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AnimArtifact
時空を越える動物



ごあいさつ

　慶應義塾大学民族学考古学研究室は、明治時代から長年にわたり
世界各地の民族学資料・考古学資料を収集してまいりました。それ
らの資料は、研究室に所属した教員の多岐にわたる研究活動の礎と
なる一方で、近年は民族学考古学専攻の学部生や大学院生に対する
教育活動にも様々な形で利用されています。その様な教育活動の一
つに、学部生が調査・研究の基本的な考え方や技術を学ぶ「民族
学考古学研究法」という授業があります。その中では、博物館で行
われる各種資料の展示活動を実習形式でおこなう時間も設けられ、
2011 年度からは港区立港郷土資料館や慶應義塾大学三田メディア
センターのご協力のもと、実際の展示スペースをお借りし、その成
果を塾内外の皆様にもご覧いただいております。
　各年度の展示テーマは「民族学考古学研究法」の受講生と教員が
相談のもとに決定しますが、今年のテーマは「ANIMARTIFACT －
時空を越える動物－」としました。「ANIMARTIFACT」とは、動物
を示す英単語「Animal」と、人為物あるいは人工物を示す「Artifact」
をつなぎ合わせた造語で、今回の展示をおこなうに際して私たちが
新たに考えたものです。
　有史以来、人は動物とのかかわりを示す民族学・考古学資料を世
界各地に数多く残してきました。人にとって多くの動物は、食料資
源 ( 肉など ) や道具の素材 ( 骨・角・皮など ) になってきましたが、
狩猟のパートナーとなったイヌのように人の身近な存在になること
もありました。一方、動物は豊穣や再生のシンボルとして崇拝の対
象となることもあり、その姿は地域・時代を越えて様々な形で造形
されました。また、人は時として「神性」をもつ架空の動物を創造
することすらあり、動物とのかかわりの在り方は多様です。本展覧
会では文学部民族学考古学研究室が管理する民族学・考古学資料を、

「資源となる動物」「造形される動物」「神と人をつなぐ動物」「神と
なった動物」という視点から展示し、時空間を越えた人と動物のか
かわりの多様性を示したいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　文学部民族学考古学専攻教員一同



AnimArtifact

◈ オオヤマネコ
/ 縄文時代中期末～後期初頭

/青森県 尻労安部洞窟

　尻労安部洞窟から出土したオオ

ヤマネコの遺体は国内最多の 70

点以上を数える。うち 2 個体分の

尺骨について放射性炭素年代を測

定した結果、それぞれ縄文中期、

縄文後期に帰属する遺体群である

ことが確認された。下顎骨歯牙の

萌出・形成状況から判断するに、

出土個体はいずれも生後 10 ヶ月

に満たない当歳獣で、冬季から早

春にかけて死亡したと見てよい。

炭素・窒素同位体比による食性分

資源となる動物

◈ 埋葬犬 / 縄文時代早期末～前期初頭 /愛媛県 上黒岩岩陰遺跡

　上黒岩岩陰遺跡からは国内最古となる 2 個体分の埋葬犬骨が出土した。それらは埋葬人骨群と同様、

岩陰奥部に屈葬されていた。発掘調査後、資料の所在が不明になっていたが、2011 年に三田キャンパ

析の結果、出土個体群も、現生大陸種と同様に草食獣を主餌としていたことが明らかとなった。またミ

トコンドリア DNA の解析結果から、出土個体群と原生大陸種の間には遺伝的分化も確認された。オオ

ヤマネコは列島において少なくも 2000 年以上前に絶滅したと見られ、当遺体群はその生態と系統、絶

滅時期や要因を検討する上で極めて重要な資料となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　 （池 拓樹）

スの考古資料収蔵庫で再発見された。頭

蓋骨に関しては「ストップ」と称される

前頭部から吻部にかけてのくぼみが目立

たず、同部の側面が祖先種のオオカミに

似て直線的な形状を示す。下顎骨につい

ては、深い咬筋窩を持ち、後臼歯部より

前臼歯部にかけて次第に先細る形状を呈

している。四肢骨は総じて「柴犬」より

も逞しく太い。これらの特徴は既報の縄

文犬骨群の形態学的特徴と一致している。

1 号犬と 2 号犬ともに上顎・下顎の前臼

歯の一部を生前に失った痕跡のあること

から、生前は猟犬としてイノシシなど大

型哺乳類の狩猟に駆使されていた可能性

が高い。                 　　　　 （中村謙伸）

　１
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◈ 鹿角製釣針 / 縄文時代晩期 /大型：岩手県 中沢浜貝塚、小型 6 点：岩手県 大洞貝塚

　縄文時代早期以降、東日本太平洋沿岸の遺跡から多く出土し、特に縄文時代後期・晩期以降の東北地

方において出土例が多い。魚の口内の奥まで針先を突き刺すために「し」の字形に湾曲加工され、多く

の資料には針が外れることを防止する「逆刺」が作られる。大洞貝塚出土の小型資料は、逆刺が先端の

両側にひとつずつ付くもの、外側に 2 つ付くもの、逆刺がないものがあり、軸の上部外側には突起も見

られる。一方、中沢浜貝塚出土の大型資料は逆刺の無い「スレ針」と呼ばれるものである。破損の危険

性を考慮し腰曲の部分はより厚く作られていることから、大型魚類を対象とした漁労に用いられたと考

えられる。いずれの資料にも両面に使用にともなう細かな擦痕が認められる。　　　　　　（鶴井彩央）

◈ 骨角製ヤス
/ 縄文時代晩期 /大型：岩手県 中沢浜貝塚、小型：岩手県 大洞貝塚

　魚などを突き捕る漁労具の一種である。動物長管骨あるいは

鹿角角幹の両端を切断した後に縦割りして素材をつくり、大ま

かに打ち欠き成形した後に、研磨して刺突部や着柄部を作出す

る。展示資料の様に先端に左右対称の「逆刺」があるものは縄

文時代後期・晩期の東北地方三陸沿岸や仙台湾などで盛行した。

小型資料は種不明の動物骨を素材とし、先端に 1 列計 2 個の逆

刺というシンプルな形状をもつ。一方、鹿角製の大型資料には

4 列計 8 個の逆刺が認められ、より複雑な形状を成す。いずれ

の資料も着柄部にアスファルトと思われる灰色の付着物が観察

され、柄との接着剤と考えられる。大型資料の表面の遺存状態

は特に良好で、細かな線状痕が多く観察されるが、製作時の研

磨痕跡あるいは使用痕のいずれかは判断できない。　（寺村美南）

0                       2cm

0            2cm

かえし

　  ２
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資源となる動物

◈ 鹿角製回転式銛頭
　/縄文時代晩期 /1・2: 岩手県 獺沢貝塚、3: 岩手県 大洞貝塚、4：青森県 亀ヶ岡遺跡

　マグロなどの大形魚類、海獣などを対象とした漁労具であり、縄文時代後期・晩期の東北地方三陸沿

岸で多用された。対象物への銛の刺突後、索綱を引くと、中柄と分離した銛頭がその体内で回転し抜け

なくなる仕組みをもつ。資料１は器体両側に計 5 つの逆鉤をもち、うち 1 本を欠くが、資料 3 同様、

本来三叉の距が作出されていたと見て良い。器体中央部を貫く索孔の周囲には紐ずれの痕跡が見られる。

上端の刃溝には黒灰色のアスファルトと思われる付着物が観察され、鏃が固定されていたと考えられる。

資料１～３はツバメの尾の様に長く伸びた叉状の距に特徴づけられることから「燕尾式銛頭」とも呼ば

れ、中柄を差し込むための閉窩式ソケットをもつ。資料４は腹面に開窩式ソケットをもち、器体中央部

の締着溝に索綱を緊縛して使用されたとみられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（寺村美南）

◈ 円筒形鹿角製品 / 縄文時代晩期 /岩手県 中沢浜貝塚

　用途不明の円筒形鹿角製品である。上半には一条の凸帯が、下半には装飾

的文様が彫刻により表現され、彫り込んだ部分はやや赤みがかった色調をも

つ。上端と比較して、下端の孔径がわずかに小さいことから、中空部の穿孔

は器体上部から下部に向けて行われたことがわかる。また内部にはアスファ

ルトの付着が観察されることから、本資料が単体で用いられたものではなく、

中空部に棒状のものが差し込まれた状態で使用されていたことがわかる。こ

れまでこのような形状の円筒形骨角製品の用途は、弓の両端に装着し弦をか

ける部分「弭」と推定されてきたが、弓に装着された状態での出土例が未だ

ないため確証はない。この類の骨角製品は、縄文時代の早い段階では器高が

低く簡素だが、時代が下るにつれて装飾加工が複雑化する傾向にあり、本資

料は縄文時代晩期の特徴を良く示している。　　　　　　　　　（寺村美南）

　３
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◈ 骨角製簪 / 縄文時代晩期

　/上４点：青森県 亀ヶ岡遺跡、

　　右下：岩手県 中沢浜貝塚

　縄文時代の頭髪を整え飾る道具には、簪と櫛

などがある。簪には上４点のように先端が 1 本

で尖るものと、右下のように先端が二つに分か

れ双脚状のものがある。前者の素材には、シカ

中手・中足骨や大型鳥類長骨など長く真っ直ぐ

な部位を利用するものと、比較的小型の動物骨

を用いるものがある。先端は研磨などにより刃

先状あるいは針状に丁寧に整形され、表面の光

沢が強いものもある。後者にあたる右下の資料

は、四歯の櫛の可能性も考えられるが、類似資

料が宮城県石巻市沼津貝塚にあり、双脚状の簪

と判断した。頭部上端に直径約 4mm ほどの穴

が穿たれ、側縁は鋸歯状を呈する。表面には横

位の刻線が三条認められるが、裏面には微細な

線状痕のみで装飾はみられない。

　　　　　　　　　　　 （鶴井彩央・寺村美南）

◈ 猪牙製垂飾 / 縄文時代晩期

　/岩手県 中沢浜貝塚

　骨、角、牙、貝殻などに孔を穿っ

た製品は、縄文時代中期以降、日本

列島の多くの地域で製作・使用され

た。ここに示す資料群は、先端部・

基部の両端もしくは基部のみを切断

した雄イノシシ下顎犬歯のエナメル

質舌側部を素材とし、いずれも象牙

質側から 1 ～ 3 か所の孔が穿たれ

ている。完形品の多くは 3 孔を穿

たれており、中には穿孔から器表に

かけ紐ずれ痕が残る資料も認められ

る。中沢浜貝塚はこのような素材が

16 点出土しており、本来は単体で

使用されたものではなく、孔に紐を

通して繋げ、ネックレスあるいは現

在のチョーカーのように首に添わせ

るように使用したと考えられる。

　　　　　　　　　　　（鶴井彩央） 
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◈ エイ尾棘製短剣 ・ 骨製短剣もしくはヘラ / 20世紀初頭

　/左 :メラネシア アドミラルティ諸島、右 :メラネシア ニューギニア島

　左はエイの尾棘を紐で木柄に装着し、泥と樹脂の膠着材で固定した短剣。着

柄部に紐で表現される格子模様は赤・白・黒で彩色され、格子点は赤色ガラス

製ビーズで装飾される。柄部を横から見ると、鰐が人を飲み込む構図になって

いる。剣身は折れやすく実用的ではない。儀礼に使用されたか、土産物として

来訪者に販売された可能性が高い。類例には髪飾りとしての使用も知られる。

右は長管骨を素材とする資料。ヒクイドリの脛骨を利用したものか。先端が破

損しているため、短剣かヘラのどちらか不明。骨端を残し、骨体を半裁したつ

くりで、骨端側面の張り出しを削って、骨体の幅に合わせている。骨端や骨体

には波線や曲線を組み合わせた幾何学的な文様が彫刻されている。ヒクイドリ

はトーテム動物の一種であり、持ち主は狩猟や戦闘に際して祖霊の加護を願っ

たのだろう。収集地は不明だが、ニューギニア島セピック川中流域に住むアベ

ラム族の資料に類例が多い。　　　　　　　　　　　　　　　　　（中澤貫司）

◈ 歯牙装飾付き網袋 / 20世紀初頭 /メラネシア ニューギニア島

　茶色の植物製繊維を二重に撚った細糸で密に編まれた、把手付きマチなしの手提げ袋。編

袋本体には、赤茶色や深緑色に染色された糸を編み込んだ横縞の文様帯が計 4 段確認できる。

片面は数多くのイヌの犬歯で装飾される。歯根部に穿孔を施し、麻糸を通して一本ずつ網袋に

縫い付けている。歯の装飾は計 7 段あり、各段 15 ～ 18 本の犬歯で構成される。総数 112

本を数え、少なくとも 28 頭分の

犬歯が使われたことになる。ニュー

ギニアではトーテム動物（特定の

出自集団の始祖とみなされる動物）

として犬を崇める部族も多く、そ

の犬歯は威信財として高い価値を

もち、婚資にも利用される。ほぼ

同時期にヒュオン岬付近で収集さ

れた類例に、350 本ものイヌの犬

歯で飾られた網袋が知られる。当

時としては高額の 18 マルクを支

払うことで漸く入手したとの逸話

が残る逸品である。本資料の歯牙

数はそれには及ばないものの、高

い価値を有していたことは間違い

ない。高位の権威者の持ち物だっ

た可能性が高い。　　　（杉本佳実）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資源となる動物
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◈ 貝製円盤装飾品 / 20世紀初頭 /メラネシア ニューアイルランド島もしくはアドミラルティ諸島

　シャコ貝製の白色円盤と透かし彫りを施した鼈甲板を重ねて、中心を紐で固定した装飾品で、両者の色

合いのコントラストが美しい。カプカプ（kapkap）の名で知られる。タイマイの甲羅を加熱しながら薄く

のばした鼈甲板の中心には、四分円や直線から構成される意匠が施され、円や三角を連ねた幾何学的な文

様帯がその周りを幾重にも囲む。19 世紀中頃までは豚や鮫の歯牙、黒曜石製ナイフで細工していたと伝わ

るが、金属製加工具が持ち込まれてからは緻密な文様表現が容易になったという。特に中段右の資料に残

る傷痕から、加工具を何度も操作して文様を切り抜いたことが分かる。展示品には在地の貝製ビーズに加え、

植民地期以降に入ったガラス製ビーズやボタン、銅貨で飾られた資料がある。同様の装飾品はメラネシア

に広く分布し、主に男性が胸や頭に装着した。ニューアイルランド島の民族誌によれば、大きさや文様帯

の数は所有者の社会的地位や権威を示すという。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森 美月）
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◈ イルカ歯牙製首飾り（上）

　 歯牙付き首飾り（下）

　　/上：20世紀初頭 /ソロモン諸島 レンネル島

　　
/下：20世紀 /メラネシア (詳細不明 )

　右は 249 本にも及ぶイルカ類の歯

（現地名 Nihotahogaa）の歯根に穿孔

し、水色の糸に連ねた首飾り。歯冠の

形態は多様でサイズも不揃いなことか

ら、部位にかかわりなく様々な歯を使

用したと考えてよい。ソロモン諸島で

はイルカ類の歯牙製装身具は財貨であ

り、婚資にも利用されてきた。慶應義

塾大学レンネル島調査団の記録によれ

ば、ハカフア（Hakahua）と称される

男性首長のみが所有を許される威信財

であり、また部族間の諍いを収めるた

めに贈答しあう交換財だった。

　左の首飾りも歯根に穿孔し、

数本から十数本ずつまとめた

歯の束 23 個と赤色のガラス製

ビーズのまとまりを交互に麻糸

に連ねたもので、総計 168 本

の歯が用いられている。歯冠の

形態からコウモリの歯牙と考え

られる。ソロモン諸島ではコウ

モリの歯も財貨として扱われて

きた。入植者によって持ち込ま

れたガラス製ビーズは、20 世

紀初頭には既に多くの造形物を

装飾する素材となっていた。　

　　　　　　　 　　（小田安珠）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 資源となる動物
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造形される動物

◈ 動物形土製品 / 縄文時代後期・晩期

　/犬 (左上 ):岩手県 板ノ橋遺跡 /猪 (右２点 ) : 出

　土地不詳、亀：青森県 平貝塚（上中）、野面平遺跡（下）

　動物形土製品は、縄文時代後期・晩期の東日本

太平洋側での出土例が多い。その種類にはイノシ

シ、イヌ、クマ、サル、カメ、シャチ、シカなど

があり、その中でもイノシシとカメを模した土製

品の出土が多い。展示した猪形土製品は、ずんぐ

りとした体型や突出した豚鼻、鬣を表現した背中

の盛り上がり、尻尾の形状など、イノシシ本来の

特徴を良く示す。イノシシは多産で生命力が強く、

それを模した土製品は豊穣のシンボルとして狩猟

儀礼に用いられたとされる。一方、縄文時代人の

狩猟のパートナーとしてのイヌを模した土製品も

あり、板ノ橋遺跡出土資料は前脚を左右に開いて

前傾姿勢をとり、狩猟対象獣を威嚇するようにも

見える。亀形土製品には頭・手・脚を表現するも

のと、脚を欠くものの二種があり、体部の表現は

表裏を弧状文・三叉文などで装飾するものと無文

のものがある。中央の資料のように乳房と思わし

き表現をもつものを、カメ以外の動物と考えるむ

きもある。また、亀形土製品の多くは中空で、2

つの孔があることから、「土笛」としての用途を

推定する考えもある。　　　　　　　　（寳谷 純）

L:12.2cm

L:9.8cm

L:6.9cm

L:6.4cm

-

-

-

L:5.0cm

L:7.6cm

たてがみ
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◈ 灰陶加彩鶏 / 中国・後漢

　/出土地不詳

　中国漢代の墳墓に副葬された鶏

形の焼きものである。ニワトリ

は再生産が期待されるほか、闘鶏

や占い祭祀の犠牲として用いられ、

特に雄鶏は刻を告げることが特徴

的である。そのため鶏は、死後財

産に恵まれた理想的な生活を再現

するための「明器」として多用された。本資料は、慶應義塾大学が昭和 13 年頃に実施した中国江南踏査の

際に入手したもので、胴の右側が膨らみ左右非対称の大型品と、左右対称の小型品がある。いずれも雄鶏の

象徴である鶏冠、胴部、脚部の成形は特に写実的であり、尾や羽は浅い刻線で表現している。素焼きした後

に、白堊と呼ばれる石灰質の塗料を塗り、頭部や背中を中心に赤色の加彩が施される。　　　　（小山堅登）

◈ 馬形埴輪 / 古墳時代後期 /群馬県 二ッ山古墳

　二ツ山古墳の墳丘後円部からは、馬形埴輪が 12 頭以上 1 列に並んだ状態で出土した。

墳丘の他の場所からは人物埴輪、家形埴輪、器財埴輪などが数多く出土し、それらと

合わせて埋葬時に執り行われた葬送儀礼の内容を表象している。埴輪全体の整形

は、事前に作られた各部位を接合する「複数工程成形」であり、器体内面に

は接合時の撫付け痕跡がよく観察される。一般に馬形埴輪には馬具が表

現される装飾馬と、表現されない裸馬の二種類があり、本資料は前

者に該当する。馬の動きを制御する轡と手綱、それらを繋げて

頭に固定する面繋、その交点に付けられた辻金具など

の馬具は、貼り付けにより写実的に表現されてい

る。北関東地方における馬形埴輪の造形は、

6 世紀前葉の出現以降、時代を経るに

したがい複雑なものから簡略なも

のへと移行する傾向にある。

本資料の全体整形や馬具

表現の方法は、6 世紀

後半の馬形埴輪と

しては例外的

である。

（澤端謙太）
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◈ 木製動物形容器（ 鰐形容器 ・ 鳥形容器 )/ 20世紀初頭

　/鰐 :メラネシア ニューギニア島セピック川中流域、鳥 :メラネシア シアシ諸島

　木製の動物形浅鉢。ともに動物の胴体に当たる部分を刳り貫き容器とする。ひとつは鰐を模したもので、

両側面に施された渦巻模様はイアトムル族の鰐形造形物に特徴的。儀礼時の身体装飾用顔料の容器とし

て使用された類例が知られる。ただし、本資料には使用の痕跡が確認できない。慶應義塾大学には同種

の容器が複数点収蔵される。尾の付根の孔には麻紐が通されているため、吊り下げられていたと考えら

れる。もうひとつの鉢には、長い首を下ろして魚を咥える鳥が表現される。把手には線刻で羽毛を表し

た両翼と尾羽が象られる。裏面には四肢を広げる鰐か蜥蜴が浮彫であしらわれており、部位によって配

列や大きさを違えた鱗板が精緻に彫り込まれる。こちらも使用の痕跡は認められないが、饗宴で食材の

盛り付けに用いられた類例が知られる。いずれの容器もトーテム動物を表現する器物であり、線刻に埋

め込まれた石灰製白色顔料が暗色の器体に映えて美しい。　　　　　　　　　　（杉本佳実・下田明日香）

◈ 木製鰐形彫像

　/ 20世紀初頭 /メラネシア (詳細不明 )

　四肢はないが、鰐を模した彫像と推定できる。面長で特に吻部が長大であること、上向きの外鼻孔や突

出した目、剥き出しの歯列の 3 点が表現されていることから鰐を模した彫像と推定できる。胴体が扁平

で短いので、水面を泳ぐ鰐を表現したのかもしれない。尾の付け根付近には通し孔があり、屋内に吊り下

げられていたと思われる。橙色・白色顔料が退色し、全体に黒ずんでおり、屋内の炉端で燻された可能性

がある。頸部と胴体で鱗板の配列や大きさを彫り分けており、製作者が日頃から鰐をよく観察していたこ

とが伺える。ニューギニアの儀礼小屋では一般的に様々な護符が保管されており、本資料もその１例と考

えてよい。鰐はトーテム動物の一種とし

て神話に語られ、造形物に表現される。

北東部のセピック川流域では、若者たち

の通過儀礼として胸や肩、背中の肌を

斑点状に削ぐことで、身体に鰐の鱗板

を精緻に表現してきたことが知られる。

彼らにとって鰐は力と権威の源であり、

男性性の象徴でもある。　   （小倉孝太）
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◈ 鰐形把手付き割目太鼓 / 20世紀初頭 /メラネシア アドミラルティ諸島

　硬い一木を円柱状に加工し、長軸方向に細長い割目を入れて内部を刳り貫いた体鳴楽器。裏側の鼓面

はほぼ無文で、横方向に加工具を操作した製作跡や撥で叩打した使用痕が認められる。割目付近を撥で

叩くと鼓内で共鳴する。表側の胴部や割目縁は、三角形や杉の葉形のモチーフを幾何学的に並べた文様

帯で飾られる。1930 年頃に現地を訪れた A. ビューラーの記録によれば、三角の文様帯は哀悼を示す

ものであるという。両端の把手には、トーテム動物の鰐が歯列を剥き出しにした様相で彫り出されている。

全体は赤色を呈し、陽刻の一部に黒色が、陰刻には白色が施される。ニューギニアやビスマルク諸島で

は普段は儀礼小屋に保管されており、儀礼の際に演奏された。小ぶりなサイズからみて、本資料の奏者

は地面に座して軽妙に叩打し、トーテム動物や祖霊と交信する歌謡と舞踏を盛り上げたのだろう。特定

のリズムをを刻むことで人々に集会を知らせる日常的なコミュニケーションにも使用されたことが知ら

れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（原田有里子・小倉孝太）

◈ 鳥形舞踏用具 / 20世紀初頭 /メラネシア ニューアイルランド

　軽軟な木材で作られた鳥頭の彫像。大きな嘴やその付根にある皺から、犀鳥を模したと考えてよい。

ニューアイルランドでは、鳥類は親族の紐帯を示す生き物である。特にマランガン（malangan）と呼ば

れる葬送儀礼用の仮面や彫像には、必ずといってよいほど鳥の彫刻が認められる。演者が口に咥え舞踏を

披露したとの記録を持つ類例が数多く知られており、本資料にも噛み跡のような傷が後方の木柄に残る。

白を基調に青や赤で彩色され、リュウテンサザエ科の貝蓋で目が表現される。白や赤の在地系顔料と異な

り、青色顔料は 1880 年代以降に西欧から持ち込まれた漂白剤を転用した合成群青染料（ベルリンブルー）

である。目の周囲には、幅 1mm にも満たない細かな線刻で羽毛が表現される。金属製の道具が島に普及

するのは 19 世紀中葉以降のことで、本資料が収集された 20 世紀初頭には、それらを利用することによっ

て精緻な彫刻が可能になっていたのだろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下田明日香）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 造形される動物
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◈ 木製動物形彫像（ 犬形彫刻 ・ 豚形彫刻 )

　/ 20世紀初頭 /メラネシア ニューギニア島フンボルト湾

   どちらも黒・白・朱の顔料で彩色された木製彫像。上の彫像は短い吻部や紡錘形の目、三角形の立耳、

後方に伸びる尻尾から犬を象ったものと考えてよい。黒色に彩色された陰部の形状と膨らんだ腹部から、

身ごもった雌犬に見える。ニューギニアでは、犬はトーテム動物の一種であると同時に食用にもなり、

また猟犬として重宝されてきた。下の彫像は動物とそれを抱く人物を象る。動物像の長い吻部や円形の

目は豚とされる類例資料と共通する。突き出る陰部からみて雌だろう。臀部と頸部を繋ぐ把手は尻尾を

表現したものかもしれない。豚は財産であり、儀礼の饗宴など特別な機会に振舞われる。歯牙も威信財

として価値が高い。人物像の首は無いが、断面が黒色に塗られており、製作時の欠損と思われる。丁寧

な彩色が全体に施されており、豚への特別な思いがうかがえる。用途は定かではないが、それぞれに象

られる動物像が短脚でどっしりと構える姿に力強さを感じる。　　　　　　　　（原田有里子・小田安珠）
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◈ 熊送り場出土動物遺体 / 近世 (19-20世紀 )/ 北海道 虹別シュワン熊送り場跡

・ ヒグマ

　虹別シュワン熊送り場跡から出土した最小 59 個体分のヒグマの下顎骨である。成獣と 2 歳未満の幼

獣の双方の遺体が含まれており、後者は「飼熊送り」（イオマンテ）の対象とされた個体に由来すると

考えられる。山中の「熊送り場」と異なり、当送り場では四肢体幹骨も多出したが、その出土量は頭骨

の 3 割にも満たなかった。この事実から「熊送り」に際し、それらが肉と共に分配され、他所に持ち去

られていたことを窺うべきかもしれない。ほぼ一様に鋭利な刃物で切断されていた四肢長骨は、骨髄も

好んで食されていたことを物語ってくれる。北方狩猟民には獣骨の破砕を忌み嫌う集団も少なくないが、

近現代のシュワンコタンに暮らしたアイヌ達はそうした慣習を保持していなかったと見てよかろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（本橋怜子）

神と人をつなぐ動物

 １3

0                       5cm



AnimArtifact

・ シマフクロウ

　虹別シュワン熊送り場跡から

はシマフクロウの骨も最小 3 個

体分出土した。同種はアイヌの

人々から「コタン・コロ・カム

イ＝集落を統べる神」と称され、

ヒグマと並ぶ高位の神として崇

められてきた。かつてはシマフ

クロウにもヒグマに勝るとも劣

らぬほど厳粛かつ盛大な送り儀

礼が挙行されたと伝えられ、そ

の様子を描いた風俗画も存在す

る。しかしながら、同儀礼は民

族学的な関心が及んだ 20 世紀

初頭の時点で、既に北海道内の

殆どの地域で挙行されなくなっ

ていた。民族誌の記述に乏しい

「フクロウ送り」の実像に迫る手

がかりとして、これらの遺体は

高い学術価値をもつ。（京墓歩惟）

・ 小型動物

　同遺跡からはヒグマやシマフ

クロウのみならず、エゾユキウ

サギ、キタキツネ、ニホンカワ

ウソ、エゾクロテン、エゾシカ、

さらにイヌ、ブタ、ヒツジ、ウシ、

ウマといった家畜の遺体も出土

した。写真のウサギ（中央）、キ

ツネ（左上下）、カワウソ（右上

下）については、それぞれ 100

個体、49 個体、7 個体分に由来

する頭骨が出土したが、興味深

いことに四肢骨と体幹骨にはい

ずれも１個体分の資料しか確認

されていない。ヒグマやシマフ

クロウと異なり、小型獣につい

ては、主に頭骨のみが祀られて

いたのであろう。　　（中村謙伸）
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◈ 銅　鼓 / 中国南西部 -ヴェトナム北部・ドンソン文化 /出土地不詳

　銅鼓は中国南西部からヴェトナム北部にかけて分布したドンソン文化を代表する祭器である。この銅

鼓は胴部から底部にかけて緩やかな曲線を描いているという特徴と表面の文様の種類から、Hegel １式

の後半段階（2 世紀末～３世紀）に分類される。銅鼓の表面には幾何学的文様が施されており、上部の

太陽や鳥衣装の踊り子、鳥の文様などは、死後霊魂は鳥とともに或いは鳥となって彼岸へ向かうという

信仰と、死後霊魂は太陽に付随して彼岸へ向かうという信仰が融合した古代インドシナの複合神話が反

映されていると推測される。また、上面には蛙や犬、鳥の小象が置かれている。特に、蛙は雨乞いと子

孫繁栄を願う目的でつけられたと考えられる。古代インドシナでは金属は希少であり、集団全体の祭器

であるとともに中心人物の力の象徴になることも多かったと推測されている。　　　　　　　（中村怜央）

神となった動物
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◈ 方格規矩四神鏡 / 中国・後漢 /出土地不詳

　古代中国で信仰された東西南北を司る四神が、その方位の位置関係通りに配置されている。東は青龍、

西は白虎、南は朱雀、北は玄武である。玄武は、本来亀と蛇が組み合わされている霊獣だが、この鏡では、

亀と蛇が分離して描かれている。それに合わせるように、朱雀も二羽描かれる。内区の外側の文様帯と

呼ばれる部分には、細い字で銘文が見られるが、これは「善銅」銘と呼ばれる種類のものであり、銘文

の内容からこの鏡は漢代のものであるとわかる。アルファベットの T•L•V のような形をした文様は、

規（コンパス）と矩（ものさし）に見立てて「規矩文」と呼ばれる。中央の方格（四角形）は地を、外

区の円は天を表しており、全体で万物が理想的に巡る、整った宇宙を描いている 。　　　（駒崎美理亜）

◈ 盤龍鏡 / 中国・後漢 /左：出土地不詳、右：北朝鮮 大同江

　　盤龍鏡は龍が描かれた鏡との意味であるが、二種類の動物が描かれることもある。大同江出土鏡には、

蛇のように長い胴体に 4 本の足と頭に長い角を持つ、それぞれ反時計方向を向いた一対の動物が描かれる。

これらは龍の特徴に近いものである。一方、出土地不詳の鏡には、角と長い尾をもつ動物と、角と尾のな

い動物が鏡像のように配置されている。これらは、龍と虎のように見えることから龍虎鏡と呼ばれること

もある。いずれ

の鏡も、獣像の

胴体の中央部は

鈕の下に隠れて

いる。盤龍鏡に

は、銘文に古代

中国の想像上の

霊獣「辟邪」「天

禄」という名前

が記されたもの

もあり、図像か

ら動物の種類を

同定することは

難しい。

　（駒崎美理亜）
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◈ 飛禽鏡 / 中国・後漢 /出土地不詳

　　この鏡には一羽の鳥の姿が内区全体に表されてい

る。鈕を鳥の胴部と見立て、上下に巴状に湾曲する長い

頸と尾を、左右に広げた羽を加えている。左側の羽の下

には、足先が Y 字となる２本の脚も表現されている。頭

部は小さく、嘴は弱い鈎型で、鳳凰のような冠羽の表現

はない。尾の先端には房のようなものがついている。頸、

尾、羽の内側には曲線が加えられており、外部にも短い

曲線が数本みられる。これは羽毛表現であると考えられ

る。外区には鋸歯文が施されている。　　　（山﨑俊典）

◈ 画文帯同向式神獣鏡 / 中国・後漢 /北朝鮮 大同江

◈ 三角縁四神四獣鏡（次頁上） / 古墳時代前期 /横浜市 加瀬白山古墳

　三角縁とは縁の断面が三角になっていることを示す。内区に西王母・東王父を模した神像と一対の霊

獣がそれぞれ２組ずつ配されているため四神四獣鏡とも呼ばれる。内区と外区の中間の文様帯と呼ばれ

る部分には天王日月と書かれた方格が８つ配され、その間にも走る獣像が描かれている。天王日月とは

天帝と日月を表しており、これは天帝のもと昼と夜、夏と冬など陰陽のバランスがとれた理想の状態を

象徴させた熟語である。対となる霊獣は、向き合うように配置され、羽状の胸と円形の腰、胸から伸び

る長い頸、正面を向いた大きな顔が特徴である。よく見ると、いずれも棒状のものを咥えていることが

わかる。これは巨と呼ばれるものと考えられ、天空や神仙世界を支える柱とする説がある。その特徴か

ら魏で作られた鏡との説が有力であるが、中国では出土しないため、倭国製とする意見もある。（山﨑俊典）

　内区に古代中国の陰陽五行説や神仙思

想に基づいた様々な神仙や霊獣が描かれ

ており、全て天地が同じ方向になるよう

に配置されていることから同向式神獣鏡

と呼ばれる。鈕の上下左右に、それぞれ

伯牙弾琴、黄帝、東王父、西王母の四神を、

それらの間に４体の霊獣を配する。霊獣

は、羽状の装飾のある胸と腰、爪のある

手足、長い頸と尾、大きな頭を持つ。口

に巨と言われる棒状のものを咥えており、

霊獣が支える巨の上に四神が乗っている

かのような表現がみられる。内区を取り

巻く文様帯には、天王日月や幽練三剛な

どの文字が刻まれた方格と半円が並べら

れる。外区には、日輪を従えた車、それ

を曳く獣、飛仙などの群像を描いた画文

帯がめぐらされている。　　　（山﨑俊典）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神となった動物
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◈ 海獣葡萄鏡（右２面）

　/中国・唐 /出土地不詳

　全体に葡萄唐草文が施され、鈕が

伏獣形と呼ばれる蛙のような形とな

るほか、内区、外区に複数の動物が

描かれる。内区の動物は、狻猊と呼

ばれるものと考えられ、頭部が仰ぐ

ように上方を向いて配されている。

狻猊は中国に住む動物ではなく、遠

く西方の地にいるとされていた想像

上の獣を表したものである。外区に

は狻猊が配置されるものがあるほか、

羽を広げた鳥の姿、蜂や蝶のような

昆虫などが描かれている。唐代は西

域への関心が高まった時代であり、

これら図紋は西域の楽園の姿を描写

したものであると言われている。

　大型の鏡は内区と外区にそれぞれ

6 頭の狻猊を配し、外区には鳥を加

えている。鈕は一般的な伏獣形獣鈕

◈ 鼉龍鏡（重要文化財）

　/古墳時代中期 /横浜市 日吉矢上古墳

　中国の環状乳神獣鏡を元に、独自の変化

を加えて倭国で作られた鏡である。内区に

は乳と呼ばれる５つの突起があり、それを

取り巻くように、体と頭のみの蛇のような

獣像が描かれている。頭は小さく、太めに

表現された体部には、細線による装飾が施

される。中国の霊獣像とはかなり異なった

姿に変化している。それぞれの獣像の中間

にも小さい乳が配置されているが、獣像や

乳の間隔は均等ではない。内区の背景は概

ね、細かい曲線によって埋められているが、

一部分のみ斜線を充填した三角形を連ねた

ようになっている。描かれている獣像が中

国の空想上の動物、鼉龍に似ているとされ

たことからこの名称で呼ばれているが、こ

れらの獣像は鼉龍とは異なるものである。

　　　　　　　　　　　　　（駒崎美理亜）
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◈ 双鳳双獣八稜鏡 / 中国・唐 /出土地不詳

　外縁が八枚の花弁のような稜角をも

つことから八稜鏡と呼ばれる。中心の

鈕は獣形で、同時代の海獣葡萄鏡と共

通する。内区には、二羽の鳳凰（鳥）

と二頭の獣が交互に、時計回りの向き

で配置されている。獣のうち一方は蹄

を持つ馬のような姿で、もう一方の獣

は鉤爪を持つ獅子のような姿である。

しかし、ともに角のような表現があり、

あくまでも想像上の動物であると考え

られる。二羽の鳳凰は羽を異なる向き

に広げており、一方は短く直線的な嘴

から舌を出し、非常に長い尾羽がつく。

もう一方は鈎状の嘴をもつ。ともに冠

羽の表現はない。鳳凰と獣の間には草

花が描かれる。外区には、稜の部分に、

四頭の蝶と四羽の鳥が交互に配置され

ている。　　　　　　　（駒崎美理亜）

である。小型の鏡は内区に 5 体の狻猊、外区に

は鳥、蜂、蝶などを配している。こちらも伏獣

形獣鈕である。小型の鏡は全体的に文様表出も

良好であり、葡萄の房や蔓、動物の細かな特徴

が見て取れる。　　　　　　　　　 （山﨑俊典）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神となった動物
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◈ 装飾大刀環頭柄頭 / 古墳時代後期 /下：群馬県 オトカ塚古墳、他は出土地不詳

　装飾大刀の柄の先端に装着された飾りで、環体と中央に龍や鳳凰の装飾を持つ。環内の意匠が単体の

龍や鳳凰のものを単龍・単鳳文環頭柄頭といい、珠を咥えているのが鳳（上・左）、舌を出しているもの

を龍と判別する。一方、二体の龍が珠を争うような意匠のものを双龍文環頭柄頭という（下・右）。６世

紀代の朝鮮半島諸国では、有力者の権威を認定・付与する「威信財」として、装飾大刀、冠や耳飾りな

どの金工品などが盛んに製作された。これら様々な装飾金工品は、ほどなく倭国に流入し始め、すぐに

列島内でも製造されるようになる。朝鮮半島と日本列島の当時の交流や社会の考察において大きな意味

を持つ資料でもある。龍鳳意匠は列島内で次第に形骸化していき、肉感のある造形から最終的には板状

となり（右）、龍や鳳凰と認識できないものになっていく。　　　　　　　　　　　　　　　（春日佑仁）
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◈ 白　陶 / 中国・商 /河南省 殷墟

　　向かい合う二羽の鳥のような文

様が描かれた白陶である。同時代の

青銅器に多くみられる饕餮文から変

化した夔鳳紋・双夔紋の一つと考え

られる。白陶は他の陶器より吸水性

が高く水や酒の貯蔵には向いていな

いが、酒や水を入れる罍なども出土

している。白陶は特殊な胎土を丹念

に練り制作するため希少性が高く、

本資料は副葬品として作られたもの

である可能性が高い。殷墟出土資料

としては文様が獣の面に見える饕餮

紋青銅器が有名であるが、青銅器を

模した陶器（仿銅器）も多く見つかっ

ている。夔鳳は霊的な力を持つ鳥のことで、同時代の祭祀器物にも見られる。祭祀器物の動物紋様につ

いては、祭祀において巫女が霊的交信において動物的本能を重んじたことから、獣面は動物の姿をした

巫女を指す説や、夔鳳紋は鳥が天と地をつなぐ力を持つためという説もある。　　　　　　 （春日佑仁）

◈ 博山奩 / 中国・後漢 /出土地不詳

　奩とは中国漢代の化粧道具入れであり、

脚部をもつ筒形の胴と低い三角錐形の蓋か

ら成る。仙人が住むという仙界の博山や、

鹿や虎、兎といった様々な獣が快走する様

子、獣を追う狩猟者などのモチーフが多い

ことから、博山奩あるいは山獣奩とも呼ば

れる。本資料は慶應義塾大学が昭和 13 年

頃に実施した中国江南踏査の際に、南京で

入手したものである。胴と蓋の入手時期

と経路は異なり、本来は一体のものではな

い。胴は短円筒型で熊の全身を表現した熊

足と呼ばれる三足の短い脚をもち、器体の

内外面には緑釉が施される。外面には２個

の獣環、五山、飛走する鳥獣、弓で獅子を

射る狩人の意匠が表現される。外面のみに

緑釉が施される蓋は、博山の如く山形をな

し、虎や獅子などの獣と狩人が浮き彫りさ

れる。同様の形態のものを、酒器と分類し

て「尊」と呼ぶこともあり、多様な使用方

法が想定される。　　　　　　（小山堅登）
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