と

の額係をただしたものである。この研究は考古学だけでは閤難なアイヌ

文化の非物質的側面(社会構議， 京教等〉の担原・由来の探究に対し

て，考古学的に追究可能な物費約俣JJ酷からの手掛りを探Q試みの一つで

まうる。

前記(も)タイプ研究事例u(日本先史学の陪走塁に対する能地域民族〈主と

してアイヌ其憶の北方狩猟採集民〉のデータの逮用〉

既に触れたように，民撲誌的情報はさ当誤認族の地域以外の地域の考古

学約問題に対しても適用可能である。例えば日本の本郊のよう

と民族誌が議接つながらない地域の考古学的問題に対してはその地域以

外の民族総合号証拠J1J?f5.データ友利用する土俗考古学的研究が可能であ

り，今後の開発が期待て、きる。環境条件等の関係から隣接乃さを周縁地域
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の民族のデータが利男できれば一般に好都合といえよう。

{7iJ(i) 渡辺 仁， アイヌの生態と本邦先史学の問題

第 1号， 9~23 ， 1964)。

i償!)(ii) 綾辺仁，縄文時代人 とその生物学的

(人類学雑誌， 74私 2 21~3L 1966)。

{予U(iii) 渡辺仁， 、、て。 先史学における用途の問題

55巻 2号， 34~42)。

タtl(iv) Watanabe， H.， Ecology of the Prehistoric Jomon 

Pεople : Possible Use of Their Stone Axes as Seen from Food-

Processing Habits of Northern Hunter-Gatherers (人類学雑誌，

78巻， 3号， 208-212， 1970)。

初IJ(V) 寺iVatanabe， H.， CulturaI An thropology and J apanese 

Prεhistory: Community， Habitation and Subsistence Prob-

lems CProc. of the Rich呂rd K. Beardsley Symposium on 

Jap呂nをseArch託eologyand Prehi詰tory，Oct. 1979， Center for 

Japanese Studies， The Univ. of Michigaぉ).(印副中〉

上記諸倒はいづれも縄文文化指題に対する北方各地狩猟誌の民族誌デ

タを漉用した土俗考古学研究である。アイヌ

して上記の第(ii)錦及ひ、第(v)例な解説しよう。

タの利用例と

{列(ii)は繕文社会諦究の手掛りのーっとして集落の安主主性(定住性〉

をとりあげ，これを確める手掛・方策として現金狩猟採集民(主として

北方氏〉の住是の安定性と機能的一生態的に絹関する物質文北的様紹*

は仰か一一この民議を抽出し，これを尺震として縄文式墾穴集撃を分析

して，それが一時的集落でなく少くとも季節的に毎年くりかえ

れた桓久的集懇であることを示した。

* (イ} 土器の意義f乍と使用

(ロ) お緩めブミきさと放さ:自己石滋構綴(敷石f記長号ををきts)の緩撲と建造所草書待問。

約 書長関〈集会〉喜基地

特 伎表立〉友柱の太ざと据立勺亡のき撃事

将校J苦の湾建・修理
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上記儲(v)~土日本先史考古学の時題に対して毘族誌デ{タの利用によ

る土俗ヨ考古学的アプローチの可能性を示したもので，縄文人の住賠のまと

定性，斑文人のj受性と生計，縄文時代から弥生時代への変化，の 3問題

をど扱っている。ここではその最後の問題点についてみよう。

既に農耕の起原或は文明の発生にからんで論じられてきたように狩猟

採集社会から農耕社会への変化は単なる食性や食物経済の変{七ではなく

社会の構造的変化と考えなければならない Cこの変化が我が慢において

いつ頃いかにして起ったか一一この変化の事実とプロセスを究明するこ

とは依然として我闘の歴史の一大課題となっている3 この問題に対する

具体的な手掛りのーっとして筆者が提出したアイヌ民族誌モデルがこれ

である。このよをグル〈作業{伝説〉の基礎となるのがアイヌ社会への農耕

とその農耕化にみられる段諮的変化の事実である。

アイヌの農耕化は2段誕の変{じであった。くWatanabe，H.， The Ainu: 

Ecology and Group Structure， Univ of Tokyo Press 1972; Univ. 

of Washington Pre告ら 1973)その第 1段南〈第 l期〉は日本政訴の介

入〈勧農政策〉以能における掘り揮によるばら蒔き式数物栽培の導入で

ある。この段階では農耕は主として女の社事であって女の植物採取活動

の一部が変化く駿粉用オオウパユリの採取が激減〉し，それに伴って食

性が若干変花したにすぎない。つ交り之の設階で誌社会的変化はみるべ

きものがなかったのである。

第 2段階〈第2期〉は日本政府の介入後における鍬による数作り耕作

式穀物栽培の導入である。この段鰭になると男の仕事も農耕化したコこ

れは単なる男の仕事の変化にとどまらず，狩議採集社会の倍統的分業制

〈男は狩猟，女は採集〉の張本をくつがえず変化であった。ま

地への移転に伴って18来の集落の離合集散が起り，地縁組織ひいては血

縁組織までが崩壊的変化をひき怒した。このように第 2段の変化は社会

の携造的変化であった。

以上の民族誌的事実のデータから社会の農耕化について次のような 2

段階モデ、ノレを作成した。
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第 I期:男性が依然として基本的には狩猟者;女性が植物採取兼農

事。(構造的な意味で農耕社会とはいえなしつ

第E期:男性が基本的に農耕者;女性が植物採取兼農耕(或は基本

的に農耕または家事〉

北海道での農耕化は最近まで(日本政府の原住民への介入まで)上記

の第 I期にとどまっていた。しかし木州側ではそれより遥かに古い時代

に上記第E期に相当する変化が起っていた。(歴史時代に入る頃には既

に第E期に入っていた〉。 この第E期への変化は構造的変化であって男

の農耕化が社会的(構造的〉変化の中心的事件であったと考えられる。

この変化は男の伝統的な生業の示標としての狩猟活動の時代的変化(減

衰〉の性状を確めることによって追究できるはずであるから考古学的に

検証可能であるべ

内地での農耕化の第 1問題は上述のモデ、ルのように段階的変化であっ

たかどうかを確めることである。そしてその次の問題は本州における農

耕化の要因(誘因〕であるO 即ち農耕化の引き金或は背景となった条件

は一体何であったのかの問題で、あるO これについて思いつき程度の見解

や憶測は枚挙にいとまがないが，理論的にも実証的にもまとまった研究

はまだみあたらないようにみえる。

農耕導入の誘因として先づ問題になるのは自然環境，特に野生食物資

源の変化であるが，これには 2者を区別する要がある。第 1は天変地異

的変化(近世の北海道における大雪によるシカの壊滅的減少等〕であ

り，第2は乱獲等による人災的変化である。しかし今までのところこれ

らについては何等具体的証拠・根拠がない。これに対して筆者は土俗考

古学的根拠から文化一社会的要因を指摘した。それが ex-hunter仮説

(退役狩猟者論〉である。次に結論を要約する。

筆者の集めたデータによると，現生狩猟民社会では一般に第 1線の狩

* G. P. 11urdock流に食餌中の農産物の割合 (50%以上という数量的示標〉に

よってと農耕ミ文化の判定基準にするのは考古学的に難があり社会学的にもあま
り有意議とはみえない。
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猟三菱(正規のフノレタイム狩説者つには年令限界があって，その上限は大

体40~45才位とみ、える。これ合態えると生理的ー心理的理由〈握力減退

で第 1線から引退することになる。これが勺墨投狩鋲者ミである。

縄文人骨に関ナる最近の最も程話的な調主主結果〈小林和生教授〉をみ

ると縄文社会では死亡年令40才以上が20%を占めている。これは狩猟採

としては高い比率のようにみえる。(参頚:Vallois， H. V.， The 

Social Life of Early Man : The Evidence of Skeletons. In: Wash-

burn， S. L.， (Ed)， Social Life of Early Man， 1961)0 要するにこれ

は縄文社会には第 1線から退いた退役狩猟者がかなり高率に存したこと

を錯示している。また[雨時に寿命延長による人口正の増加も踏示ずる。

狩猟民社会での ex~hunters 或は老年男子の地{立をみると，

設治的にまた祭靴欝礼上の高い地位を占めることは周知のとおりであ

る:>また農耕を伴う狩猟採集民社会の場合には， ex-hunters戒は老年

男子はアクディヴな農耕者として食物生産に党離している事実がみえ

る。筆者の集めたデータによると幾耕活動の年令限界は狩撤話動の年令

摂界より惑かに高い。この事実からみると農耕{むの生態学的制点の一つ

は食物採集社会の ex-hunters乃至老年弟子が狩季五から引退後もひきつ

づいて積極拾に食物生産者としての地位を維持する機会が与えられるこ

とで、ある。それが裂物農耕の場合には収穫物の保存・貯還も技術的には

比較的容易であるから，それによって余剰の蓄積も可能になる。これを

るのが住患の安定性である。縄文社会にはこのような条件がそ

ろっていたと推定され，それによって退役狩猟者乃至老年男子が伝統的

な祭詑議花上の地生と政治的権力の地に訴しく議済的な実力安も室長ね鍛

えることが可能となって，これが狩猟社会の農耕イじの議後の壁を被り男

子の農耕化を許容した有力なー要認ではなかったかと設定される。以上

のように ex-huntげ仮説は具体的な民族諒的誌拠と先史人口学的証拠

にもとづくもので、ある。日本の探究における農耕化プロセス乃至その欝

閣についてはこのような証拠にもとづく具体的懇拠のある作業仮設は未

だ殆どなかったようにみえる。以上の考え方は幾耕の恕牒の問題にも趨
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mしてみる余地が残されていると考える。

(J1l) Ethnogenesis 

これは特にソ経学課によって開発されている品品ータな分野乃議アプ

p-チであってs 民族或は民義文化の起原・由来を探究するものである

前述の ((B))(日{亙)(狐)の分野或はアブローチのいづれ誌も関部し

ながらそのいづれで、もない独特のもので， ¥， 

といえようの

日一 (m)すべての綜合

その一例として下記のものがある。

MichaeI， H， N， (Ed.)， Studies in Siberian Ethnogensis. 

(Arctic Insti tute of the N orth， Translations from Russian 

Sources N o. 2， 1962). 

これはソ よる17論文言ピ含んでいるがその一部の題毘をあげる

と次のとおりである。 Contributonsto the Histry of the Buryat 

People (B. O. Dolgikh)，; On the Origin of the Kirghiz People 

(A. Bernshtam); The Origin of the Altayans (L. P. Potapov); 

On the Origin of the Nganasans (B. O. Dolgikh). 

その搾雲で編者が述べているように， ethnogenesisの方法論は史学

的方法だけでなく 物貴文化学， 自然人

るまで総ゆる証拠を綜合的に駆使するところに独自慨がみえ

るつ

学問はどこ もまずまず縮分化され個々の軒究もまた所間専門分

化が著しい時代にソ聯のこの学派と学風位誇れを潜行するかのようにみ

える。しかし学澗木来の隠擦とあるべき姿な反省すると，翻分化となら

んで一方で、はこのような鯨合的アプねーチが今後ますます各畿で発展し

広く行れるべきではなし、かと感じられる。少くとも我が慢の人類学方閣

で、は特にデータの諒会一理論イじが欧米に比較して立遅れているようにみ

える。これも今後の閉鎖の一つで、あろう。
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((c)) 人類学的原理

(1) 行動的原理の研究

(1) 文化人類学的研究

(2) 社会人類学的研究

(3) 生態人類学的研究

(1) 文化人類学的研究。

北大文学部紀要

文化(社会的遺伝 socialheredi ty)の機構の研究。 これは特に米国

の文化人類学によって体系化されてきた分野で、ある。文化を社会的遺伝

とみなして観念乃至行動様式の社会的遺伝の機構を探究するものであ

る。くその内容については文化人類学教科書にゆずる〉。ここではと北方

文化ミという視点からの文化の本性的問題に限りたい。これについては

次のような問題がある。

(イ)ミ北方文化ミとは何か?一一人類の文化における北方文化の意義

と特徴の問題。これに関するまとまった研究が意外に乏しい。例えば

"Arctic……時とか“Circumpolar"……"料等と銘打った人類学(民

族学〉関係刊行物があるが，その内容は一般に単なる地域的な特殊研究

の寄せ集めであって，遺憾ながら北方文化とは何かというような一段と

高次の本質的課題に挑戦した理論的研究が乏しいのである。

具体的にいえば，夙に w.G. Bogorasが AmericanAnthropolog-

ist誌にー論文 (Bogoras，W. G.， Elements of the Culture of Cir-

cumpolar Zone， Amer. Anthropologist， n. s.. Vol. 31.， 1929， 529-

601*料〉を発表しているが，未だこれを凌ぐほどの理論的一総説的論文

は現われていないようにみえる。これは現今の人類学における北方文化

*実例:Arctic Anthropology-An international journal devoted to the 

science of man in the arctic， subarctic and contiguous regions of the 
wor1d both past and present， and published by the Univ. of Wisconsin 
Press. 

**実~J : Graburn， N. H. H. & B. S. Strong， Circumpolar Peoples ; An 
Anthropological Perspective， Goodyear Regional Anthropology Series， 
1973. 

***大学における極地及び亜極地文化に関する講義の序説。
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への関際的関心の薄さとも無縁ではなさそうである。それは剖えばシカ

ゴで開催された狩議採集民爵際シンポジウムの論議の内容にも象識され

ているくLee，R. B.， and 1. DeVore， (Eds)， Man the Hunt号r，1968). 

これには筆者も鴎係したが，北方民を無視した普遜化さえ起りそう

コメシトをした次第であった(上揖欝参照、〕。

以上のように文化の本詮に関する課題としてはまづ第…に「北方文化

とは荷か*J という高次の理論的研究を援興ずる必要が認められる。い

いかえると人類の文化における北方文化の位置づけの問患でるって，こ

れは今後のE窓際的課題ともいうべきである。料

{ロ)北ガ文化の視点からの文化の本性に関する第2の問題は文化人類学

が日擦とする文化現〉本性(或は社会連{伝機構〉の研究に対して，北方諸

民族の文化の研究がれ、かに役立つかJ， またそれをいかに役立たせる

かという問題で、ある。この点も今後にまつべき所が大きく，成果も期待

できると思う O

具体的にいえば，北方麹〈或は極地-11至極地調〉というのは南方簡

〈或は熱帯ー斑熱帯顔〉に対応する特殊環境であるから，文化と環境の

問題の研究には格好の場である。またそれだけで、なく会穏環境条件を選

べば一種の準実験的研究も可能である。 この方面の研究は文化生態、

cultural ecologyとよばれ，米国人類学の新しい一分野となっている。

これは C.Wis器ler-A. L. Kroeber J. H. Steward等の流れを読

むものといえる。 Ccf.St位W証rd，J. H.， The Conc告pt乳nd訓告thodof 

Cultural Ecology， in: Steward， J. H吋 Evolutionand Ecology， 

1977， 43~57; Voget， F. Wサ Cultureand the Focus on Ecological 

Processes， In : Voget， F. W.， A History of Ethnology， 1975， 676--

* Birket-Smih， K.， The Eskimo， 1959; Weyer， E， M.， Eskimos: Their 
Environment and Folkw邑ys，1吉32.
ーと記2著警警は Eskimoの民族ままの総訟であるが， 北方文化とは何かという本

質的ゑー絞的関星雲について示唆するところがさるい。
料ゴ七153主化絞究の新分野として主主主雲寺在的側紛がある。 傘立苦tま北1n主化司令特に金銭
~~約採点からとらえ北方主誌の主主i惑のさ主援的意義主を然2義的に探究する努力宅どしてき

た。その要点は後述する〈賞~3;寝入
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695). 

最近ではA.P. Vayda等の影響も加わり従前より梢複雑化してきた関

係で，これらを一括して生態人類学 ecologicalanthropology等とよば

れることもあるO しかしそれらの米国学派の研究はし、ずれも大体基本的

には文化一環境関係の研究であって前述の文化生態学culturalecology 

と本質的な差異はなさそうである。次に若干の関係文献をあげておく O

Vayda， A. P. and R. A. Rappaport， Ecology: Cultural and 

Non-Cultural， in; Clifton， J. A.， (Ed)， 476-98， 1968. 

Vayda， A. P.， (Ed)， Environment and Cultural Behavior: 

Ecological Studies in Cultural Anthropology， 1969. 

Anderson， J. N.， Ecological Anthropology and Anthropolog-

ical Ecology， in: Honigmann， J. J.， (Ed.)， Handbook of Social 

and Cultural Anthropology， 179-239， 1973. 

北方文化を材料とする文化の本性の研究例として伝儒一分布理論に関

係するもの若干を次にあげてみるO

(a) Heizer，R. F. Artefact Transport by Migratory Animals 

and Other Means. Amer Antiquity， Vol. .9， No. 4， 394-400， 

1944. 

これはグヂラによる文化要素の運搬の実例である。北太平洋海岸文化

に関しては北米一東亜関係について少からぬ問題があり，伝備に関して

は北米海岸への海流一漂着の問題も論じられている。 Heizerのこのケ

ースはこのような地域文化の歴史の問題に関係するだけでなく，伝イ番プ

ロセスに関する理論にも貢献している。

(b) 漁辺 仁，アイヌの弓(日本人類学会日本民族学協会連合大会，

第 6回記事， 1951). 

これは気候要因(湿度〉が文化要素の伝儒の阻止(制限〉要因として

働く場合のケース・スタディーである。

( c) 渡辺 仁，アイヌの熊祭の社会的機能とその発展に関する生態的
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(民族学現党， 29.巻 3 号， 206~217， 19.64). 

これは生態的要lZSi(依燃の安定註と食物の余剰生産i控〉が文化要素の

伝借を臨IIとく分布を制限〉ずる点を指摘した。宗教義礼的嬰紫(非物嚢

的要素〉の場合勺さえも生態学的要閣〈条件〉の作用をまぬかれなしもこ

とな示す典型19Uといえるや

(2) 社会人一類学的研究。

と機能に関する訴究。こ

よって集中的に開発されてきた分野である。北方向族関係の芸業績として

と環境の額係に関して次のような開拓的研究がみられる。

例(i)廷aIloweIl， A. 1.， The Size of AIgonkian Hunting Terri-

tories A Function of Ecological Adjustment (Amer. An縛

thropologist， n. s吋 VoI.51，35-45， 19.49). 

これはカナダ森林帯の 2地棋のインディアン (Manitobaの Berens

Ri ver Sal teaux及び Queb伐 の GrandLake Victoria lndians) 

る，猟場の広さ，狩議グループ，人口欝震の比較分析である。

者の揺に大ざい変異がみられたが，それにも拘らず activehuntersに

対する nonhunters(男女〉の北はそれぞれがv1 : 3でるること，狩猟

ナワパリのサイズは単なる文花的饗西よりも狩猟殺の population と

ること等をど明かにした。饗するに理詰治資織として社会組識の

形態が場合によっては主態的条件への漉搭と解さねばならないこと

摘した開括的な業療である。

例(ii) 限設uss，M. (in ColI設boratinnwith H. Beucnat)， Seasonal 

Variations of the Eskimo: A Study in SociaI Morphology 

(English version， 1979; French edition， 1950). 

品スやそーについて社会形態の季範的変北とそれに伴う生活諸方面の

連動的変化合拐かにし， ここれきど基礎とし，て他社会の比較分祈念試み，社

会生活が年中一定不変でなく，少くとも季鈴鹿jなヲズムをもつことの普

議誌を追究した論文で、ある。
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ヘ類学ではE.D. Evans-Pritchardの Nller族〈アブザ

カ〉の研究毒事をはじめとして社会構造に関する生態学的要因分析が盛に

なってきたが，その成果のみるべきものの代表がこの MallSSの研究に

よって理論化の第 1歩をふみだした季節約変化論である。生活様式の季

節約変化の事実は儒々の民族について古くから民挨誌的に穏裂に，また

に多少とも断片的に知られていたが，その議鎖的一構造的意味の体

系的な或は一般箆環的な探究が欠けていた。怒制SSの上記研究はこの

理論的関題への挑戦で、ある。

梶山i) Watanabe， H.， Ecology and Sllbsi器tenceof Northern 

Hunter--Gatherers with Special R号ferenceto the Ainu (In: 

Lee， R. B.， & 1. DeVore， (Eds)， Man the Hunter， 1968， 69-

77). 

筆者はこの論文で北方狩議採集民には家族レベル或は偶人レベルでの

の分化現象 occupational diffε町 ntiation が著しい傾向がある

ことを指摘した。これは詩矧・空関のさ多角的開発に罷保する北方的生態

条件に対プヂる社会的漉~のー形態ではないかと考えているが，この論文

の時点では予報税度にすぎなかったので，今後更に広く詳しいサーヴ

ェイを実施して理論化を進めたし、o M乱ussが上記論文のテーマであ

る社会生活のザズムの端的なあらわれとして諮摘したのは集中 concen-

tration と 分 散 dispersion で、あった。 アイヌ社会もその例にもれ

ないが，アイヌでの特色は Maussの指告発した芸家旗開或は家族群間だけ

でなく家談内にさえ鵡る点である。潟、少くとも年 2lID(春・秋〉の猟賠

に成人努子が山地の猟小笠に移生，鵠の家族成長ミ(老年男子，選投狩猟者

は恒久的集蓄の住居に残留して，漁務盆採集号手に従事した。

これは家議内におけぬる男一女間及び老一着問の照期的離合集散でるる。

アイヌの伝統治生活では 1日24持聞のうちにも家罷 homeb設問を

中心とする男・女閑の議会集散サイクルが検出される。この点も他の狩

のデ{タを検討中であるが，一般的現象らしくみえる。以上の

ザズムが農耕社会ではどうかが問題であるが， ジズムはあって
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も空罰金ラ分離が乏しいか欠けるのではないかという印象をうけている。

これも今後の課題である。

(3) 住態へ類学的研究。

生活の構造と る研究分野。

人間の行動閣に関する現代のλ類学は特殊fじが進み，文化

らざれば社会人類学といってよいほど専門的分化が起っている。いづれ

も本来学史的には各地の人々の生活様式をとらえ，これにもとづいて文

化や技会主f探究してきたのであるが，問題は文化或は社会主と探るに急で

その基盤としての生活とは信かを掬う余裕がなかったようにみえ

るに生活という現象についての積極的な体系的な…賞した探究が殆ど

欠落していたのが最近までの実態である。最近の文化人類学や社会〈類

学にお汁る所謂物質文化毅視または無読のー毅的風潮)(野外鵠査報告の

内容をみれば明かである〉はそれをものがたっている。鍛近における

アプローチのf台頭はこの民謡を是正する役舗も演じようとしてい

るが一方では物繋語護調のあまり人間の影がうすくなるような方向への

発展ネのきざしもある。要するに上述の再議織を排して中遂の発主義が望

ましく，このためにも

的相擦が必須である。

とは何かについての人類学的抱擁即ち自然史

の様式 mod告ら styles，ways，は問題にしても，それは謹ち

化JlJ至社会として犠訳され文化一社会的概念、におさかえられてしまうた

めに，文千七約一社会的アブローチでは生活そのものの摸造や機能の翠蘇

をとびこえて済ませてきたわけで、ある。摂するに少くとも人類学乃玉三人

関科r予では生活の研究だけが取残されてきた。学問域は科学とし

のは術識とその定義であるが，生活に関しでは科学的支主義もみあ

たらない。

それにもかかわ ること して明

家 Di母n母r，P.， Nonini， D， & E. E. Robkin， Ecology and Evolution in 

C百ltロralAnthropology， Man， n.s.， Vol 15， No. 1， 1980， 1~31 ， p. 2 

F!annery 1972からの引用参照。
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かであり主 らだと僚接不撃であることも確かといえ
加

、網F

の意味で生活は文化・ とからだと ると考えることがで

きるO そこで人類学が標織してきたような人間の統合的理解のためには

また文化と社会の本性を刻かにするためにも，この生活というものを関

ることが先決問題と考えられる。

このよう ら筆者は生活の体系誌研究を悲し，いまま

類学の名のもとにその構造と機能の探究にとりくんできた次第で、ある。

そのアウトラインについては次の論文にゆづりたい。

仁， 人類学序論， 仁〈編)， 第12著書，

生態， 3~29， 1977). 

護送 ヒト と適応(日 ライブ・サイ

z ンスの進歩3 第6斡， 63~101， 1980). 

Watanabe， H.， The Human Activity System and Its Spatio-

temporal Structure (Watanabe， H.，くEd.)，Human Activity 

System: Its Spatioお おporaIStructure， 3-20， 1977). 

上記論文から筆者の生態人練学の中心となる生活の構造譲念な要約す

ると次のとおりであ 1980 l掴，キ品…ヒ:';1夕、・モデ

と~J:こ る各種活動からなる構造体どして

の活動系 activitysystem る。

日常生活は各種の活動からなりたっている。期ち活動にはカテゴり

の別がおる。それぞれの活動は若干の構成，要素からなっている。これが

ブスベクト〈器部〉であるO 活動のアスペクト(構成饗素〉と

を実際に効果的なものとするための手段乃至機構に他ならない♂

* 主主務ざとさ往生命体にたとえると， ぞれを構成する会滋護iH主務官 organs(ぇ穏当し，

務総の表彰晃主要素(アスベタト〉は各務官を機足立する絶縁 tissues(符絡，筋肉，

lUl号変，事F室歪芸事)に相当ーするや これらが一体となり統合さました護審議語体が生物体〈或

は生活〉である。
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生活或は活動には児期くすズム〉 る。それは日周期，年罵期，ラ

イブサイク/しからなる。三伝活または話動には性差・年令盤がある。

以上のような構造をもっ生活が世界各地の人々の需で様々の遣いをみ

司会る。これが人々〔或は民挨〉の生活の多様性 diversityである。生

態人類学の見地からは各地の人々の五日ずこの多様性の意味を謀ることが

となる。その第一歩が分類である。生活という獲象の多様性の

実態、伝説確に把握することが第一歩であって，このための手段が分類学

である。

分類学は自然史 naturalhistory (最近の発達した自然史は科学的自

然史戒は生態学ともよばれることがある〉の基礎的分野として発達した

ことは周知である。動植物岩石鉱物言どはじめとする鳥然現象一一一見譲

めて雑多な様相を呈している一ーを体系的に整理して分類学的秩序を採

るというのが自然史における分類の目的となってし、る。生活の多様性も

議然界における…種の可視的現象として§然史的視点からとらえること

が"で去をその と分類である。

ずることによっ と性質を確かめることができる(様々という

が変化の縞はどの程度か， またいかなる性賓の差異なのか等〉。要する

に多様性な3整理して分類学的秩序を努かにすること，いいかえると変異

のスベクトんな確めることが基本的課題であり手続きとしても

これによって各様式の生語環象の分類体系上の捻践をたしかめる

とができる。

生活の多様憶に分類学的秩序を採るという自然史的態変と実行は文化

人類学，社会人類学等の特殊化〈専門化〉以前の時代即ち1920年代願まで

は人類学のむしろ主流となってしイ心感があるc これは当時族出した援れ

の自然史的民狭畿の内容をみても明かである。 OtisT. Mason 

等は物質文化財の芳綴的軒究の代表ともいうべき人類学者であって，

Smithsonian Institutionの初揮の出版物はこれらの芳

るものといえよう。しかしこのような自然史的アプロ…チは所議場

紫文化分類体系のまま礎を築いた後は，文イヒ・社会理論(非物貴文化額〉
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の薪究の;発展につれて人類学の第一線から退いたのである。ここの京患の

主なものは物質慣の研究が型式の分類・記載学のレベノレを題艇できなか

っ日尽と思われる。非物賀商の理論化く講造・機能翰〉に対し

の研究はついてゆけなかったともいえる。生態人類学は，分類r主義の古

典的弘稔史が構造的一機能告さに理論化された生態学として発践したよう

に，人間動の物霊的(可視的〉側面の研究きと生態学的環識によって再

武装し体系化ずる誤みに地ならない。人罰行動の視点を従来の視点であ

った文化或は社会のレベノレか

にほかならなし、。

レベルにひきおろしたのはこの故

この視点から重要なことは生活現象の変呉と環境の変異との対Jit.関部

を確めることで、るる。つまり単なる分類学的秩序を明かにするだけでな

しそれと潔境との関係を確めることによって多様性の空罰的秩序を明

かにすることが議袈である。いいかえると従来のように生活様式の文ft

的丞社会的或は鹿史的索、義ではなく，その生態、的意義合間うことが必要

である。この生活一 るとそ

北の問題が諮ってくる O ここで南とは甫ガ即ち熱帯

北とは北方即ち棟地帯〈互主緩地帯-.z.食む〉をさ

として南対

れを具体的にいえば，所与の生活現象について南北間の地翠虫色変兵

がみられるかどうかということである。湾北間の地理的変異が存在する

場合，間各簡の差が顕著で対照的か，或は対照的というより段隅的乃査

瀬移的変fとか…ーこのよう の地理的変異の有無と秩序放がに環

との対応関路または環境に対する適恋を穣めることが必要である。

これは南北の比較生態学的研究といえる。この方向の研究が霊めて悲し

いのは泰突で、ある。この見地から筆者が試み発表した鍔は議述する。

北方文北研宮の立場からも以上の点は盤饗問題と考えられる。北方文

住 culture(or cultures) of the northという言葉は， な

20世紀初頭の北方民族学者である Bogor在S もi使っているが，援は明か

〈環重約〕に南方に対Jit.する北方と意識して北方文化の特徴的

したのであるの北方文化というものが単なる地域名でない
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とすると，却ち北にあるから北方文イじというのでないとすれば，持が北

方文化なのか一一{患の地域之じま却するものは街かを明かにしなければな

らない。玄た北方文イじといえども泊地域文化との共通基本性一類似性が

あるにちがいないがそれは荷か一一これは特殊性に対する一般性の間諜

る3 このような問題を客観的に正しくとらえるためには南方との比

較が必須である。これは現代世界における南北問題にも通じる基本的問

といえよう。生活様式は文化のあらわれとみることが、できるから，

程から述べてきた生活現象についての南北関の地理的変異の検討は北方

文化の理解のために今後とも必要・不可欠な重要課題のーっと考えられ

る。筆者はその手始めとして食性 foodhabitの体系的分類と南北関に

おけるその地理的変異の生態学的研究会行いその結果次の成果合得た。

護辺 狩掠採集E誌の食性の分類。進化的・生態学的見地から。

〈畏族学研究， 43巻 2号， 111~137要 1978)。

この論文では狩猟採集民の食設が南方から北方へと段階的な変異を示

すことを明らかにした。特に主食における植物性から動物性への変異，

また動物設食物における昆虫を含む小欝物から海獣を含む大形ilj若手L類へ

の変異が明かである。食性の北方的特教としては単一種の大形獣類への

婦向賄ち食性の特殊化現象がみられる。長Fち極地-}!主極地帯では食性の

3分イじがみられ，その内部では，極地帯での 2緩分化

獣主食型)，蛮極地帯での 2極分化〈魚類:=t:食裂と

れずこο

北方氏の食投額係の基礎的研究として

の比較研究は今後の賠題である。

と

が検出さ

と

W設tanabe，H.， Famine as a Popul拭 ionCheck Comp註rative

Ecology of North記rnp記oples(J ourn.， Faculty of Sci.， Tokyo 

むねiv.，Sect. 5， vol. 3， Pt. 4， 237-252， 1969). 

渡辺仁，北方採集民の食物の形状。 〔物質文

化，第20斡， 49-53， 1972). 
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(1I) 澄史的藤浬〈進化〉

(1) 人類学的研究J

(2) 考古学的研究

伸 二台俗考古学的研究

(1) 入額学的研究。〈民談誌データによる〉。

これは現生諸民挟の畏族誌デ…タにもとづく行重主的進化の研究であ

る。具体的には発展段階〈発展的変化の継走塁 sequence)の復原，

{畷i勾の推定等である。最近の研究で、は次の{列がこの方預の一般開にたあ

る。

1fU(i) Oswalt， W.， Habitat and Technology， 1975. 

現生狩議採集民の道具〈特に食物獲得用兵〉の構造の誌絞分析からそ

それにもとづいて人離の技術文化 technoculture 

の進化段離に欝する仮説を発表した。調みに Oswaltはアラスカ・ニヰス

キモーの専門家ゆであり，その包話的な知識と経験がこの研タEの基礎とな

ゥている た1，、。

例(ii) Berlin， B.， and Kay， P.， Basic Color Terms. Their 

むnivers設lityand Evolution， 1969. 

これは現生認民族の色彩用語をデータとする研究であって，非物費文

化的佼j言語の進化研究に関する最近の代表例といえる。役界諸民族の企彩

用語には11種の基本的色彩カテゴリーが存ずることを強めた。そこで各

毘挟がこれらの基本的f色彩カテゴリーのうちいくつのカデゴすーをIK射

し，それがどのカテゴザーであるかな調査したところ次の事実が発晃'd

1)総て blackと white る言きをもっ。
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2) 基本的簡彩諜が2諮しかない民議ではそれは blackと whiteで

ある。

のそれが3蒸しかない民族で、は blackと whiteの他に redが加

わる。

約 ぞ れ が4語ある民族では 3種の色以外に green か yξllow

のいづれかが加わる。

5) I湾様にして 8語或はそれ以上の基本的邑影用務をもっ民議になる

と，はじめて purple，pink， orange， grey戒はそれらの連結され

たカテゴ空ーがみいだされる。

以上の分布説家突か 7段措を認めその順序を

次のよう した。

Stag悲s: 1 JI 珪 N V ¥1[ 理

Green…→->Yellow苛 IPurザn、le企
B邸加i均設抗州拙ck I ノ 、 Ipおin

一叶->Red Blue 一→参 Brown → i 
Whitel¥Yぬ w→Greenノ |22;ge

この研究は基本的色彩用語の分布の環境との関係とか南方対北方の地

域差等今後の関惑な踏示するようにみえる。アイヌの色影用諮について

は数年前Eにカナダのに類学者が調査に来たがその結果はまだ開いていな

L、。

(2) 考古学的研究。〔造物による〉

これは考会学的データ即ら遺物・ i童謡Zにもとづく行動的進化の研究で

ある。考古学的事実にもとづくこの方法は最も陵接的で確突であるが，

その資料は時代が古くなるにつれて狭く限られ， 'i った

るからそれから高楼に得られるデータは極めて際られる

ことになる。従ってこれのみにもとづく解釈には議ら独い援界があるの

はやむな得なし、。
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人類史を通じて比較的一般的な遺物は道具類であり，それについで利

用可能なのは食物の残、議(動植物遺残〉である。そこでこれらの資料に

もとづいて道具の進化と食性乃室生計の進化等合追求することができ

る。 また詐物貿的側言語では特に社会的進化が今後の問壌である。 この

方粛の具体的統究は笑菌学派左中心に進められてきたにとは局知であっ

て， G. V盤 Childeは現代考古学における進化的アプローチ

ある (Chi1deG. V.， Social Evolution， 1951. Man Makes Hirnself， 

1941， 4 th ed). 

1ffU(i) Oaklξy K. P.， Skill as説 HurnanPossession (In: Perspec-

tives on Hurnan Evolution， II， S‘L. Washburn & P. Dolhinow， 

Eds.， 1972)ー

これは先史考古学的証拠にもとづく道具の進化の代表的研究側といえ

よう。これは挙なる形態一構造の議イヒではなく，機能をも含めた技術的

進化を拐かにしたものでるる。

以上議化の謀兜について人実業学的アプ P…チと プ¥:tーチの

僚をあげた。しかしこれらはすべて段階的発展宏とりあつかっている点

で，また発展額向を問題にする点で明かに進化の務究であるが，それら

には共還の欠点がある。

進化には発践という形での時間的変化即ち transforrnation という

プロセスがあるが，これと表裏一体の形でいま一つのブW セスが作現ず

る。それは種類の増加という形での多様化 diversification である。

この多様化というプロセスは瀧応、放散 adaptiveradiation という形

でタイプの地理的分布の拡大と結びっく O そこ

の進化の場合も単なるる持閥的プロセスとしての発展期ち transforrna剛

tion だけを追うのでなく~言語的プ口セスとしての多様化， つまり新

環濯への分布の拡大という点、を今後は特に問題にしなければなら

護史は純c賠とともに空践をも忽揺するプ Pセスとみなければならなし、。

従来の研究にはこの認識が殆ど欠けているようにみえる。この時龍的・

2芝陪的変化という弼面を考慮に入れた議イとの考え方を具体的且明確に打
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ちだした人類学者(民族学者〕や考古学者は乏しく，筆者の知る限りシ

カゴの Braidwood くらいのようにみえる。 次に Braidwoodの進化

モデルを示す。

例(ii) Braidwood， R. J.， Levels in Prehistory: A Model for 

the Consideration of the Evidence (In: S. Tax， Ed.， Evolution 

after Darwin Vo1. 2， The Evolution of Man， 143~151， 1960. 

この論文の原題目は“Levelsof Subsistence-Settlemen t Types， 

Multilinear Evolution， Environment and Diffusion， in Human 

Prehistory-A Model for the Consideration of the Evidence"と

なっている。全体を 2期(I.Food-gathering $tage， II. Food-produc.~ 

ing Stage)に分け第I期を更に 2Eraに，各 Eraを更に $ub-eraに

分けている。彼の第 1Stage (2 Era，各 3Sub-era)が北方圏では現代

の狩猟採集民にまでつながる段階である。(この時間・空間的進化のア

イデアは上記論文 Fig.1に明快に図示されている〉。

以上のような生活様式の多様化という点からみて人類進化史上最大事

件の一つは南方から北方(南半球から北半球，或は熱帯から寒帯〉への人

間と文化の拡がりである。考古学的証拠によれば人聞の北方寒帯進入は

i日石器時代中期ーつまりネア:/デルタール人の時代にあたる。(渡辺仁，

人聞の進化と生態、，人類生態学ノート，東大出版会， UP選書， 49-100， 

1970)。 旧石器時代前期ー即ちホモ・エレクトウス期には人類の分布は

まだ旧世界の南方圏に限られていたのである〔渡辺 仁，ヒトはなぜ、立

ちあがったか， VIII.'直立 2足性の進化，ホモ・エレクトウス段階(上)，

科学， V 01. 50， N o. 9， 581-591)。ネアンデ、ルタール人の北方寒帯への

進入は人類がまだ経験したことのない新環境への適応を意味する。人聞

がこの障害を突破して北方寒帯に拡がるのはそれほど単純容易ではなか

ったらしL、。これは次のような事実から推察できることである。 (1)ネア

ンデノレタール人は人類としてはじめて北方寒帯への進入に成功したが，

ヨーロッバの周氷地帯より北へは拡がり得なかった。 (2)欧州|周氷地帯を

超えて北進し得たのは次の進化段階の人類即ち現代人である。現代人は
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j白石器時代末〈氷高時代米〉に出現ずるや容やーさ?ょに広大なユ…ラジ

ヤを席離しシベジヤを趨えて新大設に設で拡がったっ

このネアンデルタ…JV段階及びホモ・サピニL ンス段階の 2類宅ど通じて

の (2設踏式の〉北方寒帯への進出プロセスは大き

的謹題であるが，この解明はまだ殆ど手がついていなし、。こ

約すると次のとおりである0

一進化交

0 ネアンデルタール人がいかにして滋{ロ 'y~.!!の寒帯乃至罵氷地域

への議出に成功したか?

2) 彼等はなぜ沼ーロッバ寒帯にi汲られ，手/ベソャ2えその以北にまで

できなかったのか?

お 現代人モ，サピエ・ンス〉がネアシデノレタ…ノレ人の突被できな

かっ barrier ることができたのは制裁か…いかにしてそ

れが可能になったのか?

(3) 土俗考古学的欝究。〈民族諒データによる〉

ー前項(2)の考古学的研究の中でもよ述のような生態的護機能的問題の

研究は既に機能を失った考古学的遺物の研究だけでは踊難である。古生

物学が生きている現生物の知識に依存しているように考古学も単なる議

一編年学のレベルを脱出するためにはどうしても現生議民族の民旗

タ役務用ずる必要がある。これが最近における土俗考古学的研交

の拾頭理由であるく議述 ({Bi)(船{吟項参照〉。 土俗考古学とは考古学的

問題に対する民族誌的情報の科潟研究であって，こ と実行は近年:

ミ新考古学ミ newarch総 ologyの運動と欝係が深い。

J;I.上の見地から努筆者は，先述の北方寒帯への進出問題一いいかえる

と北方民族の龍擦に謁ずる手がかりを土部考古学的研究によって求めて

きた。それを要約すると次のとおりである。

O]JCi) Watanabe， H.， N総 nderthalersvS. HOI∞sapiens : Behav-

ioral AdaptabilJty to Arctic Winter (Proc. of the 8 th Inter-
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nat. Congt. of Anthrop. & Ethnol. Sci.， Vol.， 1 280-283， 1969). 

筆者はこの論文で北方寒帯における生態条件としての積雪と低温に対

処する技術的能力の問題について，ネアンデ、ルタール人と現代人の比較

を試みた。特に冬期の生活と生存に要求される技術的条件については北

方帯の現生狩猟採集民のデータを利用している。

例(ii) Watanabe， H.， Periglacial Ec.ology and the Emergence 

of H. sapiens (Unesco， Ed.， The Origin of Homo sapiens， 271-

285， Paris， 1971). 

これは従来の通説としての現代人南方(アフリカ〉起原論に対し行動

生態学的見地から北方(欧州、1)起原の可能性を考察した論文で、ある。現

生狩猟採集民の生態について南方と北方の比較分析?北方民について極

地狩猟民と亜極地狩猟民の比較分析を行って，それぞれの生息地に伴う

生存条件と要求される技術的適応の性質を究明し，これを論拠として現

代人の発現が第4氷期末のヨーロッバ周氷帯(極地ー亜極地的環境を含

む〕への適応の所産ではなし、かとする考え方であるO 人類の北方圏進入

一北方民の起原の問題の解明には〔単にいつどこで起ったということで

なく， いかにして起ったかーその事情とプロセスを明かにするために

は)， ¥， 、づれにしてもこのような民族誌データの利用による土俗考古学

的一一生態学的研究の振興が有効であり必要と考えられる。

例(iii) 渡辺 仁，北方採集民の食物の形状:進化生態学の一課題

(物質文化，第21輯， 1972， 49-54). 

北方寒帯における生存の第一の基本的条件は食餌適応であり特に越冬

問題である。北方寒帯進出一北方民の発現もこの問題の解決なしにはあ

りえなかったという見地からs 現生の北方狩猟採集民の食物の性質を，

特に処理法，貯蔵法を中心に，また特に越冬食と飢謹食について分類，

比較した。特に樹皮(内皮〉食は霊長類(類人猿〉時代からの進化的に

古い食性とみられ北方寒帯への進出初期(原初的適応期ーネアンデノレタ

ール期〉の食餌適応上重要な役割を果たLた可能性を指摘した。
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以上のように北方寒帯への進出 dispersal と行動的適応の問題にと

りくむと，これに必要な道具一技術一生計方式がすべて寒帯進入一適応

時にその場で新しく工案・獲得されたものであるのか，或は以前からも

っていた既存の道具一技術一生計方式を新環境(寒帯〉に対し応用した

ものであるのか一一一これが重要な問題になる。進化という考え方ではこ

れを先適応 preadaptationとよぶ。つまりネアンデルタール人や現代

への祖先達は寒帯進出一適応に際して，どの程度に行動的先適応を具え

ていたのか? たとえば寒帯(極地一亜極地帯〉への進出には先づ先述

の食物問題以外に火の問題，衣服，住居の問題，貯蔵を含む計画経済の

問題等がある。これらへの対処に利用できる道具・技術等の習性が既に

それ以前に獲得されていたかどうかということである。それらに対する

先適応的習性があったとするとそれはいつ獲得されたものかーーその起

原と由来も問題になる。これでわかるように北方民及び北方文化の起原

・由来は根が深く，従って北方進出以前にまで遡らなければ根本的理解

はえられないことになる。この意味で筆者は最近は先述の適応問題の見

地から北方進出に至るまでの行動的進化の研究を実施中である 3 その結

果は次のとおりである。

例(iv) 渡辺 仁，ヒトはなぜ立ちあがったか(科学 vol.50， 1980) 

(1， 1月号;U， 2月号 III，3月号 IV，5月号 V，6月号 VI，

7月号;VII， 8月号;VIII， 9月号 以上既刊分〉。

この論文は人類の発生(熱帯森林から開放地への進出〉からネアンデ

ルタール人段階(北方寒帯進入〉の直前(ホモ・エレクトウス段階〉ま

での行動的進化についての土俗考古学的作業仮説である。データは現生

狩猟採集民以外に現生霊長類学及び先史考古学に依存している。この新

仮説の特徴は(1)構造的アプローチ即ち筆者の生態人類学的視点、の中心を

なす生活構造一活動系理論， (2)道具を活動系(生活〉の中にくみいれた

解釈， (3)ロコモージョンを活動の基本とする考え方にもとづく狩猟一走

行関係の分析， (4)先適応の視点による段階的発展の系統的追究，等であ

る。特に北方進出問題に関しては肉食習性の形成，火の利用の開始に注
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自

進化的研究の結詩。

北方民の歴史的窓識を理解するためには北方各誌族の麗史だけに誤ら

ず，また北方民の怒りだけに止まらず，より広い時間的拡がりの中でよ

り深い毅を援る必要もある。人間の進化の葬究は今まではヒト化中心，

諮って南方医警の研究がct，むとなってきた。しかし生態史的見地からは北

方進出は人類進化史の第2の劃期的現象であって，その意味ではネア γ

際デノレタールへとそれ以降の進化史の瑛究も今後の一大課題ということが

でさるのヒト化方簡の研究に比較して北方選出問題の研究は明かに立混

れているといわざるをえない。

結

る狩猟採集民主ピ中心材料として北方文化研究の諸分野を

鳥獄し，その各についての現状と問題な述べたつもりである。しかし対

象は広く深くその一端をなでたにすぎないのは残急であるが，筆者の知

経験が多少とも今後の研究の進展に投立てば幸主義と考占えて私見を述

べた次第で、ある。

〈紙iiiiの都合上図表類はすべて省略した〉。

(15 Oct. 1980) 
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