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論文

縄文時代土器製塩における労働形態

これまで純文時代土器製塩に隠して多くの研

究がなされてきた。縄文時代の生業のひとつと

して，塩生産と交換に特に焦点があてられてき

たが，関東地方の土器製塩に限っても十分に検

討しつくされたとはいえない。民族誌や先史11寺

代の事例との比較をおこなうことによって，縄

文社会において土器製塩を要求した社会的背景

を考察することができると考えられる。

本稿では，縄文l時代土器製境を司王{タ;IJとして，

工芸品製作という視点から製塩工程に関わる労

働形態および労働組織について考察する。まず，

能ヶ部周辺遺跡から出土した製Jj.K土器の編年的
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な位置づけや形態に関して検討する。製Ji1ヒ器

や製Ji[遺構にみられる特徴から，労働形態の変

化との関連を整理したうえで，民族誌や先史11寺

代の事例における製塩の労働形態との比較を通

じて，純文時代土器製j搭の労働形態の解1~1 を i試

みる。製J託遺跡におい'て製j菰土器仁i縁部のw高唱さ

技法が規格化することや製境遮，併の存在なとaか

ら，純文11寺代後期末からl悦WI前菜にかけて次第

に製準作業が集約的におこなわれるようになっ

たとみられる。氏族誌にみられる労働形態と比

較した結巣，関東地fjにおける純文:\l~ï:代土器製

塩は季節的な親族労働であったと考えられる。

縄文時代後期後葉にはじまる土器製塩は，創立文11寺代における生産と交換という視点から主に

研究が進められてきた。多くの研究では製塩土器出土遺跡の分布から交換関係を復元したり，

または遺跡関分業が想定されている。土器製塩における各遺跡問の役割や塩の流通経路を明ら

かにすることによって，交換関係に言及することができると考えられてきたのである。これら

の土器製塩研究の背景には，製塩が縄文時代の中でも特筆すべき活動で、あるとしづ認識が存在

していたと考えられる。しかしながら，製塩遺跡において屠位的な発掘調査にもとづく製塩土

器の編年がなされていないことや，製塩遺構が詳細に報告されていないこともあり，土器製塩

の工程自体もト分に検討されているとはいえない。また先行研究の根拠となっているのは製塩

遺構，製塩土器出土遺跡，製塩土器の分布のみで¥何らかのモデルにもとづいて体系的な解釈

がおこなわれてきたわけではない。土器製塩の社会的意義については，研究の多くが縄文時代

の中での評価にとどまっており，製塩活動から復元できる労働形態や交換も検討の余地がある。

本稿では，縄文時代土器製塩をとりあげ，工芸品製作という視点々ら製塩工程に関わる労働

形態および労働組織について考察する。上記の縄文時代土器製塩研究の問題点を解決するため

に，まず，霞ヶ浦周辺の製塩土器の形態に関して分析をおこない，編年的な位誼づけを再検討

する。縄文時代土器製塩における労働形態・組織については，コスティン(Costin1991・2001)
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1.法堂遺跡(茨城県稲敷郡美浦村ー)

2. 広畑貝塚(茨城県稲敷市)

3. 前浦遺跡(茨城県福敷市)

4. 上高津員塚(茨城県土浦市)

5. 中妻貝塚(茨城県取手市)

6. 小UJ台貝塚(茨城県つくば市)

7. 土屋殿台遺跡(千葉県成田市)

第 i図 関東地方縄文11寺代製塩土器出土遺跡;分布図(常松 1994第 2図より作成)

やアーノノレド(ArnoJd1992・1993・1996・2001. 2004)の研究を援用し考察をおこなう O これ

らは理論l~l'Jな研究であるため，縄文時代土器製塩の評価に直接)~~It、るには国難が予想される。

そのため，股史・民族誌I~<J事例を集成し，この中から縄文時代土器製塩に類似する事例を抽出

し，それらとの比較を通じて縄文時代土器製塩の労働形態・組織の復元を試みたい。

立.縄文時代土器製塩研究の意義と課題

縄文時代後期後葉に関東地方銀ヶ浦沿岸において土器製塩が開始され，晩期初頭には東北

地方11J.1台湾沿岸においても土器製塩がおこなわれるようになった(近藤 1962，ノト封二川・加藤

1994) (第 I1玄])。さらに，三陸海岸北部や陸奥湾など主に太平洋岸でも小規模ながら製塩がお

こなわれたと考えられる(北林 1994，君島 1999，辻 1994)0 土器製塩に先立ち，土器を用いな

し1製i誌がおこなわれたという指摘があり(加納 2001)，関東地方では縄文時代後期中葉までに

はすでに製品在が開始されていた可能性がある。

研究の初期にはi綴ヶ滞南岸地域の製塩遺跡の調査が主なものであった。製塩土器が認識され

るようになると，関東地方においては内陸部の遺跡からも製塩土器出土例の報告が増加し，生
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産だけではなく集落問の交換も研究の対象となっていった。 1960年におこなわれた広畑貝塚

(茨城県稲敷市)の発揚調査は，土器製塩の存在を証明することが目的とされ，縄文H寺代土器製

塩研究の端緒となった(近藤 1962)0~焔貝塚では安行 i 式から安行 3c 式にともなって f第三

の土器Jとされた製塩土器が多量に出土した。近藤はこの「第三の土器Jが精製・粗製土器と奥

なる形態的特徴をもつこと，廃棄された しいこと，灰白色物質の付者，土器表揺の来日離

現象などの点から，製塩に使用された土器であると指摘した(近藤 1962)0法堂遺跡(茨城県稿

敷郡美浦村)の調査では，製塩土器が出土土器の総破片数のうち 70%以上を iおめ，さらに 3基

のピットから構成される製塩遺構が存在することが確認された(戸沢・半田 1966)。製塩遺構

の発見は土器製塩が霞ヶ浦沿岸の微高地上の遺跡において積極的におこなわれていたことを示

すものであり，土器製塩活動の実態を把握するための重要な情報を提供した。広畑貝塚では製

塩遺構は発見されていないが，製塩土器・灰が多量に堆積していることから製塩遺構が存在す

ると予測される。製塩遺構を有する遺跡として，前浦遺跡(茨城県稲敷市)もあげられる。前存I~

遺跡は広畑貝塚，法堂遺跡と同じく 1}抜高地上に立地する遺跡である。検出された製塩遺構は炉

跡竪穴状遺構，製塩土器を含む灰の堆積などであり，それぞれが製境活動に関わるものとと

らえられた(寺門 1983)。

縄文時代土器製塩の中心地のひとつであるilll台湾沿岸で、は，関東地方での成果がj又i決され，

製塩土器出土遺跡の報告例が蓄積されてきた。製塩遺跡、の調査もおこなわれ， HH浜民j家(宮城

県東松島市)において縄文時代の土器製塩の痕lfiJtが確認されている(岡村ほか 1982，ノト井川ほ

か 1983，;J、労二)11・加藤 1988)0多量の製塩土器のほか，西畑北地点では;複数の製塩炉が集iて1:1し

ており，作業場としてとらえられた。この炉からはピットだけではなく，視さ!喰状の構築材が椛

認されている。二月田貝塚(宮城県七ヶ浜IHT)では晩期後葉の凝灰岩を掘り込んだピットが検出

され，海水をj留めるための遺構と考えられている(岡村ほか 1982，鈴木・渡辺 1976)。銭ヶ滞

沿岸地域と問様に，仙台湾沿岸地域においても製塩にかかわる遺構の検出例は少ない。仙台湾

沿岸では約 50ヶ所の縄文時代製塩土器出土遺跡が確認されているが，ほとんどが海岸部に立

地しており関東地方における製塩土器出土遺跡との栂違を示している。

霞ヶ浦南岸の製塩遺跡は微高地上に集中しており，広畑貝塚・法堂遺跡・前浦遺跡の 3遺跡;

がこの立地に当てはまる。したがって関東における縄文時代土器製塩の中心地は霞ヶ浦南岸で

あったと考えられるのだが，製塩土器は霞ヶ浦のj需辺だけでなくほぼ関東全域に分布している。

内陸部における製塩土器を出土する遺跡の多くは，製塩土器破片数 100点未満といった出土量

の非常に少ない遺跡である。ただ，霞ヶ浦南岸の中心地を註iむようにして比較的製塩土器の出

土量の多い遺跡、が分布している。台地上に立地する遺跡では上高津貝塚(茨城県土浦市)，小山

台貝塚(岡県つくば市)， I~::J妻員塚(1司県取手市)，微高地上では立木貝塚(同県北相馬郡利根IllT)， 

布)11貝塚(同町)などが当てはまる。これらの遺跡のなかには製塩土器や灰をともなう炉跡、をも

つものがあり，小山台貝塚(永松ほか 1976)と上高津貝塚(塩谷ほか 2000)が知られている。こ

れらの大型炉跡もまた製塩遺構と解釈されてきた。

小山台貝塚では製塩遺構が製塩土器j富をともなわず小規模で、あること，牛久沼という好漁場
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を有していることから，自給自足的な土器製塩がおこなわれていたと推察された(鈴木・渡辺

1976)0 しかし/J、山台貝塚は標高 20"-25mの台地上に立地しており また現在の牛久沼付近に

遺跡の営まれた縄文時代後期にどれだけ海水の流入があったのか疑問で、ある。海水を入手して

台地上の遺跡まで運び上げるという作業を実際におこない得たのか，そもそも海水を得られた

のかなど検討する必要があろう。

上高津貝塚も合地上に立地する遺跡であり，霞ヶ浦には直接面していなし ¥0 上高津呉塚 B地

点の誠査では 303点の製塩土器口縁部片が出土し，また製塩土器の出土層イ立が明らかとなって

いる (Akazawa1972) 0 E地点で検出された製塩遺構は法堂遺跡のものよりも小型で、あるが，製

塩土器が少量I~jjごし，遺構の底面は赤く焼けていた(土浦市遺跡調査会 1992，塩谷ほか 2000)0

ただ，製境土器の出土量が比較的少なく粗製土器がむしろ多く出土している点は注意すべきで

ある。化学分析もおこなわれ，土器片に付着した灰白色の物質は海水中に含まれる成分が!i@着

したものであることが判明している。床面ーからは海草に付着することで成育する珪藻の化石が

検出されていて，海草を利用した土器製塩の可能性も示唆されている。製塩遺構と珪藻の化石

からのみでは上高津貝塚においておこなわれた製塩活動を復元することは困難であるが，

製jiKの工程を復元する上で参考になるだろう。また上高津貝塚で、は，製塩遺構と地点は異なる

が，出土例が少ない完形の製塩土器4点が出土していることも注目される。

土器製jjA:工程の復元に関わる遺構の検出例が少ないためか，工程に論及している研究は現状

では多くない。検出例の少ない製坂遺構の構造から土器製塩の工程を復元することは困難であ

ろうが，土器製塩の労働形態を考えるために必要な作業である。土器製塩実験は工程の復元に

有効な手段であると考えられるが(中村 1998)，実際には採i織・煎黙の技術に複数の候補があ

るため条件の設定が難しく，そのまま先史時代に対比させることはできない。

i高橋は製塩遺構の機能・土器製塩の工程に着目して，製塩土器が出土する各遺跡が製塩活動

の中で果たした役割は異なっていたと指摘する(高橋 1996)。具体的には微高地上の製塩遺跡

から上高津貝塚など周辺の汽水域の遺跡へと生産された塩がもち込まれ，そこから更に遠隔地

へと供給され製塩土器分布|習を形成すると想定している。霞ヶ浦南岸の微高地上でおこなわれ

た大規模な土器製塩と異なり，上高津貝塚，小111台貝塚のような製塩遺構をともなっている遺

跡は独自に自家消費用に小規模な土器製塩が行われてきたと従来考えられてきた。高橋は土器

製塩の工程の仁|こiで}自然の際にもっとも土器・燃料の消費が激しいことから，上高津貝塚・小111

台民塚のように製品1遺構をもっ遺跡で、あっても製塩土器・灰・焼土の出土量が微高地上の製塩

遺跡より碑実に少ないことを指摘して，独自に製塩活動をおこなった可能性を否定した。霞ヶ

湖南j半の製準遺跡では大量;の製;臨土器が廃棄され製塩土器層が形成されているのに対し，上高

津貝塚，小山台貝i家は打線に近ー接して位覆しておらず，製塩に関わるとみられる遺構の規模も

小さく，製jjA:土器片・ j天は純粋なj習を成すほど出土していない。遺跡に残された製塩土器・製

塩遺構の誌や規模を考えると，上高津貝塚，小山台貝塚などにおける製塩活動は「海浜製塩遺

跡でのそれに連続する工程を担j っており，法堂遺跡のような製塩遺跡で、の煎熱作業のあと「海

水が「形」をかえてj搬入されたと指摘されている(高橋 1996: 40頁)。上高津貝塚のような汽水
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域の遺跡から遠隔地へと供給されるにしたがって， r貯蔵・分配・遜搬を契機とする在地的な

製塩土器の製作jに製境土器の地域差の要鴎がみられると指摘する。

以上のように，縄文時代における土器製塩の工程については，製塩土器出土遺跡や製塩遺構

の分布，製塩土器の出土量，製塩遺構の規模などから，主に経験的な考察によって研究が進め

られてきた。しかし，先行研究が依拠する製塩遺跡の調査報告から得られる情報は十分ではな

く，製車関連資料の再検討が必要と考えられる。資料i均な問題点とともに，先行研究で、は生産

に関する研究が参照されておらず，そのため考察に経験的要素が含まれていることも解決され

るべき課題と考えられる。したがって，次に，生産に関する理論的な研究を整理し，製jiK土器

形態の分析にもとづく縄文時代土器製塩における労働形態の考察の基盤としたい。

盟 生産と労働動員

生産は交易と異なり限定された範囲内で、活動の痕跡を確認で、きるため，考吉学的な研究の対

象として重要視されてきた (Costin1991 : p. 1)。生産にも様々な形態があると考えられ，これ

までにいくつかの分類方法が提唱されている。そのために， ~fに専業化 Cspecialization) に関す

る研究をまず整理しておく。

基本的には単純でソト規模な生産形態から複雑で、大規模な生産形態という il1lUにもとづいた分類

が多いが，アール(Earle)は工人が所属する組織に注目し，独立専業 (independentspecialization) 

と従属専業(attachedspecialization)という基礎的な区分を示した (Earle1981)。生産の規模や労

働形態(フノレタイム，パートタイム)という分類基準も加えられ，生産形態はしだし¥にキ111分され

てきた(Peacock1982)。ピーコック (Peacock)の分類では，地理的に限定された労働形態やエリー

ト騒がスポンサーになる場合も考慮されている。さらに，空間的・社会的な労働力の分i~2や生

産がおこなわれる場所の規模によって，生産組織が異なるという指摘もある (Tosi1984) 0 "1:1:1:;1肝

内，集落内，集落問というレベルのほかに集落問の分業や分業の統合のされ方によって主な 6

つの生産形態が提示された(前掲:p. 23)0 ブラムフィール(Brum五eI)とアールは独立専業を一

般マーケットの需要に対ーする生産活動とし，従属専業を一部エリートの管理統制化にあるお抱

えないしお雇い工芸であると定義した (Brumfieland Earle 1987，西秋 2000)0 コスティンも同

様の見解を示しているが (Costin1991)，西秋はコスティンとクラークらの専業に関する定義の

差を指摘している (Clark1995， Clark and Perry 1990，西秋 2000:3頁)。コスティンが専業を「分

業による規則的かっ恒常的な，そして組織化されている場合もある生産、ンステムである。そこ

で、は生産者は生計の少なくとも一部を世帯構成員外との交易関係に依存し，一方で消費者は自

ら生産しない物品の入手を彼らに依存しているj関係と定義するのに対し，クラークらは「工

芸の専業化とは譲渡可能な恒久財を非被扶養者Cnondependent)の消費のために生産することで

あるjと定義する。両者の違いは，クラークが生産者と消費者の相互依存関係を定義に含める

べきではないと主張し，規則的・恒常的・組織的でない生産体系をも含めている点にあらわれ

ているとされる(西秋 2000)。再者の専業の分類を比較してみると(第 i表)，コスティンの分

類が生産における労働組織のみを基準とするのに対し，クラークらの分類は生産物の交換方法

5 
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第 i表 専業形態の分類(西秋 2000第 1. 2表を改変)

コスティンによる T_長専業の分類 (Coslin1991， Lewis 1995を整理)

独立専業

個人専業(Jncliviclual specialization) 

分散工房 (Disperseclworkshop) 

集盟専業 (Communilyspecializatio叫

集中工房 (Nucleateclworkshop) 

従属専業

分散労役 (Disperseclcorvee) 

専属工人Clnclivicluall、elainers)

集中労役 (Nucleateclcorvee) 

理ji:}同T.j)%(Retainer workshop) 

独立した個人ないし一家が
在地で消費する分を生産。

やや大きい工房が在地で消費する分を生産。

拙立した個人ないし家族単位の生産者が共同で、
地域レベノレで、消費する分を生産。

やや大きい工房が共同で、
地域レベノレで、消費する分を生産。

非常勤の工人が家族ないし荘地社会レベルで‘
エリートないし政権に提出する分を生産。

エリートないし政権をパトロンとする
常勤の個人が生産。

政権に非常勤で雇用された姻人が
エリートないし政権の専用工房で、生産。

エリートないし政権をパトロンとする常勤の個人
が、隔離された専門工房で、大規模に生産。

クラークらによる工芸専業の分類 (Clarkancl Parry 1990， Lewis 1995を整理)

~DL立専業

給付 (prestalion)

1~~J1 /ァぷ汚娘、(jÎ<-'i'， LR~ì

通街 (commerce)

小うfE(small shop) 

T.J必(factorツ)

従j誠専業

flL~1 人後援 (patronized)

機I~î後援 (presincl)

国家後援 (stale-sponso印 d)

経営 (putling--out)

武高I)J(Lributary) 

奴~t (servile) 

強制労役 (corvee)

6 

製品を贈り物として手渡すO
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製品を一定の取り決めにしたがって交換する。

Ul:幣規模の小さな工房兼小売り倍。

アダムスミスのいう pinfi配 tory

個人がパトロンとなって生産に関与し、
工人の作業中の生活を保樟する。

宗教的あるいは庖家の機関がパトロンとなるもの。

|童家がパトロンとなるもの。

産業革命以前にあった cottageinclustrγlこ
類するもの。スポンサーがj原料・道具を提供する。

一般工人が自らおこなうもの。原料・道具とも
工人が調達する。十分な報酬はない。

奴隷や召使いを用いておこなう。

工人は労働力を提供。原料・道具は国家が提供。
コ二人の報酬はない。



縄文時代土器製埴における労働形態

第 2表 コスティンの分類(Costin1991 :Table 1.1.より)

コンテクスト 集中度 j樹立 集約J!t

専j民 独立 集中 分散 ヲ!H強 綴族 ノ守一一トタイム フJレタイA

個人専業 O O O (0) (0) 

分散工房 O O O O 

集団専業 O O O (0) (0) 

集中工湧 O O O O 

分散労役 O O (0) (0) 。
専購工人 O (0) (0) O 

集中労役 O O O 。
専属工房 O O O O 

や特殊な労働形態を考慮していることが特徴的である。クラークらの分類は特殊で具体的な例

を考慮、したために，汎用性にかけるのではないかという点が懸念される。先行研究の多くはひ

とつの地域や社会といった般られた資料から提案されたものであるという HじI~IJ もあり (Costin

1991:p.8)，理論的研究の援用には注意を要する。生産者と消費者の相互依存関係を

めるべきではないというクラークの批判は(Clark1995)，生産者と消費者が炉トーの場合を考慮

することで解決できると考えられる。コスティンの分類はたしかにあいまいな点を残している

が，特殊な事例にも対応できる柔軟性を有していると考えられ，各社会に対してこの分類を用

いることができると予測される。本稿では狩猟採集民社会の複雑化と生産活動の専業化との1{1

関に焦点をあてるため，ここで、は労働形態に注目するコスティンの分類が有効で、あろう O

コスティン (Costin1991)は先行研究をふまえ， 4つのパラメーターを設定し，生産形態

を 8分類した(第 2表)。これら 4つのパラメーターとは，コンテクスト (context)，集 iや度

(concentration) ，規模(scale)，集約度(intensi守)であり，各パラメーターの程度や組み合わせに

よって生産形態の分類がおこなわれている。コンテクスト (context)はi階層など社会的・政治的

な要素と関わっており，具体的にはリーダーやエリートがスポンサーとなっているかどうかが

重要な区分点となっている。集i二1:1度(concentration)は生産者が散在するか集中するかを示すノf

ラメーターである。生産の効率や消費地までの搬出の方法などによっても異なるが，政治的・

社会的条件によっても生産者の分布が変わると考えられる。規模(scale)は，ただ単純な規模だ

けでなく，生産者がどのような単位で生産に従事しているかにも関連する。世帯単位の労働な

のか，または非親族の労働力を用いているのかという差があらわれてくる。集約j支(intensity)は，

労働に関わる時間と必要とされる人数を反映する。これら 4つのパラメーターにしたがって，

専業化に関わる直接的な考古学的証拠を検討できるとコスティンは説明する。

このほかにも考古資料からの解釈をおこなうための指標が指摘されており，規格性

(standardization) ，効率性(e剖ciency)，技術(skill)，地域的多様性(regionalvariation and falloff 

curves)は，考古資料から間接的にうかがうことのできる要素とされる (Costin1991 : pp. 33-43)。

7 
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生産が組織的になれば製品の規格化が進むことがニ予測される。生産の効率化，生産技術の高度

化も，専業化と相関して発達する要素であると考えられる。また，生産の中心地が偏在するよ

うになれば，製品にも地域的な差異が生じるであろう G

このコスティンの研究を車slに，縄文時代土器製塩における労働形態について検討を試みる。

N. 霞ヶ浦庖辺の製塩土器

1.口縁部

製塩土器は無文であるため，編年的研究を行なう場合には口縁部の断面形態、と調整技法に

よって分類を進めることが一般的な手法となる。これまで、製塩土器の編年研究は，主に道成寺

貝塚，中妻貝塚など、の出土資料をもとに進められてきた(鈴木・鈴木 1979，常松 1994，寺内・

柴崎 1969)。しかし，両者とも伴出した土器型式が示されなかったり，製塩土器自体の出土層

位が不明確であったことから研究対象となる資料の情報は十分で、はなかった。何よりも縄文

時代土器製塩の中核地帯と考えられている護ヶ浦南岸の微高地上の遺跡より出土した製塩土器

は，編年的研究の対象とされてこなかったのである。霞ヶ浦南岸の製塩土器の編年的研究をお

こなし¥内陸部出土製塩土器と比較することによって，時期的な製塩土器の拡散から製塩土器

自体の移動をf確認することができると考えられる。このため，土器製塩が成立した縄文時代後

期後半からの遺物を含み，なおかつ層位的調査がおこなわれた広畑良塚の出土資料を扱うこと

は，これまでなされてきた製塩土器の編年研究をより確実なものにすると考えられる。また，

広大田貝塚は製塩遺跡として考えられているため，同貝塚出土製塩土器の形態的特徴がどの地域

まで共通するのかについて碓認することは，塩をめぐる交換関係の復元にもつながるだろう。

製塩土器を観察するにあたっては，製塩土器の誠整は粗雑であるため同一個体内でも部位に

よって異なる調整や断面形態となる可能性を考慮、し，主にへラ切り，ナデ，指押さえなどの調

繋技法を分類の基礎とした。製塩土器口縁部の調整が時期的にどのような変遷を経たのかを，

過去の研究と比較しながら検討する。口縁音I~の誠整は各遺跡によってその比率が異なっており，

製溢遺跡である広畑貝塚や法堂遺跡、と消費地に位壁する遺跡との比較をおこなう。これにより，

遺跡の立地条件と製塩土器形態の差が明確となり，塩の生産と消費のほか，生産された塩の流

通についても考察を加えることができるであろう。

筆者はI~~東地方における縄文H寺代製塩土器口縁部の観察をおこなし\製塩土器編年にあたっ

も重要と考えられる製塩土器口縁部を次の 4類に大男りした(第 2[翠)。ナデを施す D類に

ついては，ナデの程度による時期的な傾向を知るためにさらに締男りした。以下，特に断りがな

ければ A"'D類は筆者の分類をさす。この分類をもとに，関東地方における各遺跡出土製塩

土器の特徴を検討してし 1く。

A類 へラ切りのみによって口唇部を整形したもの。ほとんどが水平または内傾する平坦面

となっているが，複数IEJにわたってヘラ切りされたものも含む。器表面のへラケズリ

が口容部直下にまで及ぶことも基準となる。

B類 口騒音I~上国はへラ切りによって平坦面をもつが，口轄下部に指による加工痕が帯状に

8 
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A類 (115)

0-1類 (11)

0-2類 (8)

0-3類 (121) 

A類 (147)

C類 (14) c類 (146)

D-4類 (6)

0-1錨 (233)

。 !OCIl1 

ト一一一一一寸一一一一一斗

第 2図 製塩土器口縁部形態の分類

(高橋・ I=jJ村 2000より作成，括弧内の番号は引用文献rlコの番号と対応)

残っているもの。|折田形態は上端に向かつて細くなっていく。

C類 指のみによって調整されたもの。断面形態は尖唇状となり，口容部上端は不整な締か

し、波状を呈する。

D類 最終調整としてナデを施したもの。断面形態・ナデ以前の調整によって細分される。

D-l類 ナデがにi唇部全体に及び，器表面のへラケズリはナデと隣接する。仁i唇部が綱吉1)より

も肥厚するものが多い。

D-2類 折り返した口唇部が完全にナデられていないもの。内外商の口唇部直下において折り

返しの後が表面から確認できたり，粘土のはみ出しが残るもの。

D-3類 口唇音13上端にナデを施すが，指による調整が確認できるもの。 断面形態は B類に類似、

する O

9 
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1 1翠(123)

2麗 (40)

31翠 (36)

4麗 (216)

5属 (98)

6層 (61)

7 J翠(119)

8層 (42)

10 J璽 (24)

盤安行 1式

安行2式

鐙安行 3a式

盤姥山 11式

(N=759) 

。% 20% 40% 60% 80% 100% 

第3図 広畑貝塚 A トレンチにおける各層位と土器型式(金子 1979を参考に作成)

0-4鍛 へラ切りのあとナデられたもの。

( 1 )広畑貝塚

近藤の調査によって「第三の土器jとされた製塩土器には，し、くつかの形態差が存在するこ

とが指摘されている(近藤 1962)。分類された口縁部の数量的比較はなされなかったが，製塩

土器口縁部の制整技法を観察することでいくつかのタイプに分類できることが示されたので

ある。 藤本の報文によれば，製塩土器口縁部の形態について記述がなされている(藤本 1988)。

藤本は出土した製塩土器の口縁部が，安行 3a式を主体とする層で、は水平のへラ切りがなされ，

安行為式を主体とする層では内傾したへラ切りがなされる場合が多いことを述べた。ただ製

塩土器以外の土器と製塩土器の数量に関しては報告されていない。直良信夫が 1956年におこ

なった調査でN トレンチより出ことした土器を整理した結果によれば(高橋・中村 2000)，層序

1%1係が不明確としづ資料的*1陥~Jはあるものの，当貝i家における製塩土器の形態変遷に関する情

報を得-ることができる。高機らは広畑貝塚出土製塩こi二器口縁部の調整技法をもとに，ヘラ切り

により口騒音r¥上端に平坦国をもつもの(1類)， r口唇音r¥にナデが施されるものJ(日類)， r口容

音I~ に特定の処理を行なわない未調整のものJ (III類)に大別した。層位は 1"-'6層まで， r人工j霊

位jは-80""'-'-160cmまであるが，これらの対応関係は明らかでない。ただ，出土した土器の接

合関係から i人工層位jは基本的な土層の下位になると推定されている(高橋・中村 1999)。出

土した土器からこれらは安行 3b式から安行 3c式への移行を示す層とされた。「人工層位jでは

凶 160cmから ω100cmにおいてコ j警部調整にヘラ切りが施される I類が全体の 35%から 85%

へと増加する。仁!唇音1¥上端にナデが)JIJえられる1I類は -160cmでは I類よりもやや多い全体の

40%ほどを占めたのに対し， -100 cm地点では全体の 10%未満となる。 -80cm地点でも I類が

大半を占め 3 全体として 1類が増加する傾向を示している。指による押さえなど未調整のもの

を含む閣類の割合は各層般においてそれほど変化せず， II類を含まない 1"-'2 J量l'層， 2層

などでも一定量存在する。

ハ
υ

ー



1履 (306)

2 J露 (216)

3麗 (87)

4層 (244)

5 J翠 (312)

6麗 (334)

7層 (121)

8層 (369)

10麗 (55)

。%

縄文時代土器製塩における労-儲形態

20% 40% 60% 80% 100% 

盤 A類

B類

喜重仁類

盤 0-1類

襲撃 0-2類

0-3類

0-4類

(Nニ2，044)

第 4図 広畑貝塚 A トレンチ出土製塩土器口縁部の組成(筆者観察により作成)

筆者は金子が報告した広畑員塚 A トレンチ出土製塩土器を観察し，寺門義範らが道成寺貝

塚の資料で、報告したような製塩土器口縁部の形態の変遷を確認することができた(寺Pト芝11符

1969) (第 4図)。寺内らは道成寺貝塚の出土資料から製塩土器の時期的伴出関係を示し，安行

i式期に iコ唇部は指のみによる加工がなされ，安行 2式期にはヘラ切りがニ旨によるJJj]T，さら

に晩期になるとへラのみによって口唇部が調整されるという口縁部形態の変避をとらえた。寺

内らは道成寺貝塚において安行 2式期にへラ切りが出現するとしているが，広畑貝塚 A トレ

ンチ出土製塩土器を観察したところ，安行 2式が主体となるj蓄においてへラ切りと指により調

整された口縁部破片が大半を占めるという現象は認められなかった。広よ111貝塚においてヘラ

切りのみ (A類)またはへラ切りと指との併用 (B類)が増加していくのは，姥IJ-I1I式があらわれ

る4層以降であり) A. B類は 2・3層において製塩土器全体の 80%以上を占めるほど、で、ある。

この 2・3層では姥山 E式が一般の土器の半分以上となっている。姥111II式期以前の安行 3a式

が出現するのは 5濯であるが) A. B類あわせて 4%程度にしかならず安行 2式期との差はほ

とんど認められない。したがって，広畑良塚において A・8類が確実に増加するのは姥111IJ式

却!といえる。

広畑貝塚で、は安行 2式期には了寧なナデを施す口縁部破片の割合が少なくなり (0-1類)，そ

れとともにナデが口唇部上端のみに施され指押さえの痕が観察される!コ縁部調整(D-3類)が増

加してして O これは指押さえのみのC類と 0-3類の比率が増加していくことから明らかである。

特に C類は，安行 3a式のこと器が含まれていない 6J蓄に初めてあらわれ， 0-3類とへラ切りを

施すA.B類との中間的性格を持っていると考えられる。 5J寵でも C類およびへラ切りを施し

たA-B類の占める比率は少ないが，ヘラ切りのあとにナデを施したD-49誤があらわれたことは，

ナデからへラ切りという技法へと移行しはじめる様相を示している。以上から，ナデを施す D

類からへラ切りを施すA.B類への製塩土器口容部の作出技法の変遷が，後期末から晩期初頭

にかけておこったことを確認することができるo 4属に注目すると，ナデを施す口縁部の中で

11 
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も0-3g頚が半分以上を占めており， 0-3類から A'B類への変遷が最も大きな変化であったこ

とが考えられる。

u免期前半の広1:fn貝塚では， A類は時期の経過とともに増加し，日唇部のナデは減少していく

様子が確認できた。製塩土器の外国にはヘラ削りがなされることが多く，へラで削り取る技法

を口容部の調整にも利用したと考えられる。これは主に煮沸に用いられた製塩土器の外面に粗

雑な調整が施されたのと同様に，口唇部にもナデという丁寧な調整をする必要がなかったと理

解できょう。製塩土器は加熱により壊れやすくなることを前提に製作されたと考えられるので¥

製塩土器の口唇部調整がナデからヘラ切りへと，製塩土器の製作の簡素化がはかられたといえ

るだろう。

( 2)法堂遺跡

法堂遺跡の調査報告では製塩土器を層位ごとに扱っていないため，製塩土器口唇部調整の変

遊を線認することはできないがコ縁部の調整は A類から G類に分類されてそれぞれが土器

全体に占める割合が示されている(戸沢・半日 1966)(第 3表)0A '"'"'G類のうち口唇部にへラ

切りを施すものは A"'-'O類である。分類された製塩土器口縁部は深鉢・鉢あわせて 2，132点で

あり，このうち A'"'"'O類が 75.3%を占める。 E類は揺による押さえとナデ， F類は口縁が不整，

G類は外面への折り返しが顕著で一般の粗製土器との窓別が不明確なものである。ヘラ切りを

施さない口縁部では E類が最も多く製血土器全体の 14.7%である。

戸沢らの分類と筆者の分類を対応させると，戸沢らの A"'"'O類は筆者の A'B類， E類が筆

者の C類， F.G類が筆者の D類にほぼ当てはまる(第 3表)。広畑貝塚 A トレンチ資料では 2・

3 J習において A'B類が製塩土器口縁部全体の 80%以上を占めていることと，法堂遺跡におい

てA'B類が 75.3%を占めていることは類似した傾向といえる。時期的に見ても，両者とも縄

文時代晩期に属していることから， I晩期には少なくとも 11ヨ汀線に近い遺跡では，ヘラ切りを1J記

す製jjiii:土器が圧倒的に多くなることが明らかである。

( 3 )上高誇11:貝塚

上高搾員j塚家の製塩土器は赤j躍翠の3詩誹誠r.馬l高1査報告で

ては在前詳Fしく述ベられていない(はAka泊az却awa19仰72幻)0筆者は製塩土器口縁部片 185点を実見・観察し，

第 3~資 法堂遺跡;l.:Ij土製塩ごと器iコ縁部の分類(戸沢・半E日1966より作成)

分類 点数 比率(%) 筆者分類 比率(%)

A類 1，183 55.4 

B類 190 9.2 
A'B委員

C類
75.3 

79 3.8 

D要員 147 6.9 

E類 315 14.7 C類 14.7 

ド類 100 4.5 
D類

G類
10.0 

118 5.5 

合計 2，132 100 合計 100 
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縄文時代土器製塩における労働形態

分類した結果， A類が 25.4%， B類が 22.2%，C類が 39.4%， D類が 13.0%となった()11島ほ

か 200針。このうち指押さえのみを施す C類が広畑貝塚，法堂遺跡よりもかなり高い数髄を示

している。また，それとは反対に D類が少なくなる。台地上に立地する上高津:貝塚における

製塩土器口唇部調整の特性をあらわしているといえよう。

赤揮の調査では A-----F層から計 303点の製塩土器口縁部が出土し， F)習i直下の GJ習では安

行 1式のみが出土している。製塩土器が出現する F麗では，安行 i式までの土器は合わせて

60.8%，安行 2・3a式が 14.2%，姥IJJII式が 15.2%，製塩土器が 9.3%をそれぞれ占める。 FJ習

出土の製塩土器口縁部片は 19点で， うち 17点を観察し， A類 8点， B類 l点， C類 8点， D

類 O点としづ結果を得た。 F層の出土点数は少ないもののやはり C類の占める比率は高い。 G

j蚕で製塩土器が出土しなかったことから，製塩土器の出現は少なくとも安行 2式期以降と考え

てよいだろう。広士ID員塚では C類が安行 2式期に出現していることから，上高津貝塚の F胞

における C類は安行 2式にともなうとも考えられるが，広畑貝塚で A・B'C類が増加するの

は安行 3a式期であるため，上高津貝塚で製塩土器が確実に出現するのは安行 3a式期といえよ

う。上高津貝塚では A'B類が製塩土器の 47.6%を占めるが，広畑貝塚の様相からこれらは姥

山E式期に属すると考えてよいだろう。また D類の出土量が少ないことについては，上高津

貝塚が土器製:lii活動に関わりはじめた時期が縄文時代晩期前葉まで下ることも考えられる。

上高津貝塚 C地点では iコ縁部が 91点，底部が 55点出土した(塩谷ほか 2000)0 特に 4"誌の

完形の製塩土器が出土しており，出土位置や伴出した土器との関係から晩期M葉と考えられる。

これら完形の製塩土器の中では!点のみ底部付近に被熱痕があるものの，ほかの製塩土器 3点

は小型で、被熱痕や器面の最i閥Iが認められない。これらの口唇部はすべて指による調整で、尖騒状

を呈し，外部にはへラケズリが施されている。したがって，口唇部調整がへラケズりでなくと

も娩期に属する場合があるようである。また，破片資料lこは被熱痕や~~Ij隣が認められており，

煮沸がおこなわれた場所は特定できないが，これらの製塩土器が!戦水の煮沸に用いられたこ

とは確かであろう。

(4)中妻貝塚

報文中(鈴木・鈴木 1979)の製塩土器口縁部の実測園を用いて，新たに筆者が分類をおこなっ

た。 C類に関しては，断面形態が尖唇状をなしナデによるまITり返しがみられない口縁部が該当

する。鈴木らは「無文粗製土器」と「製塩土器jを区別しているが，図からは区別しにくく，またけ!告

文粗製土器」の中にも製塩土器の特徴である剥離痕が認められるものもあるのでまとめて扱っ

た。

「無文粗製土器」が含まれるためか， D四 1~翼が最も多く 36.0% を占めた。 A 類が 19.0% ， C類

が 17.0%と続いており，上高津貝塚のように C類が最多となることはなかった。 B類は 3.0%

と最も低かったため A類とあわせても 22.0%という低い数値となりヘラ切り左施す口縁部は

ほとんど C類の占める比率と大差ないようである。この点では上高津貝塚における A'B類

とC類の関係との類似性を指摘できるだろう。中妻貝塚においても C類は A類と並ぶほどの

量がみられ，台地上における製塩土器出土遺跡の特徴の lっと考えてよいだろう。分析した資

13 



) I1 島尚宗

料の出土層位については，製塩土器が安行 3a式期以降の層からまとまって出土したという記

述以外に層位に関しての記述がなく，ほとんど明らかではない。剥離痕をもっ汁!告文粗製土器J

片が含まれていることは，広畑良塚の資料にも同様の資料が存在することから 3 中妻貝塚の製

塩土器が縄文時代後期末までさかのぼる可能性を示している。

( 5)小山台貝塚

報告書では 29点の製塩土器口縁部が紹介されている(永松ほか 1976)。また，鈴木らは「中

間形態jの存在をあげながら分類が絶対でないことを断っているものの， 29点の製塩土器口縁

部j守を詳締に観察，分類し，編年試案を作成している(鈴木・渡辺 1976)。しかしながら，完

形の製塩土器の口縁部を観察すると，部位により整形が異なることがあり中間形態Jがど

の程度安定的に製作されたかについて確証は得られていない。報告書;に掲載された製塩土器の

なかでは筆者分類の D類が 15点と最も多く， A類 4点， B類 4点， C類 6点となった。資料

の数が 29点と少ないもののヤ妻貝塚での分類の結果と類似していることを指摘できる。本

多は製塩土器口縁部を I類(筆者分類の C'D類lこ相当)と E類(筆者分類の A'B類に相当)と

に分類し，本多が観察した小山台貝塚の製塩土器 iコ縁部 51点は I類が 76.5%，II類が 23.5%

とした(本多 2000)。このことから小山台員塚では C類と D類が特に顕著に認められること

がわかる。 A類と B類の合計が 23.5%という比率は，中妻貝塚において A類と B類の合計が

22.0%となった結果に近いものであるといえる。また，本多の分類では I類の口j芸部にナデを

j血したものを含むと明記されていないので，約 8害IJを占める I類の中でも C類の比率が大き

いことも考えられる。

報告書に掲載された製晦土器口縁部の出土層位は，第 2麗からのものが主で第 3層からも少

土したとされる。報告書には庖?位を示す断面図がなく，製塩土器以外の土器が出土した層

位の記述も非常に11愛昧なものである。このため精製土器・粗製土器と製塩土器との共伴関係は

不明確で;e.bVJ ，それぞれの製塩土器口縁部の正確な時期を知ることはできない。報告書によれ

ば，安行 i式及び安行 2式の土器は主に第 2・3層から出土し，安行 3a式以降の晩期の土器は

第 1・2J留から主に出土していたという。口縁部片 29点のうち 5点のみが第 3層から出土して

いることから，製塩jこ器を主に包含しているのは第 2J露であると考えられる。さらに，製塩土

器のうち C類と D類がほとんどを占めるので，小山台貝塚において製塩土器が出現するのは

安行 2式期以降であると考えてよいだろう。

2. Jま詰1)

製，臨土器の底部形態は，尖底 1)・丸底・平成があり 2) 平底底部の圧痕には木葉痕・網代痕・

木~状痕がある。底部径は 1cm から 5cm 程度まであるが， 3cm 前後が主体である。尖底・丸底は，

i去堂遺跡;を伊iにとると底部片 147点のうち 31.9%を占め，微高地上に立地する製塩遺跡では

一定の割合を占めることがわかる(戸沢・半田 1966)。直良信夫が 1956年におこなった広畑貝

塚の糠査で出土した製塩土器の底部では，図示された 54点のうち尖底は 12点，丸底は 4点で

あった(高橋・中村2000)0
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縄文時代土器製塩における労務j形態

広畑貝塚 A トレンチの発掘報告では，圧痕の種類などから法部を 3種類に分類し，
ド、、

とに分析がなされている(金子 1979)(第 5図)。そこでは，木葉痕はほぼ安行 3a式・姥Iljrr式

にともなうらしいこと，時期が新しくなると底部径が小さくなる傾向にあることなどが述べら

れている。金子の報告の中で製塩土器底部に関して特徴的なのは，網代痕のついたj底部の割合

が高いということである。製塩土器底部片全{本の 53.4%に網代痕があった。また，尖j底・丸

}まは「無文とするものjに分類されていると考えられるが，金子によると尖底・丸底は 1・2)軒

という最も新しい層からのみ出土しているという。このことは時期が下るにつれて，忠告1)径が

小さくなっていくことと相関すると考えられる。

直良のN トレンチの調査では主に安行 3b式から 3c式の資料が出土しているが，報文にl到示

されている製塩土器の)底部径をみてみると， 1 "'-'3.5cmまでにおさまり，特に 1CI11・ 2.5cmに

集中している(高橋・中村 2000)。このことから縄文時代晩期に入札製塩土器底部はさらに

小型化が進行したといえる。直良の資料で、は製塩土器の底音IHt1良は木葉痕がもっとも多く，そ

れらの中では底部径が 1cm， 1.5cm， 2.5cmのものが多い。無文平jまは lcmおよび 2"'-'3cmに

分布し， *'号代痕は主に 2.5"'-'3.5cmにまとまって分布している。また尖底・丸底は金子の資料

ではほとんどみられなかったのに対し，直良の資料では 29.6%と高い比率を占めている。

以上のことから広畑貝塚における製塩土器の底部は，後期後半には無文・網代痕の平底が一・

般的であり網代痕の占める割合が大きく，晩期に至り底部径の小型化が進むとともに木葉痕・

尖底・丸底が加わっていったと考えられる。

法堂遺跡については製塩土器底部を層位ごとに比較することは出来ないが，製織土器底音1)径

の分布をみると総代痕は底部径 2.5"'-'4cmに分布し，無文は 1.5"'-'4cl11に広く認められ，木~

痕は 2cl11と 3cmに特に集中している。尖jま・丸j底が製1直土器底部j干の 31.9%であることから，

尖底・丸底が最も新しい)習からのみ出土したという広畑貝塚における直良の資料と類似してい

るといえよう。法堂遺跡;は晩期前半の遺跡であるからi晩期前半の製塩土器底部形態・圧痕の傾

(点)

40 

30 

20 

10 

O 
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 (cm) 

欝平底(無文)

平底(網代痕)

(N=209) 

第 5圏 広畑貝塚 A トレンチ製I主土器底部(筆者観察により作成)
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!古iは，広畑貝塚の事例を参考にすると，木葉痕平底・尖成・丸底が新しい底部形態・圧痕とし

て加わったと考えてよいだろう。

では，法堂遺跡・広畑貝塚よりも内陸側の遺跡ではどのような傾向がみられるであろうか。

(鈴木・鈴木 197ヲ)では底部が 16点図示されている。底部形態として尖底・丸底も含まれ，

平成は腹部径の大きさにより 1.5cm，2........ 3cm， 4cmに分類されている o やはり中妻貝塚でも

径が 2........3cmの底部が最も多く， 16点のうち 10点がこのサイズである。

上高津貝塚では E層から出土した底部 4点が図示されている (Akazawa1972)。いずれも平底

で，網代痕，木葉痕，無文の庄痕がみられ，底部径は 2'"'-'3cmである。上高津貝塚の製塩土器

底部の特徴は，無文の平底が多く，尖jま・丸底がほとんどみられないことにある。尖底は存在

せず，丸法は完形製塩土器のうちの i点のみである。赤樫の資料の中には，尖底または丸底と

みられる底部破片が 1点あったが，外面の最IJ離が激しく状態が悪かったので十分に区分できな

かった。その l点が尖法または丸底だとしても，上高津貝塚においては尖底・丸底という形態

は平底に比べると非常に少ないといえる。平底の底音13ft痕については，木葉痕・志向代痕は存在

するが，広畑貝塚・法堂遺跡とは異なり無文平底が圧倒的に多数である。上高津貝塚出土製塩

土訟のj底部径をみると 1.5cmから 4.5cmまでで， 3cmの底部が約半数を占め 2.5cmから 3.5cm

のものが最も多く存在することは，広畑・ 1去堂とほぼ同様であるといえる。また無文の底部は

大型から小型のものまで広く存在すること，木葉痕の底部は小型の傾向があること，網代痕が

}ままli径 3cm前後に集中することなども広州11.法堂と同様である。上高津貝塚では完形の製塩

土器が 3点出土しているが，そのうち 2点は小型で、ありサイズはほぼ等しい。しかし底部形態

は異なり，丸底と無文平j底である。口縁部の調整は丸底のものがへラ状工具で口唇部を水平に

切りとり，平底のものは指頭による押さえが施され先端が尖り口縁は不整な波状を呈している。

もう l点の完形製塩土器は平底で、あり，口縁部の調整は指頭による押さえである。これらから，

ヘラ状工具「を i三l縁部の調整に用いはじめる11寺期と，尖jま・丸底がほぼ時期を同じくして出現し

ている可能性が考えられる。

製紙土器のj底部が小型化するとしづ現象は，製塩土器の製作技法と土器製塩活動の作業内容

から理解することができるだろう。高嬬らは広畑貝塚の製塩土器底部径の分布から，上層には

底部径の小さい資料が多いことを示し，小型の底面に木葉痕がみられるのは成形の過程で成部

が持!Jられたためであると説明している(高橋・中村 2000)。金子の資料からは木葉痕が安行 2

式から出現し安行 3a式には確実にともなうと考えられるが，患部径の分布をみると木葉痕は

網代痕のjま部より径の小さいほうに偏ってみられるため，時期が下るとともに患部径が小型化

する傾向が認められる。製塩土器が使い捨てのように大量に消費J されることから，粘土を節約

するという点 3)でみれば器壁を薄くするだけでなく，底部付近を薄く削ることは当然のことで

あろう。問時に，底部形態にも注意が払われなくなり，平底という形態から尖底・丸底へと変

化したものがあったと考えられる。製塩土器にみられる尖底および丸底は，器壁を薄く削ると

いう行為によって次第に定着したと考えてよいだろう。
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3.製塩土器が示す労働形態の変化

以上，微高地上に立地する製塩遺跡と製塩土器が比較的多量に出土する台地上の遺跡の製塩

土器についてみてきた。縄文時代晩期における広畑貝塚・法堂遺跡では，製塩土器口 j詳密sの制

整にはヘラ切りが多く用いられている。広畑貝塚では姥iおE式期の賭で最大 86.6%がヘラ切り

の日縁部で、あった。法堂遺跡では，分析に使用されたのは遺跡中央部の製塩逮捕ー付近に堆積し

た黒褐色土j留に含まれた製塩土器口縁部 2，日2点で、あったが，ヘラ切りを施された 1:-1縁部はそ

のうち 75.0%を占めた。この黒褐色土j翠から出土した製塩土器以外の土器はほとんど法堂卜

E期に属するとしづ記述から，黒褐色土j翠は晩期前半のj寵と考えられる。製j誼土器が多敢に出

土する微高地 i二の遺跡で、は，縄文時代晩期には口容部糠整にへラ切りを用し 1るものが圧倒的に

多い。

一方，台地上に立地する上高津員塚・中妻貝塚では，広畑貝塚・法堂遺跡において少数であ

る指押さえのみを施した口縁部(C類)がかなり多く出土している。赤躍の調査による資料を観

察すると，上高津貝塚の製塩土器口縁部調整はC類が最も多く， 39.4%となっている。

跡では，指押さえのみの口縁部は多くても口縁部全体の 14.7%となり 広畑貝塚 A トレンチ

では最も多い層で 7.0%を占めるに過ぎない。中妻貝塚l::l::l土の製迩土掠で、は， C類が 17.0仏を

占めている。 0-1類が最も多いものの，これは鈴木らが[無文粗製土器Jとしたものがほぼ 0-1

類にあたるからであると考えられる。「無文粗製土器Jの総数は示されていないが，これを除外

したとしても A""'C類の比率にほとんど影響はないと考えられる。したがって仁|コ姿良縁にお

いては，へラ切りを施す A類と B類の合計が 22.0%，指押さえの C類は 17.0%とほぼ等しい

数量を占めると考えてよいだろう o 上高津貝塚で、も A.B類の合計が 47.6%，C類が 39.4%で

あるから， I~二I 妻貝塚におけーる A.B 類と C 類との関係と類似した傾向があるといえる o 19&1覇

地上の遺跡においては A類及びB類が圧倒的多数を占めるが，微高地上の遺跡の周辺に位留

する上高津貝塚・中妻貝塚など台地上の遺跡では C類が A.B類に等しくなるほどの最にな

るという傾向があると考えられる。

広畑貝塚 A トレンチ資料によると C類は安行 2式期にあらわれるが，姥111II式が出現する

4層において 7.4%と最大になる。安行 2式期の層では 1'"'-'2%ほどときわめて少数である。

安行 2式期では 95%以上の製塩土器口縁部片にナデが加えられていることから 2 製塩土器に

対しても程度の差はあるがナデを施すことは普通約におこなわれていたようだ。ナデを加えな

いC類は安行 2式期に存在したとすれば特別な用途があったとも考えられるのだが，あまり

にも少数であるため混入の可能性もあるだろう。この C類を製作技法の点からみれば， D類

の中でナデが粗雑なもの (0-3類)と指押さえのあとにへラ切りを施す B類との中間的要素を

もっている。これは A トレンチの層位からも明らかであるといえる。 o類のなかで粗雑なナ

デを施す 0-3類は 5層にいたるまで増加する傾向にあるが， C類が最も多く含まれる 4)脅から

は減少してし、く。さらに B類は4)寵で急激に増加し， 2・3)富において A類が優勢なのに対し，

4層では B類のほうが多数である。広畑貝塚A トレンチ資料をみる!浪り，製作技法の点から

C類が確実に存在するのは時期的には晩期にいたってがらと考えるのが妥当であろう。

17 
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畿ヶ浦南岸の微高地上の遺跡とより内陸に立地する台地上の遺跡との間に，製塩土器口縁部

の調整に関して差が生じていることは何を意味するのであろうか。海水を原料とする以上，製

埴土器が出土する全ての遺跡で土器製塩をおこなうことは不可能である。製作技法の地域差と

してとらえるよりも，製塩土器ごと塩が持ち運ばれたことを想定することがより妥当であると

考える。腕期に属する広畑貝塚 N トレンチ資料には C類の製塩土器口縁部が少数ながらほぼ

全ての層に存在し，広畑貝塚 A トレンチ資料においても C類は安行 2式期からのj留に少数な

がら含まれていた。この C類は A'B類が多量に出土するのに比べごく少数であるため，煎

熱と焼き塩の工程における製塩土器の消耗率を考慮、した場合， A. B類が煎黙に用いられC

は焼き;抱に用いられたことを想定できるだろう。こうした土器の使い分けについては，二次焼

成による器部の剥離痕，色調の変化，法量などからも検証することが可能であろう。また，土

器に海水を入れ煮沸すると土器がもろくなる上つの土器で煮詰めても結晶としての塩を得

ることは難しいので，誌に用いた土器をそのまま持ち運ぶとは考えにくい。煎黙で濃縮され

た液体状の揮を集め別の土器で焼き;塩を行なうと，煎黙に使われた土器に入れたまま加熱する

よりも短時間で境の結晶を得ることができるという実験報告もある(永田 1993)。これは 2 煎

黙の過程で土器内面に付着したスケーノレ 4)が熱の伝導を阻害するためと考えられる。これらか

ら， c類は主に焼き塩のような最終工程に用いられた可能性があり，同時に塩の運搬にも利用

されたと考えられるのである。また広畑貝塚・法堂遺跡など微高地上の遺跡で、は C類が非常

に少なく，上高津貝塚など台地上の遺跡では C類が人・ 8類の合計に等しくなるほど出土す

ることも，遺跡問の塩の移動に C類が用いられたとする理由の一つである。

広畑貝塚 A トレンチ資料では， A. B類が出現するのは縄文時代晩期であるため，各遺跡で

みられる A.B類の属する時期も晩期としてよいだろう。上高津貝塚資料における赤津の報告

で-は製塩土器口縁部調整の時期的変遷を認めることはできなかったが，広畑貝塚と i司様である

可能性は十分にある。 A.B 類は口容音r~調整にナデを加えずにへラ切りという技法によって，

土器製作上の簡素化が図られていると考えられる。煎熱工程において製塩土器が破損しやすく

なるため， A. B類は破損することを前提に煎熱工程用に製作されたと考えられよう。広畑貝

塚では C類が安行 2式期に少数ながらあらわれることから， c類が A.B類に先行して用いら

れたのは確実で、ある。 C類が広畑呉塚・法堂遺跡において出土点数が少数にとどまり，上高津

員i家などで比率が高くなるのは，遺跡によって振をめぐる行為が異なっていたためであると考

えられよう。台地上の遺跡における A・3類の位醤付けーは， c類と伺**に搬入されたものと考

えられるが，搬入された塩が食料の加工に用いられずに塩のままさらに内陸へと移動する際に

は，新たな土器に詰め替えられていたとも考えられる。実際，関東地方では製塩土器が出土す

る遺跡が内陸部にも広く分布しており， t誼は製塩土器とともに内陸へと運搬されていったと考

えられる。

縄文n~j'代土器製塩に焼き塩工程が確実に存在したかどうかについては，今後の検証が必要と

なるが，遺跡11司で、製塩活動の差が生じていたことを確認することができた。さらに，製塩遺跡

においては晩期にいたって製塩土器口縁部の調整技法が規格的となり 3 製峰土器製作を含む製
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第 6図 法堂遺跡:の製塩遺構(戸沢・半田 1966 第 151~1 より作成， Kawashima 2008より)

塩活動がより専rlJI~セ・効率的におこなわれるようになったと考えられる。底部の小型主化も同様

の傾向を示しているだろう。縄文時代後期末から晩期初頭にかけての製出土器形態の変化は，

単純に形態上の変化のみではなく，労働形態の変化をも意味していると考えられる。次に，製

塩活動において重要な役割を果たしたと考えられる製塩遺構について述べ，製塩土器形態の動

向との関連を検討する。

V. 袋i盆遺構と土器製塩工程

関東地方縄文時代において製塩遺構とよばれる遺構は，法堂遺跡"高il存li遺跡，上高津民塚，

小山台員塚の 4遺跡において検出されている。し吋えれもピットを有し製塩土器とともに灰，焼

土が堆積しているものである。このうち遺構が図示されているのは法堂遺跡と上高津貝塚で、あ

る。法堂遺跡;の製塩遺構は「特殊遺構」として報文中に記載があり(戸沢・半EI31966)，遺跡、の

最高部に位置し， 3ヶ所のピットからなる長径約 6m，短径約 4mの不整椅円形を呈する黒褐

色土層の広がりをもっ(第 6図)。黒褐色土層には製塩土器が密lこ重なり，黒褐色土j脅の下には

最大 1mほどになる厚い灰の堆積があった。灰層は 2つに分かれているがその間および下面に

は製塩土器の薄い層が確認されている。灰層の中には製;塩土器に付着して観察される灰白色物

質が塊状で存在し，熱を受けた形跡もあった(戸沢・半田 1966)0 製塩遺構の周辺には3 ブ臼ツ
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ク状に数値の製塩土器が押しつぶされたような状態のまま残存している状況がいくつも観察さ

れた。これらのブロックは，製塩土器を多く含む黒褐急土j麗に密着していたことから，製塩遺

構付近で喝の土器の廃棄がかなり頻繁におこなわれたと考えられる。近藤は法堂遺跡の製塩遺構

について，製塩遺構内の製塩土器の堆積は製塩土器の使用後の廃棄場所で、あり，ブロック状に

まとまっているものは廃棄の単位を示す可能性があると指摘している(近藤 1984)。広畑貝塚・

法堂遺跡;で観察された灰層や国化した灰塊が古墳時代前期に存在する製塩炉の材料と類似して

いることから，炉構造物の残骸である可能性があるとも述べている。全底部資料の中で製塩土

器底部が 90%を占めるほど多量に出土したこともあわせて考えると，法堂遺跡の製塩遺構は

土器を大量に消費する工程に使用されたと考えられる。

上高津貝塚で、は遺跡の南端で、大型炉跡が検出された(第 7図)。長軸1.8m，短軸 1.4mの瓢形

の形状であり，壁面・床面ともに被熱して赤変している。炉跡から出土した遺物は無文粗製土

器が約 50%を占め，それらの多くには灰白色の物震が付着していた(塩谷ほか 2000)。しかし，

製塩遺構の磁土から出土した製塩土器は無文粗製土器の約 2害IJにあたる 19点のみであった。

炉跡の緩土を成分分析および珪藻分析にかけた結果，海草・海藻に付着して生育する珪藻であ

るCocconeisscutellumが優占したが，覆土の成分分析ではカノレシウム，マグネシウム，ナトリ

ウム，硫黄について明瞭な差はあらわれなかった。土器に付着していた灰白色の物質について

はカルシウムとマグネシウム成分が著しく高い結果となり，近藤が指捕したように灰白色の物

貿は炭酸カルシウムを主成分としているようである。大型炉跡の使用された時期については，

ら加1曽手IJE式から姥111II王にまでの土器が出土し炉跡の床面から姥山 H式の浅鉢が出土

したことから，少なくとも姥11JII式期までは使用されていたようである。覆土に関しては， rJt 

を含んで、いること以外詳しく述べられていない。灰や製塩土器の堆積層が形成されてい

ないことは，法堂遺s1Jtの製塩遺構とは異なっている。

法堂遺跡と同じく微高地上に立地し，製塩土器の出土量も多い前浦遺跡でも製塩遺構が検出

されている(寺門 1983)。この製塩遺構は時期的には安行 3a・3b式期にj蒸し，炉跡・竪穴遺構-

j天の11主積・ IjL地式の遺構が確認され，これらは製塩作業小屋，土器や灰を廃棄した場所ーなど製

jj~活動に i直接かかわった遺仲間平として解釈された。

小山台民i家は台地上に立地する遺跡で、あるが，製塩土器，灰層をともなう遺構が確認されて

いる。規模は長tiilU約1.5111，短時illJ約1.0111で，楕円形の落ち込みの中央部に口径 40cmのピット

が掘り込まれ，灰層は遺構の中にも及んでいる。遺構付近には全面に加熱を受けた跡があり，

遺構上告r~では灰層のj草さは最大で 20cm をはかったという(永松ほか 1976) 。灰層の広がりはほ

ぼグリッド全面に広がっていたことから，およそ 4mlIT]方の純溜であったことがわかる。製塩

土器は揺を形成するほどの盆で、はなかったが，製塩土器とともに灰層が存在し被熱痕が観察さ

れたことから，この遺構は製塩遺構とみなされるだろう。

以上のように，製塩遺構の報告例は煎熱または焼き塩の工程で利用されたであろう炉跡と考

えられる遺構が中心となっている。前浦遺跡での竪穴遺構，平地式遺構については，遺構13体

や土器製塩活動の工程に関する基礎的な構報が少ないため，製塩作業の工程を考えるにはさら
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第 7図 上高津貝塚の製塩遺構(窓谷ほか 2000 第 171~ より作成)

に検討を要する。炉跡のほかにも，製塩土器がまとまって出土する例が確認されている。 殿

台遺跡(千葉県成田市)では製塩土器が 5基の土坑中から出土し，灰や焼土の層も確認されてい

る(寺門 1986)。このうち 2号土坑からは 67点の製塩土器が出土し，底面近くからは安行 2式

の粗製土器半個体が出土した。三輪野山貝塚(千葉県流山市)の土坑からは製海土器が集中的に

100点ほど出土しており，これらの製塩土器は安行 2式粗製土器の大型破片の付近で、出土して

いる(小栗氏の御教示による)。製塩土器は安行二 2式の粗製土器にともなっているため，三輪野

山遺跡において製塩土器が存在したのは安行 2式期以降と判断してよいだろう。

現在のところ製塩土器がまとまって出土する遺構としては，炉蹴;を仁iコ心とする製塩遺構と土

坑の 2者が存在する。加熱を受けた炉跡は主に煎黙の工程に利用され，土坑での製塩土器や灰

の堆積は製塩土器の内容物である塩を取り出したあとの廃棄の痕跡であると考えられる。土坑

は製塩活動に利用されたものではないが，製塩土器の廃棄としづ場面で、製塩活動の一端を担っ
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たと考え，製壊にかかわる遺構としてとらえられる。殿台遺跡で1ま土坑中で、灰層のほかに焼土

層も確認されているが，煎黙をおこなったと考えにくいので，やはり製塩土器を廃棄した土坑

と考えるのが適当であろう。上高津貝塚 C地点や三輪野山貝塚において，居住域付近で一定

量の製塩土器が出土していることは，煎黙のような製塩作業よりも製塩土器の廃棄という状況

を示していると考えられる。

製塩i虚構を含め製塩にかかわった遺構を整理すると 3 まず主に煎熱・焼き塩工程に利用され

たであろう炉跡，作業場としての建物跡，製塩土器の廃棄場所である土坑に分類できる。炉跡

は微高地上の法堂遺跡，前浦遺跡，台地上の上高津貝塚，小山台貝塚で、確認されているが

構の規模と遺跡の立地，製塩土器の堆積などの点から前者と後者の性格が異なっていたと考え

られる。

土器製塩には採蹴，煎熱，焼き塩という工程が想定されるが，縄文時代の製塩遺構が製塩の

工程のうち担った役割を判断することは園難である。工程に関しては 3 遺跡関の分析からそれ

ぞれの遺跡がもっ製塩工程の役割を復元しようとする研究や(高橋 1996)，製塩実!殺を参考に

しながら土器製塩の工程を復元し製塩工程と製塩遺構との関係を探る研究がある(丹コ村 1998)。

しかし，工程ごとに製塩施設を設けるほど，製塩規模が大きくなかった可能性についても考慮、

しなければならないだろう。

製塩に関わる遺構の検出例は製塩土探出j二遺跡数に比べると極めて限定的である。この事実

は土器製品1をおこなう遺跡と生産された塩を消費する遺跡が異なっていたことを示していると

考えられてきた。指が土器ご、と運搬されたとすれば，生産地においてもっとも燃料を消費し灰

や焼士も多量に廃棄こされることとなり 3 生産地から離れれば煎黙の工程がなくなるので煎黙の

痕跡となる灰や焼土が観察されなくなっていくはずである。議ヶ南岸を中心とした遺跡で製

J;\l遺構や多量の製塩土器が検出されているのは，塩が鐙ヶ託~南岸の遺跡で、生産されていたこと

を示すと考えられる。土器製塩の場合，塩を得るために降水を煮沸して濃縮する方法がとられ

るため， 1m黙の工程で灰が生じ製塩土器も加熱によって消耗してゆく。この結果，法堂遺跡な

どではj蓄を成すほとJの多量の製塩土器が廃棄され，灰・炭化物の層またはそれらを含む層が形

成されたと考えられる。 広畑貝塚では製塩遺構は検出されていないが，製塩土器・灰の層が確

されていることから，土器を消費し灰を大量に残すような煎熱が主におこなわれていたのだ

ろう O

台地上の遺跡で、は製漉土器の出土量は少なく，製塩遺構が報告された遺跡は上高津貝塚と小

山台貝塚の 2遺跡のみである。これに中妻貝塚も含めてp 霞ヶ浦南岸の製若干L遺跡を取り巻くよ

うに立地する台地上の製塩土器出土遺跡で、は，より内陸の遺跡、よりも第三塩土器の出土量が比較

的多いといえる。微高地に立地する製塩遺跡において主に煎黙がおこなわれたとすれば，ヤマ

トシジミを主体とする汽水・淡水域に面した上高津貝塚などでは海水の採取が困難であるとい

う点からも，煎黙をおこなったと考えるより，持ち運ばれた塩を加工に用いていたととらえら

れるだろう。製塩遺跡での多量の製塩土器・灰などの廃棄からは，そこで、生産された塩が製塩

遺跡内での消費訟を超えていると推察されるため，周辺の遺跡へと塩が持ち運ばれた可能性は

22 



縄文時代土器製識における労髄形態

極めて高いと考えられる。このため台地上の遺跡では土器製塩の工程でも採械や煎黙はおこな

われず，おこなわれたとしても焼き塩程度の工程であったと考えるのが最も妥当であろう。上

高津貝塚の製塩遺構の覆土から出土した製塩土器片は 19点のみであり，無文の粗製土器や条

線文系の土器が占める比率の方が高かつた。上高津貝j塚諒で

北領俄側1]のB.C地点でで、あることから，多量の製塩土器が堆積した法堂遺跡の製塩遺構との主主具が

明確である。上高j津母輩主良塚や小i山J心J台呉塚で

いため，土器を消費しやすい煎黙という工程を担っていたとは考えにくく，やはり焼き塩のよ

うに加工的な性格をもっ工程か，または製塩のみではない多様な用途に用し、られていたのであ

ろう。

VI 土器製塩と労働形態

関東地方縄文時代土器製塩の中核地域である霞ヶ浦南岸を中心に製塩土器の締年を再検証

し，周辺の遺跡より出土した製塩土器と比較してきた。また，製;塩土器の製作技法と製塩遺構

を土器製塩工程と関連付け，主主の生産と流通について考察した。関東地方の事例からは， 11ヨ汀

線に近い製塩遺跡で、生産された塩が台地上の遺跡;へ搬出されたことを明示した。 内陸部におけ

る製塩土器の分布をみると，環状盛土遺構を有する遺跡;からのl::lj二i二が確認されており，従来指

摘されてきたように集落開の交換の結果を示していると考えられる。製~1，K土器の iコ縁者1)制整と

底部形態の関係をとらえることは完形品が少数で、あることから|忍難であるが，底部形態からは

時期の進行とともに底部径が小型化する傾向が明らかとなった。底部j王痕は遺跡ごとに比率が

異なることから，製塩土器以外の土器の製作技法とも関わる可能性があり， J1投入されたi時期を

示すかもしれない。関東地方では旧汀線から淡水域まで、の遺跡;に製塩土器が広く分布すること

から，塩の生産から消費まで、の全ての過程に製塩土器が関わっており， j盆を運搬するための容

器としても用いられたと考えられる。特に，製塩遺跡での製塩土器iコ縁部の調整には規格化が

顕著にあらわれている。

ここで検討した縄文時代における土器製塩の労働形態について，前述したコスティンやアー

ノノレドの研究と比較検討してみる。コスティンの示した 4つのパラメーターは，コンテクスト・

集中度・規模・集約度である。集約度は常勤と非常勤との違いをあらわすが，縄文11寺代土器製

塩に限らず，製塩は季節的な作業で、あるとされている(鹿山 1997)。日本の民俗資料や歴史資

料において，海水産煮や揚げ浜式塩田のように小規模な製温は夏季に操業されている(日本塩

業大系編集委員会 1977，麗IJJ1997) 0 s本海根1]や東北以北では冬に雪が降るためといえるかも

しれないが，瀬戸内海沿岸のように比較的温暖な地域であって仏製塩は夏季を中心とする季

節におこなわれていた。縄文時代では，仙台湾に位置する里浜貝塚から出土した製塩土器底部

圧痕から，夏季に製塩がおこなわれたと推定されている(小井)11 ・加藤 1988: 31頁)。里浜良

塚茜畑北地点の調査では，出土した底苦ri172点のうち 99点に木葉痕が認められている。これ

らの多くがカシワに比定されており，カシワの木葉を得られるのが 6月から 10月で、あるため，

この期間に製塩土器が製作されたと考えられたのである。製塩土器の製作と製塩が連続してお
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こなわれるかどうかの保証はないものの，夏季は製塩に適していると考えられることから，製

塩は夏におこなわれた可能性が高い。近世:日本の製塩事例からみても，縄文時代の製塩が通年

の作業であるとは想定しがたく，水分の蒸発量が多い夏季を中心とした季節約な労働で、あった

と推定される。

集中度に関しては，原料が海水で、あり製塩がおこなわれた場所が関東地方では霞ヶ浦南岸に

限定されることから，労働は分散ではなく集中的な形態であったと考えられる。当時の霞ヶ浦

は汽水域で、あったと考えられるが，現在のところ太平洋沿岸や東京湾における製塩遺跡は報告

されていなし ¥0 製塩土器の出土数を考慮しても，太平洋沿岸の当時の打線付近に製塩遺跡が存

しなかったと考えられる。東京湾沿岸では比較的多量の製塩土器が出土する遺跡は存在する

ものの，民ヶ浦南岸地域ほど集中した製塩土器の出土は認められない。製塩遺跡が霞ヶ浦南岸

地域に集l二十Iする煙出としては， [大]t竜神、鴇の活発化との関連も指摘されているが(鈴木 1992，常

松 1997)，より直接的には当時の製塩法との関連が考えられる。縄文時代後期言言葉において 3

アマそのような海草を利用した製塩法が開発されたとされ(加納 2001)，海草が生育しやすい

汽水域の河口付近であった霞ヶ持11南岸で製塩が盛んになったと考えることができる。さらに，

製に土器が用し、られるようになっても，海草を利用する製塩法であったとすれば，この地域

が製塊の中心地として発達したととらえるのが妥当であろう。

残るコンテクストと規模のj食言すには，不碑定な部分が含まれる。コンテクストは従属専業か

組立専業かを示すパラメーターである。前述のように縄文時代後期前葉においては土器を用い

ない製品L法がおこなわれたと考えられており(加納 2001)，後期後葉に土器製域が出現すると

いうことは砲に対ーする需要の高まりを示している。縄文|時代において塩は者修品であったと考

えられるものの，従属専業を支持する根拠は見当たらない。純文時代の墓制には世襲的|培屠制

の存在を示す積極的な託拠がみられないことから (111田 2003)，エリートがパトロンとなる従

属専業がおこなわれた可能性は低いだろう。よって，縄文時代の土器製塩は独立専業の範囲内

で、あったと考えられる。労働単位のパラメーターである規模は，親族の労働力か非親族かといっ

た労働力の単位を反映する。 i去堂遺跡は通常の集落遺跡ではなく，製塩のために利用されてい

たと考えられている。製塩遺跡は汀線付近の微高地に立地しており，広畑貝塚では背後の台地

i二に戒が限定されているが，里浜貝塚の西畑地点と西土IB北地点のように，汀線に近い員j家

部分は作業場として考えることができるだろう。法堂遺跡の場合には，製塩のために季節的に

利用された可能性があるものの，非親膝労働を想定するための考古学的証拠は少ない。他の 3

つのパラメーターをコスティンの表に当てはめると，規模に関して縄文時代土器製塩は集回専

業に当てはまり，親族労働によってなされていたことになる。

製i荒土器分布の時系列的な展開をみると，縄文時代後期後葉に霞ヶ浦南岸で土器製塩が開始

され，上高津貝塚や中妻貝塚など霞ヶ浦湾辺の遺跡に分布域が拡大する。大宮台地の製塩土器

のほとんどは晩期に属すると考えられる。製塩土器のみから塩の流通状況をうかがうことはで

きないが，製塩土器の分布j或が拡大していることは明らかである。霞ヶ浦南岸地域では粗製土

器から製塩土器が派生する過程を観察で、き，さらに同地域において製塩土器の製作技法が規格
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化し製塩土器出土量;が増加することから，製塩設の増大と作業の効率化がはかられたと考えら

れる。北米カリフオルニアのチューマッシュ (Chumash)族の事例では，エリートが交換をお

こなうために貝製ピーズの製作工程を管理していたとされ(Amold2001・2004)，チューマツ

シュ後期以降のビーズ製作はコスティンの集中工房にほぼ相当すると考えられる CKawashima

2008)。チューマッシュ中期から後期にかけてのビーズ製作において，良種・使用部位のほか

ドリルの形態・石材採取に変化が認められ，効率的な作業がおこなわれるようになったことが

明らかにされている。縄文時代の製塩土器の変化も同様の傾向を示すといえるだろう。ただ，

縄文時代土器製塩は常勤の労働で、はないため，チューマツ、ンュ後期社会のようにtt!:礎的措層化

が生じている段階とは異なると考えられる。しかし，縄文時代における製塙が地域的に眼定さ

れた活動で、あるとしても，土器を用いた製塩は狩猟採集民の民族誌に認められず，縄文i時代の

塩の生産と流通の証拠は狩猟採集民社会においては極めて特=異な例であると考えられる。後述

のように，製塩をおこなう社会は主に農耕を経済的基盤としており，事f猟採集~が製をおこ

なう事例l主体が極めて少ないといえる。

狩猟採集民とされる縄文社会においておこなわれた土器製J誌は 3 とやの程度の社会的意義を

有しているのだろうか。管見に触れた限りでは，製塩をおこなう狩1iit採集氏は北米カりアオ

ルニアのいくつかの部族のみであり CKroeber1925 : p. 236， McLendon and Oswa1d 1978 : p. 286， 

Parsons 2001 : pp. 226-227) ，比較的社会組織が発達した社会で、あると考えられている。いくつ

か報告されている素朴な製塩法の中では，パプア・ニューギニアの事例がよく矢ねられており

(第 4表)，海岸の流木や塩泉に木材などを浸し，これらを燃やして灰j認を得る方法がおこな

われている。これは灰塩 Iと分類され， 日本の古代における藻塩焼に通じる技法で、ある(力!]納

2001)。灰塩立の技法は，海水や塩泉を利用しない点が特徴で、あり，塩分を含む!j守A:の市:をm
いて灰塩を製作する。灰塩Hによって得られた塩はカリウムを多量に含んでおり，生珂朗!的に必

要でで、あるナトリウムを排j出j担jさせてしまうと考えられている (Me符gg出it抗t19列58心)。この点から，製塩

が生理的欲求ではなく，味覚などのn蓄好的理由にもとづいて開始されたと理解できる。また，

灰塩のように生産量が少ない場合であっても交換がおこなわれていることから，縄文時代土器

製塩が交換のためにおこなわれた可能性があるだろう。

土器を製作する狩猟採集民の事例自体が少ないものの，この中で、土器製塩をおこなう事例は

縄文時代だけであると考えられる。少なくとも，民族誌には記録されておらず，先史社会にお

ける土器製塩にしても明確な狩猟採集民の事例はないようである。ヨーロッパの新石器時代は

;最も古い事例であるが(近藤 1984，Parsons 2001) ，すで、に農耕:を導入した社会である。!こ|コ患に

おいて土器製塩が開始されたのも農耕導入後であり (Flad2005) ，北米・中米・南米でも同様で

あることから (Brown1980， Dumas 2007， McKillop 2005， Parsons 2001)，農耕j:社会において土

器製塩がおこなわれる場合がほとんどであると理解できる。この事実から，農耕導入後の社会

において，動物などからのナトリウム摂取量の減少を補うために製塩がおこなわれるという解

釈もある (Brown1980， Dumas 2007)。しかし，縄文社会が狩猟採集経済であり，農耕社会で

あるニューギニアにおいてナトリウムを排出する作用をもっカリウム主体の灰塩が用いられて
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第 4表製塩の事例

地域 部族名または時期 製塩法 文献

ニューギニア 灰塩 l M cArthur 1 972 

ニューギニア内陸部 ダニ 灰塩 I Heider 1970 

ニューギニア内陸部 モニ 灰塩 l 石毛 1976，本田 1967

ニューギニア内陸部 エンガ j天塩E Meggitt 1958 

ニューギニア内陸部 パノレヤ 灰塩日 ゴドリエ 1976

カリフオノレニア ポモ， ヨクーツ j天塩 Parsons 2001 (まカミ

アッサム ラケーノレ 灰塩 i Panγ1932 

アッサム アパ・タニ 土器製塩 Furerヘ~寸E目-

1:ド臨.129) 11省 新石器時代後期(前2500年~) 土器製塩 Flad 2005 

メソポタミア 前3~2千年紀 土器製塩 Potts 1984 

ポーランド 新石器11寺代中期 土器製塩 近藤 1984

北米南東部 ミシシッピ知j(AD 11 世紀~) 土器製塩 Brown 1980， Dumas 2007 

メキシコ ポストクラシック期中期 (AD11 世紀~) 土器製品1 Parsons 2001 

マヤ クラシック期後期 (AD6~91:1.t紀) 土器製塩 MむKillop2005 

南米(コロンピア) AD 1世紀~ 土器製壊 Parsons 2001 

アフリカ AD 10~15 世紀 土器製塩 Parsons 2001 

いることを考えると，生理学的必要性から製塩の発生を説明することは難しいだろう。このほ

か，塩の社会的役割として指摘されているのは，国家形成期など権力の集中がなされる時期に

おける境の集/:1味Ij用である (Po口s1984 : p. 63， Parsons 2001 : p. 232) 0 すでに塩の需要が確立し

ている社会で、は，権力者が塩の生産と流通を管理することが各地で普通的にみられるようであ

る。これらの製塩事例との直接的な比較によって単純に縄文時代の社会組織を復元することは

できないが 3 縄文時代後・晩期の土器製塩の労働形態を考察するための参考となる。土器製塩

ではj天塩に比べてナトリウム濃度が高い塩を得ることができると考えられ，またより大量の塩

を生産することができるだろう。ただ，土器製塩には多数の土器と集約的な労働力が必要とな

るため，ある程度社会組織が発達していなければ土器製塩をおこなうことは難しいと考えられ

る。

土器を]=I=Jし1ない製;出iLの事例をみておこう。ニューギニア高地のバノレヤ (Baruya)族は焼畑農耕

をおこなっており，サツマイモ・タロイモが主要作物である(ゴドリエ 1976)。集毘の総人口

は約 1，500人であり，政治組織は無首長制とされる。製塩は栽培された「塩の草(Coixgigantea 

Koenig ex Rob) Jを用いておこなわれる。毎年乾季に刈り取られ，焼いて生成された灰を憾過

してi械水とする。 liliJ形塩を得るための製塩場は製塩の専門家が所有しており》長さ 3.5m，高

さ0.3m，11居0.3111のトンネノレ状のかまどが設置されている。かまどは塩の草の灰を原料として
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されている。この上部に長さ 80cm，I憧 12cmの鋳型が 12"'15ヶ所設けられ，ここに蹴水

が注がれ棒状の鹿形塩が生成されるのである。かまどの組j支は 55------65
0C に保たれ 3 作業は 5

昼夜続けられる。この結果得られるのは，長さ 60'"72cm， '1)富山----12cmの棒状の溜形塩であり，

15本で平均 25------30kgをはかる。製塩作業のうち，塩の革の収穫と灰作りには最大で 10人が

参加しているが，織水を得る作業と煎黙は製塩の専門家がおこなう。製塩の専門家は男性であ

り，平均 30 人の成年男子がいる村で 2~5 人と限定されている。生産された塩は瀧の草が栽

培される土地の所有者のものとなるが，集団内で分配され，さらには近隣部族との交換に用い

られる。遠い場合では，歩いて 4日以上の距縦に居住していた部族とも交換がおこなわれた。

交換はノくノレヤ族側が訪問する形式で、ある。ゴドりエの推計では，パノレヤ族全体で、少なくとも

間 21人の専門家が塩の生産に携わり， 250 本の塩が生産されていたと考えられている。j;\~は

交換に用いられるが，一方で実際の用途としては儀礼に用いられることが多いとされ，

半本ほどが消費される O 塩は日常的に消費されるのではなく，肉と同様のカテゴリ

と認識されている。

パルヤ族ほど、専門的で、はないものの，塩に対する同様の認識は，ニューギニア高地における

ほかの部族でも観察されている。モニ (Moni)族とダニ (Dani)践の村では，観察された 34日間

のうち食事に塩が用いられたのは2度のみであった(石毛 1976:369頁)。この村はそニ族によっ

て製塩がおこなわれているクムパ(Kumupa)という塩泉から 5日ほどの距離に位置している。

クムパの塩は直線距離で、約 170km西方まで供給されていたとされる。クムパでは取泉を利用

するが，塩泉は共同で利用されており，基本的に女性が製塩をおこなう。乾燥させたいくつか

の植物を一昼夜塩泉に浸け，翌日に弾?とともに燃焼させる。地面に掘った深さ約 10------15cm， 

長さ約 30"'-'40cm の穴にバナナの樹皮を敷き，ここへ灰の中にできた塩の結I~~~I を拾い集める。

これを数iヨ乾燥させると，悶形塩となる。 i誌の包みは直径 10cm，長さ 30------40cmほどになり，

重量は約 1.5kgをはかる。クムパの塩は結晶を灰から取り出しているため，ナトリウムを多く

含む塩となっている(石毛 1976: 368頁)。クムパの事例で、は塩泉と不特定の革を利用している

ことから，基本的に通年製塩をおこなうことが可能であると考えられる。製塩の規模は小さく，

労働形態は世帯ごとであると考えられる。クムパのほかにも 2ヶ所の塩泉が存在すると報告さ

れているが (Heider1970 : pp. 44-47) ，集落問の交換に供されるのはクムパで、生産された塩のみ

である(石毛 1976)。石毛の誠査は 12月から 1月にかけておこなわれたが，この期間に雨が少

ないわけではないため (Heider1970) ，坂は年間を通じてla1T続的に生産されていたと考えてよい

であろう O

ニューギニア高地の事例は土器を用いない製塩法であるが，縄文時代土器製塩と塩の交換

に関していくつか参考になる点がある。モニ族は世帯単位の労働j形態で、塩を生産するが，交

換は頻繁におこなわれており，片道 10日ほどかけてクムパに交換に訪れる部族もいる(石毛

1976)。交換について詳しく述べられていないが，特:定の交換相手が存在していると考えられる。

モニ族の製塩に比べ，バノレヤ族の製;塩は製塩焔設をともなったより複雑な工程をもっ。製塩は

季節的な生産活動であり，塩の草を収穫するために最大で 10人が動員されている。塩泉を利
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用しないものの，塩の草を栽培する土地や採鉱・煎熱の技術が必要となるので，限定された場

所で製塩がおこなわれる。パノレヤ族の事例で、は，自ら交換相手を訪れて交換をおこなっている。

縄文時代の製塩には土器製作が必要で、あり，製塩専用の土器が大量に存在し，製塩土器口縁部

の調整が規格化されることは，事:i塩活動の専門性を示すと考えられる。ニューギニアの製塩と

比較すると，縄文時代土器製塩で、は世帯単位よりも大きな労働力が動員されたと考えるのが妥

当であろう。ノ〈ノレヤ族の製塩で、は専門の工人が存在するものの，労働の単位は親族の範囲を超

えていない。

ニューギニア西部高地のエンガ(Enga)族も製塩をおこなっている (Meggitt1958)。エンガ族

ではビッグ・マンの存在が知られ，モニ族・パノレヤ族よりも社会的に複雑で、あると考えられ

る。ここでは塩泉を利用して製塩がおこなわれ，モニ族の方法と類似している。ただ，塩泉に

80~90 ほどの方形の区切りが設けられ，各 i玄切りが個人所有となっている点は異なっている O

塩泉によっては自由に掘って拡張したり，新たなプーノレを掘ることもできるので，必ずしも限

定されたメンバーによってのみ塩泉が利用されるわけではない。エンガ族は塩泉の近くの柔ら

かい木を乾燥させ，通常 2"'3ヶ月塩泉に浸けておくが，息分が濃い塩泉で、は数週間のみの場

合がある。t'li泉に燐接して構築された 2.4~ 3.0 x 9.0 ~ 4.5111の簡素な小屋で、浸けておいた木

を燃焼させる。ノト患の地面には，いくつかの浅し¥/J、ピットが炉として掘られている。ここで一

昼夜木を燃やし，出来上がった灰塩は湿気を防ぐためパンノミなどの大型の葉で包まれ，平均

的な重量は約 2.3-----2.7kgである。この作業は塩泉の木を使い終わるまで数日繰り返しおこな

われる O 交換はjj，i泉に塩を求めて訪問する形態である。

どの事例でも塩は貴重品であり，モニ族とパノレヤ族で、は交換のほかには主に犠礼的な状況で

されている。エンガ族でも塩は犠礼的交換に必要とされるものであり，製塩をおこなう重

要な理由として，他集団との関係を保つために塩が儀礼的に交換・分配されていることが挙げ

られている。 指泉の近隣に住む人々は塩泉からの水を直接利用しているが，それでも固形塩は

塩分の補給源で、はなく儀礼的に重要なものであると認識されている。間様lこ，交換によって塩

を入手する集団は，固形i査をただ消費するためというよりも，儀礼的用途に用いている。縄文

時代の製塩は海水を利用しているため，製塩をおこなう場所が得、携と重複しており，このため

に製塩とi州勢が関連付けられることが多し¥(鈴木 1992，常松 1997)。しかしながら 3 素朴な製

塩法をとる社会において塩が食料の保存に用いられた事例は存在しておらず，塩の用途が海産

物の保存であるという仮説には検討の余地があるだろう。

W おわりに

本稿で検討したように，広よ/11貝塚や法堂遺跡のような霞ヶ浦南岸における製塩遺跡では，土

器製塩の口容音1¥形態に規格化が認められ，なおかつ大量に製塩土器が消費されている。これに

比して，より内陸の台地 l::-Jこ位置する遺跡においては 3 製塩炉と報告された遺構を有していて

も，製埴土器の調整技法に規格化がみられず，製塩土器出土量が格段に少なくなる。霞ヶ滞

南岸の製塩遺跡においてへラ切りが砲される A・B類が卓越することから，これらが製塩に用
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いられたと考えられる。内陸部に多くみられる C類は，製塩遺跡からの出土比率が低いため，

製塩よりもむしろ溢の運搬容器として用いられた可能性がおいだろう。ニューギニアの事例で

は，塩の生産地を中心として直接的な交換がおこなわれている。関東平野の製議土器H:ilて遺跡

の分布をみると，交換の中継地が必ずしも必要とは考えられず，製j菰遺跡との直接的な交換形

態も視野に入れるべきだろう。いずれの交換形態であるにしても，民ヶ滞南j埜において自家消

費を超える量の製塩がおこなわれ3 塩が交換されていたと考えられる。

ニューギニアの製塩事伊!との比較によれば，縄文11寺代の製塩で、は土器をJlJいた煎j誌がおこな

われたので，土器製作・煎熱過程においてより多くの労働力を要したと考えられる。縄文時代

土器製塩では，製塩遺跡において生産の効率化・集約化が起こることが議認できた。通常，自

家消費を超える生産にはより大きな労働の単位が必要となる。ニューギニアのそニ族は11t帯ご

とに製塩をおこなうが，より複雑な製-塩工程をもっバノレヤ族は親族から労働力を得ている。さ

らに，非親族を動員する，より大規模な労働形態は111:襲的階層制の社会で、おこなわれるとされ

る(Amold1996， Amold and Munns 1994) 0 例えば，チューマッシュ肢のピースペ三政では非親族

労働が想定され，この労働単位はiil:裂的なエリートによって管sTIされていたと考えられてい

る。縄文の土器製境ではチューマッシュ族ほど分業の要素がみられず労働組織が複雑でないた

め(Kawashima2008) ，複雑化狩猟採集民のような階層化社会の指標とされる非親族労働まで発

展していなかったと考えられる。エンガ族のように社会組織の発達した社会で、あっても製慌の

技術が発達していない事例もあり，注意を要するが，パルヤ族の事例で、は労働jの規模と製J1i，[技

術の相関が観察される。縄文i時代後期末から晩期にかけて，霞ヶ浦南j芋の特定のJjd:ttjFではヰ:鈴i

的ではあるが集中的に製底がおこなわれており，土器製品主においてある程度集約的な労働形態

が想定される。

したがって，縄文時代土器製塩は季節的な親族労働によっておこなわれ，を統W~i し，交

換など生産された塩の管理をおこなうために，親族労働jを動員で、きる程度のエリートが存在し

ていたと考えられるのである。
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1)鈴木らは小111台貝塚で発見された鋭く尖る底部を，砲弾型である製塩土器の底部と異なるlJ¥111台n類と

した(鈴木・渡辺 1976)。しかし，関東地方において小山台日類の類例は小山台貝塚で、の 11!iIJのみである。

東北地方1111台湾沿岸で類似した形態の製塩土器底部がみられるため東北地方との関係が指摘されている。
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2)尖底と丸底は本来区別されるべきであろうが，丸践はナデを施したりせず，断面形態もやや尖jまより丸

みを帯びる程度で、あるため，平底と尖底・丸底という大詰IJで、扱った。

3)煮沸効率に関する製塩実験によれば，器壁を薄くするよりも口径を大きくしたほうが水分の蒸発率が高

まることが指描されている(本多 1995)。

4)カルシウム化合物を主成分とする。海水を煮沸すると析出し，土器に悶着して熱の伝導を阻害する(杉田

1994)。
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)11 JI1j 尚宗

Labor organization in salt production of the Jomon period 

KAWASHIMA，τakamune 

Salt production in the Late to Final Jomon periods has been the subject of much study， especially 

with regard to its production processes and exchange networks. During the Jomon periodラ saltwas 

produced by the use of specially designed pottery which possessed both thinner wal1s and coarser 

finishing than other specimens from the era. Such pottery has been excavated in large volumes at 

salt production sites， which implies intensive sa1t production took place at the time. Salt production 

pottery has been found in nOlih-eastern Japanラ mainlyalong the Paci五ccoast. It is thought that due to 

the absence of rock salt in lapan， salt was produced by boiling down sea water inside the specialized 

pottery. As the distribution of potteIγextends to inland areas of the Kanto region， the fact that salt was 

transported from coastal areas has been readily acknowledged. As a result， there has been considerable 

study of related exchange networks and manufacturing processes although there has been no 

investigation into the organization of labor in pottery-based salt production in itself. This paper examines 

the organization of labor in and the scale of Jomon period salt production while offering comparative 

perspective from earlier papers on craft production and specialization. Firstラ 1describe Chl・onological

changes in the自nishingof pottery rims based on observations of salt production pottery discovered at 

pr・oductionsites and inland sites around Lake Kasumigura. Among pottery found at production sites， 

those dating back to the end of the Late Jomon period carry numerous cuts along their rims， marks 

which in fact become more prevalent in pottery from the beginning of the Final Jomon period. This can 

be interpreted as standardization excIusive to salt production potteIγ， and implies the emergence of an 

intensified manufactllring process. In order to clarify labor organization， the manufacturing processes 

of J0I710J1 salt production a1・ecompared with those of ethnographical examples from New Guinea. 

1t is worth noting that there are no other historical 01" ethnographical examples of pottery-based salt 

production among hunter-gatherers. Although the examples from New Guinea deal with non-pottery-

based salt production within agricultural societies， the relationship between the 01・ganizatior
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