
棚畑遺跡から出土した土偶
頭部、腕～胸、胴体、足などの「かけら」だけが見つかり、接合してもとの形に戻るものはありません。
「わざと壊した」理由として、以下のような仮説があります。
　○医療道具説
　　ケガや病気の治癒を願って、具合の悪いところと同じ場所を壊した
　○地母神信仰説
　　植物等の芽吹きを願って、破壊した女性像を地面にばらまいた
　○精霊の憑代（よりしろ）説
　　神様や霊を「あちら側の世界」からこの世に呼び出したときの宿る憑代として土偶を用意し
　　て儀式を行い、儀式を終えるために土偶を壊した

「土偶」って何だろう？

　茅野市の縄文文化を代表するのが、2体の国宝の「土偶」です。「土偶」というのは「土の人形」
という意味ですが、この「土で作られた人形」＝土偶は、食材を獲得したり家を建てるための柱
を切り出すのに使う石器や調理や貯蔵に使う土器と違って、儀式やお祭りで使われた道具だと
考えられています。
　日本で発見された土偶はおよそ 2万点です。そのほぼすべてが乳房やふくらんだおなかなど、
女性を表現したと思われる特徴があります。このため、土偶は安産を願ったもの、子孫繁栄を願っ
たものと言われてきました。縄文時代は、現代のように十分な栄養を摂取できるとは限らない
時代ですので、妊娠祈願という性格も想定できます。
　「女性を表現した」という特徴と並ぶ、ほとんどの土偶に共通するもう一つの特徴が、頭だけ、
腕だけ、胴体だけ、足だけなど、壊れてしまった「かけら」の状態で見つかるのが普通だとい
うことです。そして、一つの遺跡からいくつか土偶の「かけら」が見つかっても、接合しない
のが普通です。このため、考古学者は「縄文時代の人たちは土偶をわざと壊したのではないか」
と考えています。



縄文のビーナス
5000 年前の土偶
棚畑遺跡のほぼ中央の
直径 1mほどの穴に
「収められていた」
ように見つかった。
平成 7年（1995）年
6月 15 日国宝指定。

「縄文のビーナス」と「仮面の女神」はなぜ国宝になったのだろう？

　普通、「かけら」の状態で出土する土偶なのに、「縄文のビーナス」や「仮面の女神」は、部
分的に壊れてはいますが、ほぼ完全な状態で見つかりました。そして、「かけら」の状態で見つかっ
た土偶と比べると、きれいに丁寧に作られたことがわかります。つまり、同じ年代の土偶と比
べてみたとき、この 2 体は飛び抜けて完成度が高く、美術品としての価値を認めざるを得ない
のです。国宝になった理由のひとつがこの点です。
　もう一つ、重要な理由があります。どちらの土偶も、地面に掘った穴の中にあたかも壊れな
いように丁寧に収めたような状態で発掘されたことです。作るときも丁寧に丹精込めて作り、
そして（どのように使ったのかは不明ですが）使うときも大事に扱い、そして穴に収めるとき
も壊れないように安置した、という状態です。
　このことから、普通の「壊される土偶」に対して「大切に扱う土偶」があることがわかります。
科学的な発掘調査によって見つかった「縄文のビーナス」と「仮面の女神」の 2 つの土偶が、
土偶にもいろいろな性格があることを明らかにしたのです。この点も国宝になった大事な理由
なのです。

学習のヒント

仮面の女神
4000 年前の土偶

中ッ原遺跡の中央広場
のお墓に、右足を壊し
てから「収められた」
ような状態で発見。

平成 26 年（2014）年
8月 21 日国宝指定。

　国宝の土偶は、茅野市出土の 2体のほかに、3体あります。それらの国宝土偶について、「出
土した遺跡」「作られた年代」「大きさや重さ」「いつ国宝になったのか」等々を調べてみるのも
よいと思います。
　「2体の国宝「土偶」とそれ以外の土偶の違うところは何か？」についても、考古館の見学で
調べることは、国宝になった理由を解説等で聴くよりしっかり学べると思います。加えて、「国
宝の土偶がなぜ壊れていないのか」についても考えてみるとよいと思います。



最古の信州ブランド、黒曜石

　黒曜石は、火山が生み出した天然のガラスです。このため、切れ味は鋭く、加工もしやすい（ガ
ラスなので割れやすい）特徴があり、矢じりなどに好まれた材料です。
　日本国内では、北海道や九州の黒曜石が海を越えて本州や樺太、沖縄や朝鮮半島に運ばれた
ことがわかっていますが、本州で最大規模の産地である霧ヶ峰の黒曜石もはるばる青森県や北
海道まで持ち運ばれています。まさに最古の信州ブランドです。
　縄文人は、霧ヶ峰へ登って手に入れた黒曜石を、霧ヶ峰のふもとの村に貯蔵していました。
特に茅野市米沢や岡谷市長地の一帯に、黒曜石を貯蔵していた村がたくさん見つかっています。
こうした村では矢じりづくりもさかんにおこなっていたようで、「最古の信州ブランド」を各地
へと流通させるネットワークの拠点になっていたと思われます。

茅野市内の縄文時代の村に貯蔵されていた黒曜石
こぶし大～ピンポン玉大の黒曜石が、村の一角や
竪穴住居屋内に貯蔵されていました。

　黒曜石で矢じりづくりをするのは、実は大変難しいです。熟練した技術も必要ですが、握

力もかなり必要になります。考古館としては黒曜石を使った矢じりづくりはあまりお勧めで

きません。

　代わりに、例えば「黒曜石で本当に肉が切れるのか？」、「肉以外のもう少し硬いものでは

どうなのか？」といった体験や、「黒曜石をリュック一杯に入れたら、どれくらい重いのか？」、

「黒曜石と黒曜石じゃない石を割り比べてみる」なども、黒曜石が好まれた理由を知るうえで

はよい体験学習となります。

棚畑遺跡第 104 号竪穴住居から出土した黒曜石

形の整った矢じりに加え、矢じりづくりで生じた

たくさんの割くずも出土した。



縄文時代をもう少し詳しく解説します。



縄文時代っていつごろのこと？

　「縄文時代って聞いたことはあるけど、名前だけ覚えているぐらい」という方は実際多いとこ
ろです。
　令和の今から順に時代を遡っていくと、平成、昭和、大正、明治と遡っていき、その前が江戸、
安土桃山、戦国、室町、南北朝、鎌倉、平安、奈良、飛鳥、古墳、弥生、縄文、旧石器と遡っていきます。
この旧石器時代が、日本でのヒトの歴史で一番初めの時代で、そのはじまりは今から 35,000 年
前～ 40,000 年前の間のことだと考えられています。縄文時代は、土器という新しい道具を発明
したことではじまります。それが今から約 13,000 年前のこと。そして西からお米作りや金属器
が伝来して次の弥生時代がはじまります。それが今から 2,300 年前のことです（近年の研究にも
とづき、これらの測定年代を私たちが使っているカレンダーに合わせて計算しなおすと、縄文時代の始まり＝最古

の土器は 16,500 年前、弥生時代の始まりは 2,900 年前になります）。
　「13,000 年前から 2,300 年前までが縄文時代」と言われても、大昔だということ以外にピン
とこないかもしれません。そこで、縄文時代やら室町時代やら戦国時代がどれくらい長かった
のか、旧石器時代が 36500 年前に始まったとして 100 年を 1 日に置き換え、1 年で日本でのヒ
トの歴史を見てみます。
　大みそかが現在となりますが、その 1 日前の 12 月 30 日のお昼ごろに明治維新があり、関ケ
原の戦いは 12 月 27 日になろうとしている頃、織田信長が天下統一に向かって奮戦していたの
が 12 月 26 日の午後、応仁の乱はその 1 日前の 12 月 25 日の午後、大化の改新は 12 月 17 日
の午後と、主人公が明らかになっている歴史上の出来事は、実はすべて 12 月の後半にならな
いと起きていないのです。卑弥呼という女王の名前が伝わっている弥生時代でも、そのはじま
りは 12 月 8日ごろで、12 月 7日に終わった縄文時代は、8月 23 日にはじまる計算になります。
そして 8 月 22 日から 1 月 1 日までの約 8 か月間は旧石器時代になります。旧石器時代がとて
も長いのですが、縄文時代も残暑厳しいころから「そろそろ年賀状の季節だな」というころまで、
結構長いことがわかります。

旧石器時代 縄文時代

日本列島にホモサピエンス到達

弥生時代
古墳時代～現代

中世
（鎌倉～

安土桃山）

土器づくりを始める お米作りと
金属器が伝わる



縄文時代って今より暑かったの？寒かったの？

　1 万年以上も続いていた縄文時代なので、今より暑いときもありますし、今より寒いときも、
今と同じくらいだったときもあります。
　縄文時代の前の旧石器時代は、いわゆる氷河時代でもあり、一番寒い時期では現在の海水面
よりも 140m も海水面が低かったようです。このため、瀬戸内海や東京湾は一部が陸地化して
いたと思われますし、北海道と樺太の間の宗谷海峡は陸続きになっていたと考えられます。そ
の頃の気温は現在の平均気温よりも 7 度ほど低かったと見積もられています。つまり、毎日今
より 7度低いのです。

本州中央部の現在の海岸線（左）と、今より年間平均気温が 1～ 2 度高かった
6,000 年前頃の海岸線（右）

　それが、土器作りを始めたころから温暖になり始め、今から約 1万年前ころに現在と同じ気
温になりました。それでも気温の上昇は続き、今から 6000 年前ころには今よりも平均気温が 1
～ 2度高くなっていました。この温暖な気候は 5000 年前くらいまでは続き、この暖かい時期
に「縄文のビーナス」が作られました。4500 年前くらいから徐々に寒くなり、「仮面の女神」
が作られたころには今よりも 1～ 2度ほど寒かったようです。

日本に新人が
　　やってきたルート

黒い線は、
　旧石器時代の
　　海岸線を示す

旧石器時代は氷河期で、今よりも
　①1年間の平均気温が、最大で7℃も低い
　②海面が最大で140mも低い



ケガや病気のこと

　縄文時代に、職業的な医者はいません。なので、ケガをしたら、「あの草の汁が効く」という
ような経験に基づく医療行為が行われていたと思われます。完全な、壊れていない状態で出土
することがほとんどない土偶は、互いに接合することもほとんどないため、ある人の具合の悪
いところと土偶の同じところをわざと壊してケガや病気の治癒祈願をしたのではないか、と考
えられています。
　遺跡から出土する人骨を見ると、骨折した人、栄養失調だった人、虫歯がひどくて敗血症になっ
たのではないかという人、縄文時代では非常にまれですがガンになった人など、さまざまな病
気に悩まされていたことがわかります。なかには、ポリオ（小児マヒ）になって首から下がまっ
たく動かなかったのに、頭部は成人まで成長した、という人骨もあります。20 歳くらいで亡く
なったと思われますが、10 年やそれ以上にわたって寝たきりで介添えを受けて生きていたこと
になります。

縄文人の寿命のこと

　縄文時代の人々の寿命は 30 歳くらいだった…ということを聞いたことがある、という方は
多いと思います。
　この「縄文人寿命 30 歳説」は 1967 年に発表された縄文時代の遺跡出土人骨の死亡時年齢の
推定研究に基づくもので、1980 年代初頭の教科書から 1990 年代の一般概説書等で紹介され、
広まったものです。近年では、死亡時年齢の推定の確度を高めたアメリカの研究方法を参考に
して、平均寿命は 46 歳ほどで、65 歳以上まで生きた人も 3割程度いたのではないかとの研究
結果も示されました。
　それでも、この平均寿命の研究は、大人になるまで成長した場合の寿命で、子どものうちに
亡くなる場合も多かったと思われます。現代に比べると「生きること」は「勉強を頑張る」「仕
事をしてお金稼ぐ」というような大変さとは別に、常に感染症を中心とした死と隣り合わせだっ
たと言えます。
　そのような環境で、仮に寿命が平均 30 歳だとすると、人口を維持するだけでもかなり大変で、
15 歳で初産を迎えた女性が 30 歳で亡くなるまでの間、2年に 1度出産し、出産した子供の性
別はやや女の子が多く、最低でも 25％が成人して子どもを同じように産めば、維持できる計算
になるそうです。しかし、世界中のどのような社会でも、そのような頻繁な出産をする社会は
なく、あくまでも計算上のことでしかないという指摘があり、やはり大人の平均寿命 30 歳と
いうのは短すぎるのではないか、と思います。



縄文遺跡があった場所に行ってみよう

　茅野市には 348 か所の遺跡がありますが、そのうち 237 か所が縄文時代の遺跡です。尖石遺
跡や上之段遺跡、駒形遺跡などのように保存されている遺跡もありますが、多くは道路や建物
をつくるときなどに調査した遺跡です。
　例えば、
　●あけぼの隧道のところにあった構井阿弥陀堂（かまいあみだどう）遺跡
　●金沢工業団地のところにあった阿久尻（あきゅうじり）遺跡
　●グリーンラインのところにあった梨ノ木（なしのき）遺跡
　●運動公園野球場のところにあった下ノ原（しものはら）遺跡
　●県営和田住宅のところにあった茅野和田（ちのわだ）遺跡
　●芹ケ沢の大集落　長峯（ながみね）遺跡と聖石（ひじりいし）遺跡
　●湖東保育園のところにあった新井下（あらいした）遺跡
　●中央高速道路のところにあった御社宮司（みしゃぐじ）遺跡
　など、現在、生活インフラとして使っているところにも遺跡がありました。
　そんな遺跡が市内にそこかしこにあります。もちろん縄文時代の雰囲気などないわけですが、
現地へ出かけて行って、「ああこんなところにも縄文時代の遺跡があったんだな」と感じてほし
いと思います。

1御座岩岩陰遺跡　2栃窪岩陰遺跡　3上之段遺跡　4中ッ原遺跡
5駒形遺跡　6中村遺跡　7下菅沢遺跡　8棚畑遺跡　
9与助尾根遺跡　10 尖石遺跡　11 稗田頭 B遺跡　12 梨ノ木遺跡
13 藤塚遺跡　14 下ノ原遺跡　15・16　構井阿弥陀堂遺跡
17 御社宮司遺跡　18 勝山遺跡　19 阿久尻遺跡


