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はじめにはじめにはじめにはじめに    

「縄文土器の文様には意味がある。」そう断言して日本で最初に系統的

に文様の解読を行ったのは武居幸重である。 

彼は諏訪湖・八ヶ岳山麓一帯の縄文土器を考察した結果を「先土器時

代の崩壊における諸問題」「縄文のデザイン」「縄文心象」にまとめ、わ

れわれに縄文土器の文様に意味があることを示した。彼の最も大きな業

績は文様が基本的に記号であることを提示し、その解釈だけでなく用

法・意味表現の原則を日本ではじめて提示したことである。われわれは

彼の非常な努力によって次の段階に進むことができる。しかし武居幸重

は記号の意味表現を説明するためにまず膨大な記号ひとつひとつの解釈

を展開する必要があったため、記号表現の内容と例示については必ずし

も十分に整理されているとはいえなかった。この論述の目的は、不十分

だった点を記号学的な観点から整理し、それを補いつつコードとして完

成することである 

ここでは武居幸重のデッサン、提示した記号とその用法を多く引用する

が逐一ことわらない。親のものは子のものといったところかご了承いた

だきたい。 

 

長野県茅野市丸山遺跡長野県茅野市丸山遺跡長野県茅野市丸山遺跡長野県茅野市丸山遺跡 
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考古館にて考古館にて考古館にて考古館にて 

私たちは考古館に出かけていけば、そこに陳列されている様々な縄文

時代の土器を見ることができる。複雑な文様の土器を前にして、土器の

文様に何か意味があるのではないかと思えるが、私たちはその意味を知

ることができない。私たちは、さまざまな造形に眼をみはりながらも、

縄文人が我々の想像の及ばない世界に生きていたのではないかという疑

問を抱いて考古館を後にする。 

文様は何か意味を持った記号ではないのか。そしてその記号の意味が

わかれば、土器全体の意味がわかるのではないか。その意味がわかれば、

縄文人がどのような人間であったのかもわかるだろう。このように考え

るのは私だけではないだろう。 

この本は、そのような疑問に対する一つの答えとして土器の文様を解

読した結果をまとめたものである。 

まず土器がどのように発達したのかを振り返り、次に文様が記号とし

てどのように成り立っているのかを示し、それらを踏まえて縄文土器を

解読していく。 

 

勝坂式土器文化圏勝坂式土器文化圏勝坂式土器文化圏勝坂式土器文化圏    

およそ１万年間に及ぶ縄文時代の中で、およそ今から 5000 年前から

4000 年前の 1000 年間は縄文時代中期と呼ばれている。その時期に西関

東から中部地方を中心に製作された縄文土器は、多種多様な文様と造形

をもち、日本を代表するひとつの文化圏を形成している。器種が豊富で、

大型で器壁が厚い深鉢土器のほかに浅鉢・台付鉢・有孔鍔付土器・釣手

土器などが見られ、文様は縄文の使用が少なく、太めの隆帯を多用しつ

つ主に沈線や結節沈線などで構成され、粘土隆帯による人体・蛇体の表

現も多く見られるのがその特徴である。 
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八ヶ岳西南麓から諏訪湖盆にかけては、この勝坂式土器のもっとも発

達した地域であり、その造形の多種多様さは他の地域に類を見ない。そ

れはこの一帯が勝坂式土器文化圏の中心であったことをうかがわせるに

十分である。しかし、未だに考古学界では大正 15(1926)年に大山柏によ

って発掘された神奈川県相模原市勝坂遺跡の土器を基準として定義され

た勝坂式土器群の一つに分類されているに過ぎない。 

土器のあり方は実に多種多様であり、一つの様式が別の様式と統合さ

れて、また新たな様式に変化したと思われる場合や、一つの様式が次の

段階でまったく異なった様式であるかのように変化してしまうこともあ

る。そのような土器の存在のしかたは、この諏訪湖盆地周辺・八ヶ岳山

麓一帯に限定してもすべて同じではない。土器を製作した集団の移動と

統合と分散の過程で土器が変化したと仮定すれば、それら土器のあり方

が全て同じではないことに不思議はない。しかしそれを検証するには土

器が 1000 年間のどの位置に存在したものだったのかを特定する基準が

必要になる。そのために土器の形や文様を基準にして年表にするのであ

る。それを考古学では編年と呼んでいる。 

諏訪湖盆地周辺・八ヶ岳山麓一帯の土器に適用される編年は複数存在
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する。なぜならば、最も簡単に言ってしまえば勝坂式土器文化圏は広い

範囲にわたるため、それぞれの地域の研究者により出土した土器の地域

差による主張の違いがあるからである。 

例えば A地域では a,bと

いう文様の組み合わせを

１つの種類と考えたとき、

別の地域で同時期の a,b

という文様の組み合わせ

が存在する保証はない。仮

に前後関係から B,C の文

様の組み合わせが同一年

代に対応することがわか

ったとすれば、どちらを基

準にするかということに

なるのである。従って各地

域の研究者が自分たちの

研究によって土器を分類

し、それぞれの年表を作成して地域差を補っているのである。そしてそ

れらの地域の年表をつき合わせた結果、もっとも各地域との関連性が強

いと思われる年代をそれぞれつなぎ合わせて作られたのが編年対比表で

ある。諏訪湖盆地周辺・八ヶ岳山麓一帯については井戸尻編年が主とし

て使用されており、日本全国的にみれば、関東・東海の年代名が使用さ

れているのが現状である。 

諏訪湖盆地周辺・八ヶ岳山麓一帯の土器の編年は長野県富士見町の井

戸尻遺跡群の報告書「井戸尻」（S40）の刊行を契機として藤森栄一・武

藤雄六によってまとめられたものを主として使用している。この論考で

 

対比表のみ花上寺遺跡発掘報告書対比表のみ花上寺遺跡発掘報告書対比表のみ花上寺遺跡発掘報告書対比表のみ花上寺遺跡発掘報告書    岡谷市教育委員会による岡谷市教育委員会による岡谷市教育委員会による岡谷市教育委員会による 
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も土器の年代表記は井戸尻編年を使用するが、S53 年の曽利遺跡の報告

書「曽利」で武藤雄六によって井戸尻Ⅱ・Ⅲを合わせてⅢと修正されて

いる。 

 

文様解読という言葉文様解読という言葉文様解読という言葉文様解読という言葉    

「文様意味論」ということばと「文様解読」という言葉がある。武居幸

重は「先土器時代の崩壊に関する諸問題」で貝殻状把手付土器の文様意

味の論述中で「文様解読」という言葉を使っている。 

当時、武居は文様の意味を論述するにあたり、「文様意味論」よりも「解

読」ということばを選択した。なぜなら、当時文様に意味があるのか無

いのかという論争があり、彼は自分の論述で土器の文様に意味があるこ

とが明らかになったとし、あえて「文様意味論」という言葉を使用しな

かったのである。そのことは「縄文のデザイン」の巻末で「文献にみる

縄文文様意味論の労作」という項目を設けていることからも窺われる。

しかし人々の「解読」という言葉の受け取り方は必ずしも同じではない

ので、「解読」とはどういうことなのか少し触れておきたい。 

「解読」という言葉で最も連想されるのは古代エジプトの象形文字ヒ

エログリフであろう。 

 ヒエログリフはロゼッ

タストーンに併記されて

いた古代ギリシャ語をも

とにしてトマス・ヤングが

ファラオ名など固有名詞

の解読に成功し、ヤングの

アプローチをヒントに最

終的にジャン＝フランソ

 

 

ヒエログリフヒエログリフヒエログリフヒエログリフ 
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ワ・シャンポリオンによって 1822年に解読された表音・表意文字である。

その後も研究が進み、現代では文法法・辞書にいたるまでいろいろな本

が出版されており、今日ではわれわれはヒエログリフを読もうと思えば

読むことができるようになっている。しかしヒエログリフが読めるよう

になったとはいっても、そのような「解読」という行為は私たちの日常

とはかけ離れた行為のように思われる。しかし私たちは毎日解読をして

いる。それは文字を読むことである。なぜ文字を読むことが解読なのか。

それはなぜ字が読めるかということに深く関係している。 

私たちの頭脳は字に関する記号、発音、言葉としてのまとまり、意味

との対応関係、文法のルールを記憶している。それらは記号学的にはコ

ードと呼ばれている。わたしたちは記号を見た時にコードに従って意味

を逆算的に再現しながら字を読んでいる。 

コードに従って意味が再現される行為－それが解読である。私たちは

解読が理想的に機能しているときには解読している意識さえもたない。

しかし読みにくい字であったり、ところどころ消えかかっているような

文に出くわせば、私たちの「読む」という行為は突然「解読」らしくな

る。われわれはコードに従って記号の類似性や前後関係を推測してそれ

を読もうと努力し、あるときは成功し、時には失敗することもある。 

解読に成功するか失敗するかは、読もうとする対象の条件に左右され

るように見える。しかし解読に必要なのは、読もうとする対象だけでは

ない。コードが必要なのである。コードがあるからこそ、成功・失敗が

判断できるのである。 

コードとは２つのルールによって成り立っている。 

 

１．記号と意味の対応関係に関するルール１．記号と意味の対応関係に関するルール１．記号と意味の対応関係に関するルール１．記号と意味の対応関係に関するルール    

２．文法に相当する記号の用法に関するルール２．文法に相当する記号の用法に関するルール２．文法に相当する記号の用法に関するルール２．文法に相当する記号の用法に関するルール 
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この２つのルールがないものはコードと呼べず「解読」もありえない。 

縄文人は自分たちが持っているコードを使いながら文様を施して土器を 

製作した。そして 5000～4000 年後の私たちが今それを見ている。縄文人

の持っていたコードはすでに失われて

いるから、私たちは土器から意味を読

み取ることはできない。私は冒頭で「縄

文人は我々の想像の及ばない世界に

生きていたのではないかという疑問

を抱えたまま考古館を後にする」と

書いたのは、私たちは考古館で文様

の解読に失敗しているだけだという

ことを言いたかったのである。 

しかし、失われたコードを復活さ

せることができるなら、そのコード

を使って私たちはこれらの土器の意

味を読むことができるようになるは

ずである。そして復活されたコードは整理・統合・廃止・追加を繰り返

して常に成長し続け、理想的な形としては辞書・文法へと発展し、ヒエ

ログリフの解読のように誰でもそのルールを使うことができるようにな

るのである。 

 

解読の扉を開いた在野の考古学者解読の扉を開いた在野の考古学者解読の扉を開いた在野の考古学者解読の扉を開いた在野の考古学者    

武居幸重は日本で最初に縄文土器の文様に意味があると断言した在野

の考古学者である。武居幸重は「先土器時代の崩壊に関する諸問題（２） 

S49.2」で具体的に土器と文様を示し、縄文土器の文様の意味を述べ、文

様は記号であることを発表したが、その契機は S30 年代に遡る。 

 

ロゼッタストーンロゼッタストーンロゼッタストーンロゼッタストーン 
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武居は S30 年初頭より、当時尖石考古館の館長であった宮坂英弌のもと

に足繁く通っていたが、S36 年の 4 月に尖石考古館を訪れた見学者に土

器の意味を尋ねられ、回答できなかったことをきっかけに文様解読とい

うテーマを見出し、S45 年の長野県茅野市和田遺跡発掘の際に残された

土器、S47 年に茅野市米沢丸山遺跡にて岩波吉春・宮坂虎次とともに発

掘した貝殻状把手付土器の考察をもとに「先土器時代の崩壊に関する諸

問題」を書いた。そして武居が次に様々な土器に対して考察していた要

素をまとめたものが「縄文のデザイン」である。どこからも資金提供の

ない在野の考古学者であった武居は、仕事の合間に土器のデッサン・執

筆を行い、自費刊行にこぎつけるのに実に 12年を要したのであるが、そ

の内容は「先土器時代の崩壊に関する諸問題」において提示した「記号

の対構造」を軸として、それまでの記号のコードを一つの体系としてま

とめたものであった。その「縄文のデザイン」に新たな文様解読を増補

しつつ、さらに整理したものが「縄文心象」である。両著書では文様と

モチーフの解釈に加え、なぜそのモチーフが選択されたのかという背景

や、土器の用途についてまでまとめられているが、それらを記号学的観

点から整理し、次にそれを検証する。 

    

「先土器時代の崩壊に関する諸問題」「先土器時代の崩壊に関する諸問題」「先土器時代の崩壊に関する諸問題」「先土器時代の崩壊に関する諸問題」    

    武居はこの縄文時代前期の貝

殻状把手付土器に特異なボタン

状の施文が配置されていること

に注目した。ボタン状の施文を

詳細に検討した結果、豆粒文を

管状の道具で押しつぶし、あえ

てつぶれた部分にもうひとつの
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豆粒状の施文を加えていることに着目した。そしてそれが種子をあらわ

していて、重ねあわされて表現されていると結論し、その理由を縄文人

はあらゆるものが対構造で存在し、それをペアで表現しているとした。 

その対構造とは、記号学的には雌雄の有徴性による対構造であり、本

来雌雄を持たない種子を文様にするときにもたまたまそれが表現された

と考えたのである。記号学的な側面で捉えるならば、種子という共通の

属性を持ちながら、それを対で表現することで雌雄を意味する。 

例えば人間という共通の属性

を持ちながら、男と女という性

に関する有徴性のある記号の存

在を示唆する論考であった。武

居はそれ以降の解読についても、

「縄文人はあらゆるものが対構

造として存在していると考えている」と一貫して主張している。 

また「先土器時代の崩壊に関する諸問題」において武居がもう一つ記

号の意味として提示したのは、ペアの種子は大地・畑に配置されている

ということだった。 

それらの複合的な記号配置によって、陸界や水界などの空間が対構造

に配置され、空間を記号化して２

次元的に再構成し、それを３次元

の土器に配置しなおすという非常

に高度な３次元の空間把握技術が

存在し、土器の記号だけではなく、

土器全体が記号になっていること

を考察した。 

また武居は貝殻状把手付土器の
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ほかに、山椒魚文土器を示して貝殻状把手付土器と同様に、陸界と水界

が漸移帯を中心として対構造で表現されていることを示している。 

S49 年に武居が日本で最初に提示した文様についての解読内容をまと

めると下記のようになる。 

 

１．基本的に大地・畑の文様が記号のベースとし１．基本的に大地・畑の文様が記号のベースとし１．基本的に大地・畑の文様が記号のベースとし１．基本的に大地・畑の文様が記号のベースとして選択され、大地・畑て選択され、大地・畑て選択され、大地・畑て選択され、大地・畑

の記号に対して種子文などの作物が抽象化された記号として表現さの記号に対して種子文などの作物が抽象化された記号として表現さの記号に対して種子文などの作物が抽象化された記号として表現さの記号に対して種子文などの作物が抽象化された記号として表現さ

れている。れている。れている。れている。    

２．縄文人は、表現しようとする対象が原則的に対関係（対構造）で存２．縄文人は、表現しようとする対象が原則的に対関係（対構造）で存２．縄文人は、表現しようとする対象が原則的に対関係（対構造）で存２．縄文人は、表現しようとする対象が原則的に対関係（対構造）で存

在するという基本的な考え方を持っており、記号もそれにしたがっ在するという基本的な考え方を持っており、記号もそれにしたがっ在するという基本的な考え方を持っており、記号もそれにしたがっ在するという基本的な考え方を持っており、記号もそれにしたがっ

て基本的に対関係（対構造）で配置される。て基本的に対関係（対構造）で配置される。て基本的に対関係（対構造）で配置される。て基本的に対関係（対構造）で配置される。    

３．対構造の基本的な関係は雌雄という性に関する関係である。３．対構造の基本的な関係は雌雄という性に関する関係である。３．対構造の基本的な関係は雌雄という性に関する関係である。３．対構造の基本的な関係は雌雄という性に関する関係である。    

４．記号単独についてではなく、複合的に配置された記号全体が、陸界４．記号単独についてではなく、複合的に配置された記号全体が、陸界４．記号単独についてではなく、複合的に配置された記号全体が、陸界４．記号単独についてではなく、複合的に配置された記号全体が、陸界

や水界などの空間を表現するや水界などの空間を表現するや水界などの空間を表現するや水界などの空間を表現する。 

 

武居が貝殻状把手付土器や山椒魚文土器からこれらを考察したのは、

彼が卓越した想像力を持っていたというわけではない。すでに様々な土

器に対して武居が考察していた結果を、それらの土器が顕著な要素とし

て持っていたからこそ論考に選択されたとみるのが正しい。そして武居

がなぜ「先土器時代の崩壊に関する諸問題」の考察に至ったかを知るこ

とができるのが「縄文のデザイン」である。 
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縄文のデザイン縄文のデザイン縄文のデザイン縄文のデザイン    

武居は「縄文のデザイン」で縄文時代の草創期（およそ 1万 3000 年～

1 万 1000 年前）の豆粒文土器についてまでさかのぼって文様を考察して

いる。 

土器のバリエーションが著

しく増加する縄文時代中期か

らおよそ 9000 年前から 7000

年前の土器を考察することで

文様が記号としてどのように

成立しているかを探るためで

ある。武居は、豆粒文が土器を

持つときの滑り止めとしての

機能を持っていたことを認め

つつ、バリエーションが少ない

ことに注目した。その結果、豆   

粒文は土器の用途を補助する

滑り止め機能の範囲内で生活にとって不可欠だった対象物を抽象化して

表現したことを考察し、豆粒文に代表される意味は豆類、粒状植物性食

物、種子だったと述べている。また縄文時代草創期から縄文時代早期（約

10000 年前～6000 年前）にかけて大地・畑に展開する作目を抽象化した

表現が発達し、これらの文様が縄文時代中期には分割、区画化され大地

が耕作地として表現されるようになったことを述べている。 

土器のベースとして大地・畑が記号化されており、そこに作目が記号

化されている。そのような縄文人の基本的な文様表現方法について武居

は哲学者・心理学者 G ・H リュケの論考を引用して説明している。この

 

草創期草創期草創期草創期    豆粒文土器豆粒文土器豆粒文土器豆粒文土器 
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リュケの論考については、今後の彼の提示する記号のあり方についての

大きな論理的な基盤となっている。 

縄文人の基本的な文様表現方法縄文人の基本的な文様表現方法縄文人の基本的な文様表現方法縄文人の基本的な文様表現方法    

哲学者・心理学者 G ・Hリュケは子どもの描いたジャガイモの絵と原

始絵画の関連性について「本来目に見えない土中にある状態でありなが

ら、あたかもそこに見える存在として展開している」という表現方法を

考察した。それと同様に、豆粒文をはじめとする植物性食物も、本来目

に見えない土中にある状態でありながら、あたかもそこに見える存在と

して記号として使われていることを考察した。  

武居はそのほかに、種子（栽

培植物の）を施文することによ

って種子が配置されている背

景に大地・畑があるということ

を同時に表現するという技法

について考察している。記号１

つを配置することにより、その

記号に関連性のあるもうひと

つの記号が背景として同時に

表現されることである。さらに、記号がまったく配置されていない場合

でも、記号を包含している状態をそのまま表現するだけで、見えない対

象物を暗示するという高度な表現も存在し、大地・畑だけが記号として

配置されていても、その中に作目があることも同時に表現されているこ

とになるという表現である。使用された記号と、それによって同時に表

現される（暗示される）記号の関係が対構造になっているということを

提示したのである。武居のこの考えは、「本来目に見えないものをあたか

も見えているように表現する」というリュケの述べた表現方法のほかに、

 

子どもの描いたジャガイ子どもの描いたジャガイ子どもの描いたジャガイ子どもの描いたジャガイモの絵モの絵モの絵モの絵 
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「本来目に見えるべきものも、あたかも見えていないように表現する」

という表現方法が縄文時代の人々にすでに存在していたということを示

したものであった。 

対構造対構造対構造対構造    

武居は「先土器時代の崩壊に関する諸問題（２）」で「縄文人が記号の

対象となるあらゆるものが基本的に対構造（ペア）で存在しているとい

う精神構造を持っていた」ということを述べたが、「縄文のデザイン」に

おいて、雌雄関係のある生物と思われる文様はもちろんのこと、種子文

や根菜類文など雌雄関係のないモチーフでさえもしばしばペアで抽象化

されて記号として配置されている類例を挙げている。  

 

 

 

長野県茅野市下ノ原遺跡長野県茅野市下ノ原遺跡長野県茅野市下ノ原遺跡長野県茅野市下ノ原遺跡 

長野県長野県長野県長野県 茅野市丸山遺跡茅野市丸山遺跡茅野市丸山遺跡茅野市丸山遺跡 
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これらの文様表現方法や対構造を基本とした文様形態は草創期に始ま

るが、草創期では文様が単独で配置されるのが一般的であり、それが早

期にはベースとなる大地・畑部分と文様が分離し組み合わせが発生する。

そして前期には文様の入り組み合わせ・重ね合わせへと発展し、中期に

はベースとなる大地・畑の文様も区画化され、爆発的な文様構成へと発

展することを述べている。 
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対象物がどのような基準で記号化されるか対象物がどのような基準で記号化されるか対象物がどのような基準で記号化されるか対象物がどのような基準で記号化されるか 

武居は縄文時代を通じて、写実的な文様は極めて少なく、ほとんどが

抽象的な文様であり、文様を特定のモチーフにあてはめようとしても、

ほとんど該当しないことに着目した。 

ごくまれではあるが、非常に写実的な表現の土器が存在すること、ま

た抽象的な文様を施す際にも、非常に細緻な表現や立体造形の構成が駆

使されていることなどから、縄文人はあらゆる対象を忠実に文様や絵画

で表現できなかったわけではなく、あえてそういう表現方法を選択しな

かったというほうが正しいといえるのではないか。 
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 そのような仮定にたって、さまざまな土器を考察

した結果、武居は対象物がどのような基準によって

文様化されたのかという点についてまとめている。

その基準とは、記号が対象物のどのような要素をも

とに構成されているかということにも深く関わって   

くる。 

 

部分に対する全体のインデックス性を持つ記号部分に対する全体のインデックス性を持つ記号部分に対する全体のインデックス性を持つ記号部分に対する全体のインデックス性を持つ記号    

文様の対象となっているモチーフを写実的に文様として表現すれば、

そこに表現したものはそのモチーフそのものを表し、そのモチーフ全体

を含む存在を表現することにはならない。つまり目の前に芋があり、そ

れを写実的に表現して文様化しても、それは目の前にある芋を表現して

いるに過ぎず、大地・畑にあり、収穫される芋すべてを表すのではない

という概念が背景に存在する。 

では彼らがどのようにモチーフを記号化したのかといえば、それらに

共通な形状的特徴を顕著に表している部分－例えば毛が生えている部分

－などを抽象化して記号としたのである。そのことを武居は「一部分を

記号化することで全体を代表させる」と表現している。 

モチーフの一部分を記号化することでモチーフ全体とモチーフの所属

グループ全体を意味する。そのような機能を持った記号を記号学的には

インデックス性（指標性）のある記号と呼んでいる。    

インデックス性とは表現しようとする対象物の「近接性」に関する基

準である。その基準はモチーフの一部分というような全体と部分の近接

性だけでなく、そのほかにも時間的近接性、空間的近接性、原因と結果

の近接性などがある。 

武居は記号のインデックス性の基準として全体と部分の近接性を考え
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た。たとえば、王を示す王冠のマークは王冠というイコン性（形状類似

性）を踏まえて、王様の一部分を代表させて王であるという意味を表現

する。それが縄文土器の文様の基本的なあり方であると述べている。 

 

蛇体文蛇体文蛇体文蛇体文    

武居は縄文時代を通じて、写実的な文様は極めて少なく、ほとんどが

抽象的な文様であり、文様を特定のモチーフにあてはめようとしても、

ほとんど該当しないことを述べた。そのような文様の中で、例外的にモ

チーフ全体の形状的なイコン性（全体形状の類似性）がはっきり認めら

れる文様が蛇体文である。蛇体文は中期の土器を特徴付けるといってよ

いほど、様々な土器についている文様である。蛇体文が多い理由として

畑の作物を食い荒らす鼠類を捕食する蛇は人間にとって有益性が高いこ

とがあげられる。したがって蛇体文の意味は蛇そのものを示し、蛇体文

を配置すること＝豊作を願うという意味と同じという解釈が成り立つ。  

しかし武居はその点は同様としながらも蛇体文が記号として別の意味

をもっていることを考察している。このことが記号分類の枠組みを大き

く広げることとなる。 
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イデオムの発見イデオムの発見イデオムの発見イデオムの発見 

武居は長野県茅野市和田遺跡から出土した蛇の頭の形をした把手に注

目した。なぜならば蛇の頭の両側に球状の突起が付いていたためである。

武居はこの蛇体把手を仔細に観察した結果、蛇の頭部と男性器の亀頭部

との形状の類似性を利用し、睾丸を配置することで男性器を表しており、

「男性」を意味している例であると結論した。このことは、記号学的に

も非常に大きな意味を持っていた。蛇の頭部が部分に対する全体として

蛇全体を示すインデックス性のある記号となっていることはもちろん、

それが男性器を同時にあらわし、その部分に対する全体として「男性」

 

長野県茅野市和田遺跡長野県茅野市和田遺跡長野県茅野市和田遺跡長野県茅野市和田遺跡    睾丸付蛇体把手睾丸付蛇体把手睾丸付蛇体把手睾丸付蛇体把手 
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という別のインデックス性のある記号となっている。  

表示的な意味は蛇であっても教示的な意味は男性を表している。たと

えば「薔薇」という言葉は言葉どおりの花として受け取ることができる

が、実際は「愛」を表現しているというような場合である。武居はこの

ような複数の意味をもつ記号を「重想文」と呼んだが、記号学では記号

が２重の意味表現をもつことをイデオムと呼んでいる。 

 

私たちが普段「記号」と呼んでいるものは、理想的には記号１つに対

して１つの単独の意味が期待される。しかし記号学の世界では、記号全

般が一つの意味を普遍的に持ち続け

ることはむしろ例外であり、イデオ

ムを持つことは一般的である。この

把手のように、１つの形状に別の形

状が合体されていることが明確な類

例は少ないが、武居は中期の縄文土

器に多く見られる蛇体文に、「男性」

という意味が日常的に存在し、その

意味をあえて具体的に表現した例外的な存在が和田遺跡の睾丸付蛇体把

手だということを示したのである。 

武居が発見したイデオムは、文様が記号として機能していることを裏

付けると同時に、記号の意味を分類する上で大きな手がかりとなった。 
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武居はこのイデオムと対構造によって具体的に一つ一つの記号の意味

を解明しながら分類することに成功したのである。 

 

三角文・三叉文三角文・三叉文三角文・三叉文三角文・三叉文    

蛇体文のほかに、蛇に関する記号として、三角文・三叉文を提示して

いる。それらも蛇の頭部を抽象化した記号であり、全体と部分の近接性

から蛇を意味するのと同時に、蛇体文同様にイデオムとして「男性」と

いう意味でもあるとしている。 

 

円文円文円文円文    

三角文・三叉文が蛇を表すと同時に「男性」を表す記号であることを発

見した武居は、ペアで配置されている山椒魚文の尾の形がそれぞれ三角

文と円文であることを例にあげて、円文は三角文と対立する「女性」「雌」

と結論した。 
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渦巻文渦巻文渦巻文渦巻文    

次に武居は渦巻文について考察し、渦巻文は植物が豊かに成長する様

子を抽象化して表現した記号であるとし、意味は「熟稔」（豊かに実る）

であるとした。しかし武居は渦巻文にもイデオムが存在していることを

うかがわせている。彼は土偶の腹部に渦巻文が多いことに着目してこの

ように述べている。「女性が表面にでなく、目に直接触れる場所ではなく、

内部にみごもるという状態が、ちょうど地下に太まりゆく根菜類の実り

ときわめて共通なものとして縄文人がとらえていた様をうかがうことが

できる。」 

武居はここでもリュケの原始絵画理論と同じ考察から、渦巻文は植物

が豊かに成長する様子と本来目に見えない妊娠した胎内におけるへその

緒の成長を２重に表現した記号であるとし、円文とおなじように女性を

表すときにも使用される記号としたのである。 
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土器全体が記号土器全体が記号土器全体が記号土器全体が記号    口縁部の円環と屈曲底部口縁部の円環と屈曲底部口縁部の円環と屈曲底部口縁部の円環と屈曲底部    

山椒魚文のペアがそれぞれ尾に三角文と円文をもっていることから、

「男性」「雄」に対立する意味の記号として円文・渦巻文を「女性」「雌」

と武居は結論づけたが、土器を上から見たときの口縁部も円文の一形態

としている。 

長野県井戸尻遺跡出土の中期中葉の土器（胴部以下欠損）口縁部が非

 

長野県富士見町曽利遺跡出土の中期後葉の土器を上から見た図長野県富士見町曽利遺跡出土の中期後葉の土器を上から見た図長野県富士見町曽利遺跡出土の中期後葉の土器を上から見た図長野県富士見町曽利遺跡出土の中期後葉の土器を上から見た図    
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常に微細な記号構成を持っている一方で、形状が同じ別の土器を示して

「口縁部を形成している大円文で示される雌と、土器の側面観における

男根に示される雄とが対構造をなしていると考えねばならない。」（縄文

のデザイン）とし、縄文人は「微視的な目と巨視的な眼を合わせ持って

いる。」（縄文心象）と記述している。胴部以下の屈曲底が男性器を表す

とすれば、それが部分に対する全体として「男性」を表すことになる。

しかし、屈曲底を男性器としてみるならば、上から見た円環も女性器を

表し、それが部分に対する全体として「女性」を表している。武居は土

器の文様の部分だけでなく、土器の造形の全体が「女性」と「男性」の

対構造をもつ記号になり得ることを示した。 

 

記号を対構造で組み合わせた記号記号を対構造で組み合わせた記号記号を対構造で組み合わせた記号記号を対構造で組み合わせた記号    

武居が長野県茅野市和田遺跡の睾丸付蛇体把手を手がかりに発見した

記号のイデオムを「重想文」と表現したと述べたが、「縄文のデザイン」

ではこのように述べられている。「絵文字を用いて限られたスペース（土

器面は思ったより限られたスペースなのである）に多様な意味を込めよ

うとするとき、それぞれの文様を併存させたならば繁雑になってしまい、

逆に祈願の意味を弱める結果になりかねない。一つの文様の持つ意味と

他の文様の持つ意味とを相乗させて効果をたかめるには、２つの文様を

合体させてしまうに限る。複雑多様にして明解という効果を果たすべく

縄文人が発明した巧みな表現方法なのである。」 

それぞれ別の意味がある２つの記号を合体させて新たな記号とする。

武居はイデオムの存在を、そのような記号の一つのあり方として捉えて

いたわけである。その重想文の典型的なものが玉抱三叉文と渦巻三叉文

と呼ばれる文様である。これは渦巻文と円文にそれぞれ三叉文が合体し

た文様である。この文様の意味を武居は「交合」としている。 
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また、この渦巻・玉抱三叉文は「交合」を示しているが、その意味を

さらに強めるために三角および三叉文の部分を蛇の頭部状に表現した

「交合文」があることを示した。 
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武居が提示したコードを表にすると下記のとおりとなる。 

記号と意味の対応に関するルール記号と意味の対応に関するルール記号と意味の対応に関するルール記号と意味の対応に関するルール    

    

太陽・蛙・月の意味については縄文心象を参照のこと太陽・蛙・月の意味については縄文心象を参照のこと太陽・蛙・月の意味については縄文心象を参照のこと太陽・蛙・月の意味については縄文心象を参照のこと    

 

長野県富士見町藤内遺跡長野県富士見町藤内遺跡長野県富士見町藤内遺跡長野県富士見町藤内遺跡    井戸尻Ⅰ・Ⅱ式井戸尻Ⅰ・Ⅱ式井戸尻Ⅰ・Ⅱ式井戸尻Ⅰ・Ⅱ式 
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文法に文法に文法に文法に相当する記号の用法に関するルール相当する記号の用法に関するルール相当する記号の用法に関するルール相当する記号の用法に関するルール    

１１１１．．．．    大地・畑の記号→基本的に記号のベースとなる大地・畑の記号→基本的に記号のベースとなる大地・畑の記号→基本的に記号のベースとなる大地・畑の記号→基本的に記号のベースとなる    

２２２２．．．．    雄（男性）と雌（女性）の記号→それぞれから１つ選択されて並雄（男性）と雌（女性）の記号→それぞれから１つ選択されて並雄（男性）と雌（女性）の記号→それぞれから１つ選択されて並雄（男性）と雌（女性）の記号→それぞれから１つ選択されて並

置、入り組みあわせ、重ね合わせ（合体）置、入り組みあわせ、重ね合わせ（合体）置、入り組みあわせ、重ね合わせ（合体）置、入り組みあわせ、重ね合わせ（合体）    

３．交合の記号→単独で配置可能３．交合の記号→単独で配置可能３．交合の記号→単独で配置可能３．交合の記号→単独で配置可能    

４．１～３の組み合わせ４．１～３の組み合わせ４．１～３の組み合わせ４．１～３の組み合わせ    

    

時間的近接性のある文様時間的近接性のある文様時間的近接性のある文様時間的近接性のある文様    

インデックス性のある記号の項で、インデックス性とは表現しようと

する対象物の「近接性」に関する基準であり、その基準は全体と部分の

近接性だけでなく、そのほかにも時間的近接性、空間的近接性、原因と

結果の近接性などがある。これまでは全体と部分の近接性という基準の

記号について述べてきたが、武居は時間的近接性のある文様についても

提示している。これは記号提示というよりも表現技法に近い。時間的近

接性のある記号で私たちに一番身近なものは天気予報のマークである。

雨のマークは、時間経過とともにその状態になることを意味する記号で

ある。 

長野県茅野市北山上ノ平遺跡の中期後葉の土器文様は母の胎内から子

供が生まれ娘として成長し、やがて母になり胎内に子供を宿すという時

間経過を左から右に表現し、右に到達すると次には一番左に連続する時

間の輪廻を表現しているとしている。武居は人体文の一部に渦巻文が使

われており、渦巻文＝「女性」であることから、この人体文は母娘を表

しているとしたのである。 

この例も文様個別の意味だけでなく、文様の展開の仕方そのものが１

つの意味を持っていて土器全体が１つの記号として構成されている例と

いえるだろう。 
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ここまでざっと武居の提示した記号と意味の対応に関するルールと文

法に相当する記号の用法に関するルールをまとめてきた。このコードが

はたして本当に諏訪湖・八ヶ岳山麓一体の縄文時代中期の土器群に適用

可能であろうか。これらのコードが正しいものであるならば、私たちは

武居のコードを土器に適用すれば、ほぼ同じ意味が再現されるはずであ

る。それでは次に武居のコードを用いて土器の検証を行う。 
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検検検検    証証証証    

一口にコードを検証するといっても簡単なことではない。もちろん武

居の対構造分類は諏訪湖・八ヶ岳山麓一体を中心とする縄文時代中期の

土器群全ての記号を整理したものではない。したがって全ての土器文様

の意味を再現することは不可能である。しかし部分的であってもコード

に従って縄文中期に典型的な形式の土器について意味が再現できるので

あれば、縄文時代の中期全般にわたって、基本的に正しいコードが提示

されたと判断できる。しかしほとんどの土器に対して意味が再現できな

いのであれば、それは本来のコードを逸脱したコードということになる。 

それではどのような土器を例にしてコードを検証するか。それは中期

の土器様式の中でも典型的かつシンプルな土器に、そのコードを適用し

てみればよいのである。 

 

 

長野県茅野市尖石遺跡長野県茅野市尖石遺跡長野県茅野市尖石遺跡長野県茅野市尖石遺跡    井戸尻Ⅰ式井戸尻Ⅰ式井戸尻Ⅰ式井戸尻Ⅰ式    
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この土器は長野県茅野市尖石遺跡から出土したものである。胴部が直

線的に開き、口縁部で屈曲し、内湾している。底部については欠損して

いるが、わずかに屈曲底と思われるようである。口縁部には蛇体把手が

配置されている。 

  

蛇体把手の部分を注目すると、蛇の頭部先端が欠損しているが、比較

的写実性の高い蛇体である。右と左に蛇体が分割されて配置されている

ように見える。しかし土器背面から把手を見ると１匹の蛇が胴体の部分

で螺旋状にとぐろを巻き、延長上で尾の部分が小さくとぐろを巻いてい

るように見える。しかし上から見れば、やはり左右が分割構造になって

いる。武居のコードによれば蛇＝男性器＝男性という意味であるので、

仮に蛇の頭部側が男性器としたとき、部分に対する全体として「男性」

を意味し、もう一方は女性器であり「女性」ということになる。玉抱三

叉文や渦巻三叉文は男性と女性の記号を合体して「交合」という記号に

なっているが、それと同じように男性器と女性器を並置して「交合」と

いう記号になっている。そして縄目を細かくつけた土器の胴部は大地・

畑の記号であり、この土器全体が大地・畑と男女の交合という記号と解

読できる。 
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しかし疑わなければならない。 

私は今「女性器」と記述したが、あなたはこの部分が女性器を表現し

たものに見えるだろうか。女性器でないのであれば、この土器に対構造

は存在しない。しかし女性器であると判断するのはあくまでも私の主観

である。これを読んでいるあなたはこれが女性器に見えないかもしれな

い。私と同じように見えたとしても、縄文人が口縁部に比較的写実的な

女性器を配置するのだろうかと疑問を感じるだろう。今まで武居のコー

ドを整理してきた中で、「基本的にはモチーフを抽象化して記号化してい

る」ということにふれた。これが女性器だとすれば抽象化と呼ぶには写

実性が高いように思えるだろう。事実、私がこの部分を最初に見たとき

「女性器のように見える。でもまさかそんなことはないだろう。」そう思

ったのである。 

このように、コードに従って形状的な類似性の判断をしても、その判

断には常に主観的判断が伴う。その主観とは我々が生きている現代の価

値観＝常識によって形成されている。仮に私が突然誰かにこれが女性器

に見えるかと尋ねたならば、相手が見知らぬ人であれば人間性を疑われ

ることは間違いない。それは言うまでもなく我々にとって性に関するこ

とは基本的にタブーという常識が存在するからである。私はこれが女性
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器に見えると述べる以上は女性の一部分を表している記号であるという

手がかりを見つけなければならない。    

どのようなものでも生い立ちをたどれば元の形がある。いわゆる祖形

である。この土器と同じ構成要素を持つ祖形の土器にこれが外陰部と関

連づける手がかりがあるのではないかと考えたのである。そのためには

構成要素がほぼ一致し、なおかつ祖形であることが編年上でも確認でき

る土器でなくてはならない。長野県富士見町藤内遺跡の 16号住居址から

出土した土器がそれに該当する土器であった。 

藤内遺跡は、尖石遺跡から約 15ｋｍ離れた場所に位置し、この土器は

蛇体把手付深鉢よりも編年で１型式古い。右側の尖石遺跡の深鉢と比べ

胴部に文様が多く口縁部直下にヒダ状の文様が配置されている。しかし

それを除いては胴部が直線的に開き、口縁部で屈曲・内湾しており、底

部もわずかに屈曲底であり、口縁部には蛇体把手が配置されていること

から、土器の基本構成要素は同じであり、尖石遺跡の蛇体把手付深鉢の

 

長野県富士見町藤内遺跡長野県富士見町藤内遺跡長野県富士見町藤内遺跡長野県富士見町藤内遺跡    藤内Ⅱ式藤内Ⅱ式藤内Ⅱ式藤内Ⅱ式 
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祖形といえる土器である。 

三角形の隆起把手帯の右側に蛇体が伸び、尖石遺跡の蛇体文の頭部に

相当する部分は円孔になっている。この部分が写実的になって尖石遺跡

の深鉢の蛇頭部になったと推測される。 

この土器を横上方から見ると蛇体で囲まれたラッパ状の形態の中に記

号が記されている。わたしはそこに「女性」の記号である円文もしくは

渦巻文が記されていることを期待した。それが記されていれば、女性全

体に対する部分を表す記号として、このラッパ状の形態も女性器である

という証明になると考えたからである。しかし私は記号を見るなり落胆

した。その記号は渦巻文には近かったが、上に三叉文がついた渦巻三叉

文であったのである。武居のコードによれば、渦巻三叉文は「交合」で

ある。「交合」は「男性」と「女性」の両方の要素を持っている。これで

は右側の蛇体文と対構造にはならない。武居のコードに合致するかと思

われた対構造の検証は、その第一歩からつまずいてしまった。 
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渦巻三叉文への疑い渦巻三叉文への疑い渦巻三叉文への疑い渦巻三叉文への疑い    

検証に失敗した理由として、２つが考えられた。１つは、尖石遺跡の

把手の左側はもともと女性器ではなかったということ―つまり私が勝手

に女性器だと思い込んだという可能性である。２つ目の可能性は、渦巻

三叉文＝交合の他に、別の意味が存在するという可能性である。私は武

居の論考をもう一度確認する必要があった。 

武居は円文・渦巻文は女性に関する属性を表し、三角文ないし三叉文

は男性に関する属性を現し、その両方の記号を合体させて交合という意

味を表すとした。その論理は非常にシンプルなものであった。そこには

間違いが入り込む余地はないと思える。しかし「交合」とは別の意味が

あるとすれば、それはおそらく「交合」に近い意味であり、なおかつ「女

性」に近い意味ではないかと考えざるを得なかった。そこで私は１つの

仮説を立てた。渦巻三叉文の「交合」は渦巻文＝「女性」「熟稔」のうち、

「女性」の意味が選択されて三叉文と対構造になっているのなら「熟稔」

の意味が選択されて対構造になっているもうひとつの意味があるのでは

ないかという仮定である。 

 

蛇体文と対構造の渦巻三叉文蛇体文と対構造の渦巻三叉文蛇体文と対構造の渦巻三叉文蛇体文と対構造の渦巻三叉文 

まず私は口縁部に配置された

渦巻三叉文の渦巻部分の中心に

目を奪われた。そこには蛇の頭

部が記されており、渦巻三叉文

はその頭部を持った１匹の蛇で

表現されていたからだ。この文

様が対構造で作られているとす

れば、蛇体文と渦巻三叉文がぴ

 

長野県茅野市判ノ木山西遺跡長野県茅野市判ノ木山西遺跡長野県茅野市判ノ木山西遺跡長野県茅野市判ノ木山西遺跡    藤内式藤内式藤内式藤内式     
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ったり重なり合っていると考える

こともできる。 

そう考えた場合、この渦巻三叉

文は本来の意味である「交合」と

いうよりも蛇体文の「男性」に対

立する意味として使われているこ

とになる。それは「女性」という

意味だ。しかし、「女性」は円文や

渦巻文であるから、なぜこれは渦

巻三叉文なのだろうか。藤内遺跡

のラッパ状の形態の中にも「女性」

である円文か渦巻文が配置されていれば、あっけなく対構造が完成した

はずである。そのように考えると、私は渦巻三叉文が、やはり「交合」

と別にもう一つ意味を持っていると考えざるをえなかった。 

武居は渦巻文をこう説明している。「女性が表面にでなく、目に直接触

れる場所ではなく、内部にみごもるという状態が、ちょうど地下に太ま

りゆく根菜類の実りときわめて共通なものとして縄文人がとらえていた

様をうかがうことができる。」 

そして渦巻文の意味を「熟稔（豊

かに実る）」とした。しかしその

解釈を今読み返すと「熟稔」とい

う意味と同時にへその緒を抽象

化した意味を示す説明ではない

かと思える。私は渦巻文そのもの

が「熟稔」のイデオムとして「妊

娠」に関連する意味を持っていると仮定しようと考えた。 
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渦巻三叉文の渦巻部分がへその緒とオーバーラップされた記号である

のならば渦巻三叉文はへその緒に対する全体ということになる。 

へその緒を含んだ部分に対する全体の候補は「母胎」または「女性器」

である。 

武居は睾丸付蛇体把手によって、蛇体文が蛇を表すと同時に男根を表

し、その男根が部分に対する全体のインデックスとして「男性」を表す

ことを発見した。その場合と同じように考えると「母胎」「女性器」が部

分に対する全体のインデックスとして「妊婦」を表すのではないかと仮

定できる。しかし「母胎」を選択した場合は、部分に対する全体という

インデックス性は希薄になってしまう。どこからどこまでが母胎なのか

主観によって大きく意見がわかれるだろう。部分に対する全体というイ

ンデックス性を前提とするなら基準がより明確になる意味を仮定して検

証するほうがいい。したがって「母胎」を削除し私はこのような仮説を

立てた。 

『へその緒を含んだ渦巻文の部分に対する全体として渦巻三叉文は「女

性器」を表す。渦巻三叉文は「女性器」の部分に対する全体として「妊

婦」をあらわす。』 

この仮定が正しいなら判ノ木山西遺跡の藤内式土器は渦巻三叉文の女

性器と蛇体文の男性器が重なり合って「交合」をあらわす対構造の記号

ということになる。 

    

原因と結果のインデックス性を持つ記号原因と結果のインデックス性を持つ記号原因と結果のインデックス性を持つ記号原因と結果のインデックス性を持つ記号    

私は部分に対する全体というインデックス性の観点から渦巻三叉文は

「女性器」であり「妊婦」であると仮定した。しかしその仮定を自ら疑

ってみた。自分の立てた仮説を否定する理由を考えるのである。 

武居は渦巻・玉抱三叉文は意味として「交合」であることを述べたが、 
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「交合」は男女の属性を示す記号が合体してできた記号であり、男の属

性と女の属性は１対１である。しかしイデオムとして「女性器」や「妊

婦」という意味があるのであれば、それは女性の属性のみの意味となる。 

対構造で完成されている「交合」という意味の記号が部分に対する全体

というインデックス性の基準によって女性の属性のみの記号に変わるの

である。それを記号学的にはどのように説明すればよいのか。 

また他の否定理由も考えられる。藤内遺跡の深鉢の蛇体文が「男根」

「男性」であり、ラッパ状形態の中の渦巻三叉文が「妊婦」では対構造

とはいえないではないか。対構造なら渦巻三叉文は「女性器」「女性」で

なければならない。私のたてた仮説は「女性器」と「妊婦」だったが、

一つが該当してもう一つが非該当では間違っているのではないか。 

これらの否定理由を考えたとき、私はインデックス性として部分と全

体の近接性のみで渦巻三叉文の記号を説明するのは無理があると考えざ

るを得なかった。  

記号を成立させている基準とは意味に対応するモチーフがどのような

近接性を持っているかという基準であった。記号学の基本として部分と

全体の近接性のほかに時間的近接性、空間的近接性、原因と結果の近接

性がある。記号はこれらの近接性を複合的に含んで成立している。渦巻

三叉文は全体と部分の近接性だけでなく、そのほかの基準を含んでいる

可能性はないのか。私はそこから考え直すことにした。 

例えば武居の提示した「交合」という意味と私の仮定した「妊婦」は

原因と結果の関係にある。渦巻三叉文が原因に対する結果というインデ

ックス性を持っているとすれば「交合」という原因を受けた結果の「妊

婦」という記号になる。ラッパ状形態の中の渦巻三叉文はラッパ状形態

と蛇体文の対構造「交合」の原因を受けた結果「妊婦」として配置され

ていると同時に蛇体文と対構造の「女性器」として配置されている。そ
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う考えれば渦巻三叉文は蛇体文と完全な対構造ではないことの説明がつ

く。 

判ノ木山西遺跡の藤内式土器も

渦巻三叉文の「女性器」と蛇体文

の男性器が重なり合って対構造の

「交合」を表していると仮定した

が、渦巻三叉文はその「交合」を

原因とした結果「妊婦」という意

味でも２重に使われていると考え

ればここでも辻褄が合う。 

部分に対する全体というインデ

ックス性として「女性器」「妊婦」という意味を持っており、原因と結果

というインデックス性として「交合」と「妊婦」という意味を持ってい

る。２つのインデックス性を備え「交合」「女性器」「妊婦」の３つの意

味を持つ記号が渦巻三叉文ではないか。私は自分のたてた仮説の否定理

由を考えながら、より具体的な仮説を

たてた。 

    

へその緒の記号の発見へその緒の記号の発見へその緒の記号の発見へその緒の記号の発見 

茅野市尖石縄文考古館で私は高さ

19.5cmの土器を眺めていた。 

私は渦巻三叉文の３つの意味を裏付け

るような土器を探していたのだが、探

し疲れてこの土器を眺めていたのであ

る。 

円文の左側に三叉文が並置されてお

 

尖石遺跡尖石遺跡尖石遺跡尖石遺跡    井戸尻Ⅰ式井戸尻Ⅰ式井戸尻Ⅰ式井戸尻Ⅰ式 
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り、玉抱三叉文になっている。私はその玉抱三叉文を見ながら、もう帰

ろうかと考えつつぼんやりしていたのである。 

私は目の前にぽっかりと開いた玉抱三叉文の円孔を眺めるうちに武居

が渦巻三叉文と玉抱三叉文は同じ意味だと考えていたことを思い出した。 

この玉抱三叉文が渦巻三叉文と同じ意味だとすれば、私の仮説である

「交合」「女性器」「妊婦」と同じ意味ということになる。玉抱三叉文は

それを囲っている蛇体文と対構造になっているとすれば「男性器」と「女

性器」で「交合」ということになる。そしてその結果として「妊婦」に

なっているということになる。 

玉抱三叉文を囲っている蛇体が口縁部に接するところから、さらに蛇

体文が逆三角形に伸びており、口縁部のふちを底辺とした逆三角形の形

になっている。この逆三角形の部分がはっきりと三叉文になっている。  

それに気がついた私は対応する丸い形状を無意識に探したが、あるの

は玉抱三叉文のぽっかりとあいた円孔だった。私はその円孔が三叉文に

対応しているようには思えなかった。すでに円孔の左の小さな三叉文と

セットになっていたし、この三叉文とは離れており、縦のラインの位置

がそろっていなかったからだ。この玉抱三叉文に対応する円孔はない。  

そこまで考えたとき、私はこの土器の口が大きな円孔でもあることに

気がついた。この三叉文は土器の口縁部を上から見た円孔とセットであ

れば玉抱三叉文になる。私は気を取り直してもう一度三叉文を見た。逆

三角形の三叉文の頂点が小さな突起となっていて、そこから土器底部に

向かって垂れ下がり、再びそこで三角定規のような三叉文になっている。 

この口縁部と三叉文が玉抱三叉文＝「女性器」であれば、この女性器

から下に伸びている懸垂文はへその緒と考えられないか。土器胴部は細

かい縄目で武居の示した「大地・畑」の記号となっている。そこに配置

される懸垂文がへその緒であれば、武居の提示した渦巻文の「熟稔（豊
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かに実ること）」のイデオムとして私が仮定した「へその緒」の考えもあ

ながち間違いではないのではないか―そう考えたのである。 

しかし私はしばらくそれを凝視したのち、あきらめることにした。な

ぜなら、それを人にへその緒だと説明できるほど決定的な形状的類似性

（イコン性）があるのか確信がもてなかったからである。 

この土器は私が最初に検証を始めた蛇体把手付深鉢といっしょにガラ

スケースに収められて考古館の展示室入口の真ん中にあった。 

私はガラスケースの裏に回った。棚畑遺跡の土偶をもう一度見て帰ろ

うと思ったのだが、そのときに土器の反対側が目に入った。私は目を疑

った。 

そこには大きく開いた土器の口縁部から、まるで内側からずり出てき

たかのように、胴部・底部へと垂れ下がっている懸垂文があった。とこ

ろどころが細かく蛇行し、細かいこぶ状になっている。 

それは私が娘の出産に

立ち会ったとき、赤ん坊

に続いて妻の胎内から現

れた「へその緒」そのも

のだった。その先は底部

で湾曲して終わっている。

出産が終わった瞬間の喜

びと安堵感。そのときの

記憶がよみがえった。 
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玉抱三叉文は出産のために大きく開い

た女性器であり、そこに連結する懸垂文は

へその緒を抽象化し、妊娠を原因とした結

果のインデックス性を持った「出産」を示

す記号であった。口縁部の玉抱三叉文と蛇

体文で「交合」→口縁部を上から見た円環

と三叉文で玉抱三叉文が構成されて「交

合」「女性器」「妊婦」からへその緒を抽象

化した懸垂文で「出産」を表している。  

私はこの土器にも疑いをかけてみた。

口縁部の玉抱三叉文と蛇体文で対構造が成立しているのであれば、この

大きな玉抱三叉文と対構造となる男の属性を示す記号がどこかにあるは

ずである。武居の記号の用法に関するルールでは男性と女性の属性の記

号は基本的に１対１の対構造で並置・重ね合わせ・組み合わせ・合体さ

れてもう一つの記号となることが期待される。 

男の属性が他にもあれば、この土器の口の玉抱三叉文は間違いなく

「交合」と「女性器」と「妊婦」を示すことになると同時に、口縁部の

対構造も証明される。 

私は土器をあらゆる方向から再び凝視した。しかし他に記号らしき文

様はどこにもない。今度こそ私はあきらめ、数歩離れて振り返り最後に

土器の全体を見た。 

そして私はそこから一歩も動くことができなくなってしまった。 
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微視的な目と巨視的な眼微視的な目と巨視的な眼微視的な目と巨視的な眼微視的な目と巨視的な眼    

これは江戸時代末期の浮世絵

師 歌川国芳の騙し絵である。    

私たちは近くで見るときは一

つ一つを微視的な目で観察し、離

れて見るときは巨視的な眼で全

体の形を見るという認識機能を

持っている。歌川国芳は、私たち

が誰でも持っている認識機能を

うまく利用してこの絵を描いた

のである。 

私たちは土器を見るときに、ま

ずそこに記されている文様や部

分的な造形に眼を奪われる。いや

眼を奪われるように製作されて

いるというべきであろう。土器全体の形が視界に入っていてもひとつの

形として認識することができない。なぜなら私たちは部分的なものに集

中すると、それ以外の部分を意識の外に押し出してしまうのである。 

しかし離れて文様や細かい造形が認識できなくなると、ようやく全体

の輪郭や形状的な特徴がひとつの形として認識されてくる。 

 

男根の記号男根の記号男根の記号男根の記号    

武居は縄文のデザインでこう述べた。「口縁部を形成している大円文で

示される雌と、土器の側面観における男根に示される雄とが対構造をな

していると考えねばならない。」 
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口縁部が妊娠状態から出産にかけての女性器の状態とへその緒を写実

性のある特徴を捉えて表現しているのであるならば、対応する写実性の

ある特徴もイコン性のある記号として捉えなければならない。土器底部

の形状を意図的に張り出すように製作された土器は、「屈曲底」と呼ばれ

ているが、土器の安定性を確保するた

めとも考えられている。しかし安定性

を求めるだけならば土器の底部だけを

太くすれば良い。それをあえて土器胴

部を絞ってその先に特定部分をせり出

して製作し、さらに同じ太さの底部に

してあるのは、そこに表現意図がある

からである。それが男根の亀頭部分を

抽象化した形状として認識できるので

あれば、それは記号としても認められ

なければならない。またこのような土器の出現以降に製作され始めた石

棒と形状が酷似していることは、土器の屈曲底が石棒の祖形とも言うべ

き存在であり、石棒が製作される以前からこのような形状として認識さ
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れた上で製作されてきたと考えざるを得ない。 

 

近くで見ると気がつかないが、離れてみると亀頭と形状的類似性を持

った土器は他にもある。いずれも亀頭のくびれの縁部分を張り出してい

たり、張り出していなくても、ちょうどその位置に立体的な文様を配置

してそこを隆起させているなどの特徴がある。 

わたしが土器の口縁部から垂れ下がるへその緒をしばらくみていたと

きに視界に現れたのは、口縁部を上から下に向かって突き抜ける男根と

女性器の対構造とへその緒だった。この土器は「大地・畑」「交合」「合

体」「妊婦」「出産」という記号を持っていたのである。 

玉抱三叉文は「交合」「女性器」「妊婦」という意味であることが確認

できた。 

渦巻三叉文も玉抱三叉文と同じ意味を持つという前提にたてば「交合」

のほかに「女性器」「妊婦」という意味を持っており、藤内遺跡のラッパ

状形態に配置されているのは「女性器」と「妊婦」を表すためというこ

とになる。そして同じ構成の尖石遺跡の深鉢は、写実性の比較的高い「女

性器」を表現して蛇体文と対構造にしたことが裏付けられた。 

私は「女性器に見える。でもまさかそんなことはないだろう。」そう思
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ったのだが、それはへその緒の記号によって「女性器である」と裏付け

られた。 

縄文人は歌川国芳と同様に微視的な目と巨視的な眼の作用を利用し、

２次元ではなく３次元空間に記号を造形したのである。 

 

へその緒を発見した土器と

同じ記号構成をもつ土器が他

にもあった。長野県茅野市和田

遺跡出土の土器（井戸尻Ⅰ式）

である。 

口縁部の正面真ん中が三角

形に手前に張り出していて、上

から見れば玉抱三叉文になっ

ており、その頂点から懸垂文が

垂れ下がっている。そして底部

はやはり亀頭を抽象化した屈

曲底である。蛇体把手の部分も

かなり抽象化されているが、円

文と蛇体文が合体した形状になっている。それらの記号は胴部の細かい

縄目部分全体＝大地・畑に配置されている。土器の意味は同じ「大地・

畑」「男性器」「女性器」「交合」「合体」「妊婦」「出産」である。再び藤

内遺跡の深鉢をみていただきたい。 

この土器の口縁部とそれに接した三叉文で玉抱三叉文になっており、

その三叉文の頂点から懸垂文が伸びていることがわかる。 
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再び判ノ木山西遺跡の土器を見ていただきたい。 

私は渦巻三叉文の「女性器」と蛇体文の男性器が重なり合って対構造

の「交合」を表し、渦巻き三叉文はその「交合」を原因とした結果「妊

婦」という意味でも２重に使われている記号だと述べた。    

その渦巻き三叉文の両側には円環と出産を示すへその緒が配置されて

いる。円環は玉抱三叉文ではないが、口縁部と同様に円環だけでも出産

を終えた女性器として使用されたと考えられる。    
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出産の土器出産の土器出産の土器出産の土器    

これらは長野県岡谷市の花上寺遺跡出土の土器である。上段左の土器

は、玉抱三叉文の形をとどめている女性器が口縁部に配置され、そこか

らへその緒が大地・畑の記号上を下方へ伸びている。上段右の土器は女

性器そのものからへその緒が懸垂し、畑の区画文と重ねあわされている。

この意味は「大地・畑・出産」である。    

交合という要素よりも、大地・畑と母胎から延びるへその緒が主なモ

チーフである。下段の土器は懸垂文の先が丸く湾曲または渦巻状になっ

ているいわゆる腕骨文と呼ばれる文様の土器である。 

この腕骨文もへその緒を抽象化したものであり、それが口縁部に対す
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る原因と結果のインデックス性を持った記号として使われており、「大

地・畑」の記号上に配置されて「出産」を意味している。 

これも花上寺遺跡の土器だが、

へその緒の先に嬰児までついてい

る例もある。口縁部から伸びる懸

垂文の先に渦巻文と嬰児の頭をオ

ーバーラップさせ、その嬰児の足

の間から切り離されたへその緒が

また伸びていると見ることができ

る。胴部は区画された「大地・畑」

文であり、底部は屈曲底ではない

が胴部の把手部分で絞り込まれて

おり、男根の形状をうかがわせている例といえるだろう。 

また、出産に至る時間経過まで表現しているのが藤内遺跡出土の有孔

鍔付土器（藤内Ⅰ式）である。 

 ２つの円孔を連結したいわゆる双

環文の下にへその緒とつながってい

る嬰児が配置されている。双環文を上

から見ると三叉文になっており、その

三叉文と同一平面に庇のように張り

出たリングが作られている。このリン

グと三叉文は一体化しており、玉抱三

叉文になっている。胴部は真ん中で屈

曲しており、屈曲底ではないが男根を

表すのと同時に、妊娠した女性の腹部

をオーバーラップさせていると考え
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ることができる。 

土器の裏面には円環が配置されているが、これも双環文の下部の三叉

文形状とセットになっているとも考えられるし、円環単独と考えること

もできる。その円環下の U字型のひも状の文様をへその緒と考えれば「妊

婦」または「出産を終えた女性器」という意味で土器の裏に配置されて

いると考えられる。「交合」「合体」→「妊娠」「妊婦」→「出産」「嬰児 

この土器は原因と時間の経過と結果を１つの土器で表現した例である。 

 

玉抱三叉文と渦巻三叉文は同じ意味か玉抱三叉文と渦巻三叉文は同じ意味か玉抱三叉文と渦巻三叉文は同じ意味か玉抱三叉文と渦巻三叉文は同じ意味か    

武居は玉抱三叉文と渦巻三叉文を同じ意

味とした。それがヒントになって私は原因

と結果のインデックス性を含んだへその緒

という新たな記号を発見した。しかし私は

玉抱三叉文と渦巻三叉文は互いに近い意味

を持ちながらも違う意味として使用されて

いるのではないかという疑問を持った。な
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ぜなら、原村居沢尾根遺跡出土の土器（井戸尻Ⅲ式）の把手のように、

２つの記号が縦に並んでいるような例があったからだ。井戸尻Ⅲ式は、

この諏訪湖盆地周辺・八ヶ岳山麓を中心とし

た一帯で、文様構成・造形が最高潮に達した

時期と言ってよい。この２つの土器は、同一

遺跡内の異なった住居址から出土したもの

だが、２つの土器は同じ造形である。口縁部

と屈曲底を女性器と男性器の対構造にした

土器の発展した形であるが、そこに配置され

ている数々の記号をまだ私は完全に解読で

きているとは言えない。  

しかし土器の把手図でわかるとおり、横向

きの渦巻三叉文の下に玉抱三叉文が配置されている把手がある。私は２

つの記号がまったく同じ意味なら、わざわざ２つ縦に並べる必要はない

という疑問を感じていた。しかしその疑問の答えは武居の「縄文のデザ

イン」の中にあった。 

「縄文のデザイン」で引用されたこの土器は長野県富士見町曽利遺跡

出土（藤内Ⅱ式）である。矢印上の文様

とその上に円環があり、口縁部・胴部と

もに非常に複雑な記号構成の土器である。

判ノ木山西遺跡の土器で円環も玉抱三叉

文と同様に単独で女性器として表現され

ることは述べたが、この円環も一見する

と単独で配置されているように見える。 

しかし円環の左上部が延長されて土器

の口縁部で蛇行してへその緒を表してお
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り、出産した女性器と単独の円環が「女性器」という意味でオーバーラ

ップしていると考えることができる。 

もしそうであれば矢印状の文様は「女性器」に対立する「男性器」と

蛇体文をオーバーラップした記号となり、「交合」という意味になり、円

環の一部が延長したへその緒がその結果として「出産」を表しているこ

とになる。口縁部には様々な記号が配置され、胴部の「大地・畑」の区

画文の中にも玉抱三叉文や渦巻三叉文が配置されている。記号の構成は

複雑だが口縁部に対する対構造として屈曲底になっている。 

武居はこの土器について、藤森栄一とともに井戸尻編年を完成した武

藤雄六が、発掘報告書「曽利」で女性上位で交合している様子だという

推論的解釈を述べたことを紹介しつつ、別の項で土器の屈曲底のくびれ

部分を円周上に囲んでいる文様を提示して「交合」を示す渦巻三叉文と

玉抱三叉文の記号が配置されていることを示した。 

この土器が女性上位で交合しているように見えるかどうかという推論

的解釈は別として、私が今まで述べてきた記号と意味の対応関係に従っ

て武居が提示した屈曲底の記号を見てみる。 

まず正面に渦巻三叉文「交合」「女性器」「妊婦」があり、その両側に

楕円文の中に蛇行文様が施されている。これを胎内でへその緒が発達す

る様子を模式化した

「妊娠」と考えられ

る。 

そして土器の真後

ろにあたる部分が玉

抱三叉文＋へその緒

である。武居の示し

た「交合」に加えて
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「妊婦」そして胎内でへその緒が発達する時間経過のあと「出産」とい

う意味になる。正面と背面は時間的な過程として、「妊婦」→「出産」に

なっているので、背面の玉抱三

叉文＋へその緒の部分全体に

対して玉抱三叉文は出産を終

えた「母」という意味で使用さ

れていることになる。 

渦巻三叉文は「妊婦」であり、

その時間的経過の状態として

玉抱三叉文が「母」という意味

で使われている。 

    

大地・畑と大地・畑と大地・畑と大地・畑と母胎の同一視母胎の同一視母胎の同一視母胎の同一視    

この土器は先ほどの土器と同じ曽利遺跡から出土した土器である。先

ほどの土器より１型式新しい井戸尻Ⅰ式である。比較的写実性の高い人

体を表したと思われる文様があり、土器全体が渦巻三叉文と玉抱三叉文

で埋め尽くされている。 

文様の構成は先ほどの土器と似ているがやはり「交合」を表すのであ

ろうか。まずその点を考えてみたい。 

 先ほどの屈曲底を円周上に囲ん

でいる記号の中で、妊娠を示す記号

があった。その記号が人体文の両足

の下にある。その記号の下から蛇行

文が伸びて上の人体文の左足と下

の区画文と連結している。 

したがって出産と嬰児を表して
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いることになる。しかし、妊娠の記号の真ん中が上に向かって折れ曲が

っている部分が、男性器とオーバーラップするような記号として製作さ

れているとすれば対構造として嬰児と女性が人体文でオーバーラップし

ていると考えることもできる。 

その場合は「出産」「嬰児」→時間経過→「女性」「交合」「妊娠」（ま

た最初に戻る）が延々とリピートされているという結果になる。 

しかし私は妊娠の記号の真ん中が折れ曲がっている形を男性器とオー

バーラップさせているという形状的類似性のある決定的証拠をまだ見つ

けていない。したがってこの場合は「妊娠」「出産」という意味を選択す

ることになる。 

しかし口縁部に対しての底部の対構造は「交合」の意味として選択で

きる。屈曲底ではないがくびれの縁に意図的に突起状の文様を配置して

あるからである。土器の意味は「交合」「妊娠」「出産」である。 

この土器でもっとも興味深いのは、武居がこの土器に対しても土器底

部を円周上に囲んでいる文様を考察したその内容である。 

武居は三叉文と畑文様が対構造になっている記号を見つけ、畑は雌と

同等の意味で使用されていると述べた。 
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その考えに従って、雌を示す渦巻文と畑文を置き換えると、それらは

渦巻文と渦巻三叉文となり、「女性」「交合」「妊娠」「妊婦」を示す記号

になる。つまり畑の文様と三叉文を対構造にしても、渦巻三叉文と同じ

「交合」「女性器」「妊婦」と同じ意味を表すことになる。 

縄文人は「大地・畑」を「交合」の対象である「女性器」や命を孕ん

だ「妊婦」と同じ存在と考えたのである。 

私が尖石考古館でへその緒の記号を発見した土器を再び見ていただき

たい。正面に垂れ下がるへその緒の記号の先は三叉文になり、畑と対構

造に配置されている。 

そして裏のへその緒の先も三叉文になり、畑と対構造に配置されている。 
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この土器も例外ではない。口縁部から垂れ下がるへその緒の角を利用

し、三角形を作り、畑と対構造にしているのである。 

「交合」に対応する「大地・畑」は種まきの「大地・畑」とオーバー

ラップする。「女性器」「妊婦」に対応する「大地・畑」は「熟稔した（よ

く実った）大地・畑」とオーバーラップする。そして「出産」に対応す

る「大地・畑」は「収穫」とオーバーラップする。 

縄文人は時にはへその緒の記号まで使って三叉文と畑を対構造にし、 

大地・畑は「交合」「女性器」「妊婦」「出産」と同じ重要な存在であるこ

とを記号化したのである。 
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シンボル性のある記号シンボル性のある記号シンボル性のある記号シンボル性のある記号    

 今までは記号をインデックス性のあるものと仮定し、その基準に従っ

て記号の意味を確認するという手法で武居のコードを検証してきた。 

しかし記号学では、インデックス性のない記号が存在する。たとえば

Aという文字の意味をボールと決めるというような場合である。Aとボー

ルの間にはインデックス性による関連性はない。あるのは A という文字

をボールと決めたということだけである。 

このような記号をシンボル性のある記号と呼んでいる。シンボル性の

ある記号は、どうしてそれが記号のモチーフとして選択されたのかとい

う基準を持たない。したがってそのような記号に対して、意味との関係

を推定するときに参照するのがコンテクスト（なぜそのモチーフが選択

されたのかという背景）である。コンテクストは推論的解釈といっても

よい。 

最初の土器は右側に蛇体文、

左側に女性器が配置されてい

るように見えるが、裏から見る

と１匹の蛇が横向きのらせん

状のようにとぐろを巻いてい

るように見える。     

しかし蛇の頭側から見れば、女性器と蛇のとぐろは同じ穴で連結され

ていて、蛇はその穴の中から女

性器と反対側に螺旋状に出て

きて銭型文を伴ったマムシと

なっている。 

銭型文から蛇の頭部の間は
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細かく蛇行し、先ほどのへその緒と同じ形状的類似性を持っている。表

から見れば「交合」であるが、裏から見れば「妊娠」と「出産」という

ことになる。  

ここまではインデックス性の基準

で説明できる。しかし問題はその次で

ある。なぜへその緒が「男性」の記号

である蛇と重ねあわされているのか。

それはコンテクストによって考えな

ければならない。 

以下は私の推論的解釈である。 

    

    

へその緒と蛇のオーバーラップへその緒と蛇のオーバーラップへその緒と蛇のオーバーラップへその緒と蛇のオーバーラップ    

武居が母娘唐草文土器の文様を例示して、そこに娘が母へと成長する

過程を示して、時間的近接性で文様が構成されることを示したように、

男も女から生まれ、成熟した男（父）に成長してゆく時間経過をへその

緒と蛇体を重ね合わせて示している。 

たとえ蛇体文にマムシ特有の銭型文がついていなくても、おそらく蛇

体文そのものが蛇を代表するマムシを指していると考えられる。なぜな

らマムシは日本に生息する蛇の中で、唯一胎生であり、他の蛇は卵生で

ある。マムシの子だけが母蛇から生まれるときにマムシの形態で生まれ

てくるからである。 

このことはマムシが人間にとって大地・畑のネズミ類を捕食してくれ

る有益な蛇の代表的存在であったと同時に、へその緒の先端に、あたか

も実がなるように子供が成長し、それが切り離されて妊婦が無事に母に

なる過程で、へその緒に最も近い存在、つまり人間に最も近い生態を持



- 57 - 

った存在としてシンボル性のある記号としてへその緒とオーバーラップ

するモチーフに選択されたのではないかと考える。 

その解釈に従って再び藤内遺跡の深鉢を見てみよう。私はこの例に限

って円文を蛇の頭部が抽象化されたものと述べたが、この見方は半ば強

引であった。 

 正しくは、円文から生まれて

くるへその緒と見るべきだった。

渦巻三叉文が記されているラッ

パ状の女性器を形成している蛇

体文は、口縁部にそって、そのまま延長され正面の大きな三叉文に連結

している。三叉文は武居が提示したように蛇の頭部を抽象化した蛇＝男

性であるので、出産を示すへその緒と男性を表す三叉文が連結して表現

されていることになる。 

この藤内遺跡の場合のように、

へその緒は基本的には無文もし

くは蛇行する文様で表現される

ことが多いが、無文もしくは蛇

行する文様の一部分にマムシを

表す銭型文や、細かい横縞状の

文様が施されている場合は、へ

その緒の記号と蛇体文が連結されている（オーバーラップしている）記

号表現と考えることができる。 

 

マムシと男性のオーバーラップマムシと男性のオーバーラップマムシと男性のオーバーラップマムシと男性のオーバーラップ    

私は今まで男根と蛇の形状的類似から蛇体文（マムシ）のイデオムが

「男性」であるというルールにしたがって記号を見てきた。 
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しかし形状的な類似性があるという理由だけでマムシが男性と同じ存

在と考えられてきたわけではないと考える。 

なぜならへその緒の記号をはじめとして畑と三叉文を対構造にまでし

て女性の重要性を記号化する一方で、マムシと男根が形状的に類似して

いるからという単純な理由だけで記号化されているとは考えられないか

らである。縄文人は常に対構造で存在を考えており、男性にも女性と同

等の存在価値があるはずである。 

マムシの蛇体文がなぜ土器に採用されているかという解釈としてこの

ような見解がある。 

「マムシは毒蛇であり、毒があるから強い存在である。精力剤にもな

る。したがって強さのシンボルとして選択されたのではないか。」 

それは性的な強さと攻撃性の象徴という解釈である。しかし私はその解

釈に何か偏った価値観を感じる。 

縄文時代の彼らにとって、女性と男性の対構造が最も基本的な記号構

成であった。それは女性も男性も同等であるという考え方であり、その

２つが合体して子孫繁栄になっているという価値観によるものである。  

種馬のような性的な強さを男性が一方的に誇示していると思われるよ

うな土器は非常に少ない。攻撃性についてもそれが重視されるようなモ

チーフはほとんどないといってよい。たとえば攻撃性が男性の重要な価

値観として存在したのであれば、槍や弓矢のような武器として使用可能

なものがモチーフとして採用されていてもおかしくない。しかしそのよ

うな土器はないに等しい。 

したがって蛇（マムシ）が男性とオーバーラップする存在として考え

られていたのはあくまでもマムシ独特の生態と共通な理由があるからと

考えざるを得ない。 

畑を食い荒らす鼠類を捕食するという人間にとっての特別な有益性に
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ついてはふれたが、マムシの生態の中で男性の存在価値と合致すると考

えられるのは次の２点である。 

 

１１１１    他の蛇は危険を察知するとすばやくその場から逃げ去るが、マム他の蛇は危険を察知するとすばやくその場から逃げ去るが、マム他の蛇は危険を察知するとすばやくその場から逃げ去るが、マム他の蛇は危険を察知するとすばやくその場から逃げ去るが、マム

シは逃げずに敵に対峙して自分のテリトリーを守ろうとする。シは逃げずに敵に対峙して自分のテリトリーを守ろうとする。シは逃げずに敵に対峙して自分のテリトリーを守ろうとする。シは逃げずに敵に対峙して自分のテリトリーを守ろうとする。    

２２２２    テリトリーを犯さなければ基本的に温厚で相手を襲うようなことテリトリーを犯さなければ基本的に温厚で相手を襲うようなことテリトリーを犯さなければ基本的に温厚で相手を襲うようなことテリトリーを犯さなければ基本的に温厚で相手を襲うようなこと

はしないが、ひとたびテリトリーを犯すと攻撃に移る。はしないが、ひとたびテリトリーを犯すと攻撃に移る。はしないが、ひとたびテリトリーを犯すと攻撃に移る。はしないが、ひとたびテリトリーを犯すと攻撃に移る。    

    

マムシは畑を中心とした生活テリトリーを守る男性のあるべき姿を投

影し、生活テリトリーの所有権を主張するシンボル性のある記号である。     

生活テリトリーの所有権を男性が代表して主張するとすれば、それは

財産と富の積極的な蓄積者としての男性の役割を基盤とした現代の家父

長的家族の起源がここに確立したことになる。 

武居は縄文時代中期から後期にかけての期間を「母系社会から父系社

会への移行期間」と表現している。 

 

畑と交合・出産のオーバーラップ畑と交合・出産のオーバーラップ畑と交合・出産のオーバーラップ畑と交合・出産のオーバーラップ    

なぜ土器にこれほどまでに「大地・畑」「交合」と「出産」が記号化さ

れたのだろうか。 

私は生活テリトリーの所有権を男性が代表して主張する一方で「交合」

と「出産」は彼らにとって不可欠なリスクマネージメントだったと考え

る。人口を増やして近隣の諸テリトリーに｢友好的な｣諸集団を配し、よ

り高度かつ共同体的な食料生産および防備(氏族ないし部族に近い集団)

を創出すること。それが繁栄を阻害する要因を最小限に抑えるのに最も

有効だったはずである。そのために彼らは子供の出産と子育てを人間の

生態以上に重要な意味と位置づける必要があった。  
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土器が「豊穣」と「子孫繁栄」を表すことはもちろんだが、「こうある

べき」という人間の行動規範まで含んだ記号として機能したと考える。 

諏訪湖盆地・八ヶ岳山麓の土器諏訪湖盆地・八ヶ岳山麓の土器諏訪湖盆地・八ヶ岳山麓の土器諏訪湖盆地・八ヶ岳山麓の土器    

わたしは斬新な話題性をねらってこのような土器ばかり選択して論述

を進めてきたわけではない。これらの土器は諏訪湖盆地・八ヶ岳山麓中

心とする地域では特別珍しいものではない。完成度の高さや文様構成は

それぞれ違うが、諏訪湖・八ヶ岳山麓を中心とした一帯の考古館に行け

ば、これらと同じような土器を見つけることができる。 

 土器に施されている文様に違いはあっても、蛇体文をはじめとし、

玉抱き三叉文や渦巻三叉文が存在し、出産のインデックスであるへその

緒の懸垂文や蛇行文、そして区画された大地・畑の記号、時には口縁部

を女性器に見立て、男根を模した胴部以下と合体関係になっている。 

それらの土器は近くで見ても、離れて見ても、その意味がわかるよう

に作られている。おそらく縄文人は、土器を一瞥しただけで、どこの集

団に属する人間がそれを製作したかを認識することができたであろう。

そのことは、土器の所有者がどこの集団に所属しているかということも

示したであろう。 
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土器は底部が屈曲底でなくても、底部は男性を表す記号として考えら

れていたはずである。中期中葉以降に発達した屈曲底の土器は、特に男

性要素を強調した結果であり基本的に土器の口縁側は女性器、胴部側は

男性器として男女の合体した記号として機能していたことが考えられる。 

私は武居の示した記号に新たに意味を追加したが、そのコードに従え

ば、土器全体に構成されている記号の違いはあっても、土器は基本的に

「大地・畑・作物・交合・妊娠・出産」という記号の集合体ということ

になる。それらを一言で表すならば土器は「豊穣と子孫繁栄」の記号と

いうことになるだろう。 

対構造分類表対構造分類表対構造分類表対構造分類表 

記号と意味の対応に関するルール（追加後）記号と意味の対応に関するルール（追加後）記号と意味の対応に関するルール（追加後）記号と意味の対応に関するルール（追加後）    
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これから図示するのは今まで検証した土器を含んだ何点かの土器の記

号構成図である。これらは全て「大地・畑、交合、妊娠、出産」である。 

 

長野県茅野市尖石遺跡長野県茅野市尖石遺跡長野県茅野市尖石遺跡長野県茅野市尖石遺跡    井戸尻Ⅰ式井戸尻Ⅰ式井戸尻Ⅰ式井戸尻Ⅰ式    

 

長野県茅野市尖石遺跡長野県茅野市尖石遺跡長野県茅野市尖石遺跡長野県茅野市尖石遺跡    井戸尻Ⅰ式井戸尻Ⅰ式井戸尻Ⅰ式井戸尻Ⅰ式    
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長野県富士見町藤内遺跡長野県富士見町藤内遺跡長野県富士見町藤内遺跡長野県富士見町藤内遺跡    藤内Ⅱ式藤内Ⅱ式藤内Ⅱ式藤内Ⅱ式    

    

    

長野県富士見町井戸尻遺跡長野県富士見町井戸尻遺跡長野県富士見町井戸尻遺跡長野県富士見町井戸尻遺跡    井戸尻Ⅰ式井戸尻Ⅰ式井戸尻Ⅰ式井戸尻Ⅰ式    
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長野県茅野市下ノ原遺跡長野県茅野市下ノ原遺跡長野県茅野市下ノ原遺跡長野県茅野市下ノ原遺跡    藤内Ⅰ式藤内Ⅰ式藤内Ⅰ式藤内Ⅰ式    

    

土器の記号の衰退と新たな記号の出現土器の記号の衰退と新たな記号の出現土器の記号の衰退と新たな記号の出現土器の記号の衰退と新たな記号の出現    

今まで述べてきたような文様構成の土器は縄文時代の中期中葉（井戸

尻Ⅲ式）に最高潮に達し、それ以降から衰退していく。 

そして縄文時代の中期後葉を中心に始まったのが埋甕の習慣と土偶・

石棒の多作である。 

    

埋甕の対構造埋甕の対構造埋甕の対構造埋甕の対構造    

私は土器の底部が屈曲底でなくても、底部が男性を表す記号として考

えられていたと述べた。それを裏付けるのが縄文時代中期から始まった

埋甕の習慣である。 

埋甕とは、土器の一部を故意に破損し、そこに死産ないし幼くして死

んでしまった子供、もしくは胎盤を入れて土に埋めたと推測されている

習慣である。 
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諏訪湖・八ヶ岳山麓を中心とする一帯でも、このような習慣があった

ことは埋甕が発掘されることによって確認されている。 

埋甕は破損されずに、倒置されて埋められている場合もあるしかし圧

倒的に故意に一部が破損されており、破損部分のほとんどが胴部以下で

ある。  

胴部以下を破損するのは土器の記号である「交合・妊娠・出産」の記

号のうち、胴部以下の「男性」の記号を除去することにより、土器は「女

性」という記号に変わり、そこに入れて埋葬することにより「再び受胎

する」という記号になる。 

また破損されず、倒置の状態で埋められている数少ない例は、倒置し

て男性の記号を上にし、時には倒置した底部分に小さな円穴を開けて男

性器という記号にし、そこに入れて埋葬することによって「男根から出

てきて再び受胎する」記号となる。 

なぜ口縁部を除去して男性という記号にしないかといえば、前述した

とおり、大地・畑＝母胎という考え方に従って埋葬すること＝母胎に戻

すという概念が優先するからである。 

 

土偶の対構造土偶の対構造土偶の対構造土偶の対構造    

土偶そのものは縄文時代中期後葉から初めて製作されたというわけで

はない。土偶が日本列島で初めて現れたのは関東東部で早期前半である。  
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諏訪湖盆地周辺や八ヶ岳山麓を中心とした一帯では中期中葉から中期

後葉にかけて多作されている。 

1986年 9 月に長野県茅野市米沢の棚畑遺跡から発掘され、茅野市尖石

縄文考古館に所蔵されている大型土偶は縄文のビーナスとよばれ 1995

年に国宝に指定されている縄文時代中期の土偶である。 

ビーナスと呼ばれているが、ヨーロッパのビーナス神と関わりがある

わけではない。出土した地名、遺跡名を冠して呼ぶという考古学の常識

に従うならば「棚畑の土偶」と呼ぶべきであろう。 

       

明らかに妊娠した女性をあらわす土偶である。頭頂部には妊娠を表す

渦巻文が記され頭側部には妊婦を示す玉抱三叉文が記されている。 

前から見る女性の下半身はふくよかであるが、土偶のうしろの臀部は

頂点が張り出している。前から見ると女性の下半身であるが、横または

後ろから見ると男根を模している。 

この土偶は妊婦のみを表しているように見えるが、男性と女性の「交

合」という原因に対する結果としての「妊婦」「交合妊婦像」である。 

2000年 8月に長野県茅野市湖東山口地区中ッ原遺跡の集落跡中央部か

ら発掘され、棚畑の土偶とともに茅野市尖石縄文考古館に所蔵されてい
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る大型土偶は「仮面の女神」とよばれ、縄文時代後期前半の製作と推定

されている。 

 

局部には女性器を示す割れ目があり、腹部が張り出し幾重にもかさな

った円文が記されている。頭部は逆三角形の仮面がついており、これも

一見して仮面をかぶった妊婦を表している。 

しかし逆三角形の仮面を横または後ろからみると、仮面に隠れている

土偶の頭部と男性器をオーバーラップさせている。 

この土偶も棚畑の土偶と同じく男性と女性の「交合」を原因とする結

果の「交合妊婦像」である。 
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下半身を男性器とオーバーラップさせて対構造にした土偶はこればか

りではない。勝坂式土器文化圏を越えた東北地方にも見られる。 

 

 

最後の対構造最後の対構造最後の対構造最後の対構造    石棒石棒石棒石棒    

埋甕の習慣と同じくして出現したのが石棒である。 

土器にも示されているとおり命を育む大地＝母胎「母」という同一視

が縄文人の概念にあったが、そこに立っている石棒は対構造としての「成

熟した男」の記号と考えられる。 

縄文時代中期に屈曲底を頂点として土器の胴部以下が「男性」を表す

記号であったが、その記号は土器から分離をはじめ、石棒という「男性」

記号になったのである。 

石棒は土器から独立したとはいえ、大

地に立てられていることで「母もしくは

成熟した女性」に対する「父もしくは成

熟した男性」という対構造で維持され、

かつ単独で記号として使われた最終的

な形であろう。 

これについて武居の「殖帯
ふゆたい

と石棒と土
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偶の関係」を紹介する。 

武居幸重「武居幸重「武居幸重「武居幸重「殖帯殖帯殖帯殖帯
ふゆたい

と石棒と土偶の関係」（原文）と石棒と土偶の関係」（原文）と石棒と土偶の関係」（原文）と石棒と土偶の関係」（原文）    

先ず人間にとって生きるための基礎である食糧が存在する処はどこか。

言うまでもなく「大気と地殻の接触面の近く」である。仮に筆者はこれ

を「殖帯
ふゆたい

」と呼ぶことにする。 

芋に代表される地中作目も「殖帯
ふゆたい

」を遠く離れては存在しない。穀類

と葉菜類に代表される地上作目も「殖帯
ふゆたい

」を離れては存在し得ない。樹

木に生
な

る果実も「殖帯
ふゆたい

」とそう離れて存在するわけでもなく、樹木を通

じて「殖帯
ふゆたい

」と連結している。鳥や獣や昆虫や魚も基本的に「殖帯
ふゆたい

」に

依拠している。このことを縄文人は経験則により充分理解していたもの

と考えられる。土偶の破片を埋めるという行為。それは蒔種の儀式と考

えられる「毀された土偶片を埋める場所」が「腐食土（黒土帯）に限ら

れている」という事実がそれを証拠だてている。よって、当然のことな

がら縄文人が「殖帯
ふゆたい

」を確実に意識していたことを示している。日本の

考古学史において、「殖帯
ふゆたい

」という概念が縄文人の精神構造の中で占めて

いる位置を具体的に証拠を挙げて示したのは本小文が嚆矢である。 

土偶は人間の女性霊の象徴的存在である。仮にそれに見合う男性霊の

象徴としての石棒を考えるならば、あまりにも石棒は大き過ぎて（最大

2.5ｍあるものがあるという事実から）バランスを欠くのである。 

通常出土する土偶に相対する男性器はせいぜい箸くらいの太さで長さ

４ｃｍくらいのもので事足りる。よって当然石棒の対なる相手は土偶を

含めてもっと大きなものが擬されていると考えねばならない。「縄文人は

対構造に物事を考えていたこと」を皮相的に理解しているからこんな重

要なことさえ問題とならずに見過ごされてしまう。 

であるからこそ、「縄文人が石棒を地上に掘り立てる」という祭祀のあ

り方と、建てられる石棒の方向を特に重要視せねばならない。ここに注
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目せねば石棒の祭祀上の役割を理解できないのである。 

石棒は「殖帯
ふゆたい

」の大気圏側に亀頭部を向けて掘り建てられているので

ある。ここに重大な意味がある。その直接的な石棒配置は「殖帯
ふゆたい

」の地

殻部から大気の方向に亀頭部を向けて「殖帯
ふゆたい

」を貫いて出てきたことに

なっているのである。石棒はただ置かれているのではなく、「掘り建てら

れて」使用されたのである。底面が水平でなく、石棒の根元が極端に鋭

角断面の石棒が直立して出土する例が稀ではあるが存在するから、「掘り

建てられて使用された」ことは論を要しない。よって縄文人にとり「殖帯
ふゆたい

」

は地母神（霊）の内部生殖器に擬されてもいるのである。つまり「殖帯
ふゆたい

」

を天地万物の雌霊に、石棒を天地万物の雄霊に見立て、その交合の中に

天地万物の融合||生殖の意味が重想（同一の造形によって二つ以上の意

味を表現する表現方法または様式）されていると考えてよい。 

『融合祭祀』 

そこで、一方で人間の女性霊を特に取り出して、特別視して、女性霊

を象徴して土偶（人間の女霊に守護神を重想させた土製偶像）を作り、

他方で男性霊を石棒と重想させて作り、両者の融合（交合・入魂・妊娠）

儀式を行ったのが融合祭祀の本質であろう。 

人類史上、融合祭祀は新石器時代にほぼ時を同じくして世界各地で行

われた。人間の霊を特に取り出して、特別視するという自覚を持ち得た

（女性霊の土製偶像を作った）という意味で、人類が精神的主体性を確

保した一つの大きな節目、つまり精神的大革命なのである。 

天地万物の雄霊と雌霊の融合という壮大な生殖を縄文人は考えていた

ものであろう。このような自覚からは、当然「人間は融合祭祀の結果（地

母神の恵み）を食として頂いて生きる存在」であると縄文人は考えてい

たものと考えてよかろう。 

縄文文様の主題となっている豊穣祈願は、このような自覚を根底に霊
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の組み合わせとして施文されたものである。 

 

祭祀と独占祭祀と独占祭祀と独占祭祀と独占    

 武居は万物の雄代表の石棒が万物の雌代表である「殖帯
ふゆたい

」に掘り建て

られて万物の交合と融合が示され、そこで万物の雌代表である土偶に対

して交合・入魂・妊娠に関する儀式が行われ、命を宿した土偶は毀され

て種となり、種蒔きの儀式として大地に蒔かれるという一連の儀式を融

合祭祀として提示した。 

 私はなぜ儀式が必要だったのかという点について考えてみた。儀式を

行うためには儀式の統率者が必要だっただろう。それは祭司の前身とい

ってもいい。祭司は儀式に立ち会う人間に対して儀式を通じて何かの意

味を与えるはずである。例えばマタギの狩猟に関する儀式では、初めて

狩猟に参加する男には必ず儀式が行われる。儀式が与える意味とは、男

が狩猟に参加することへの許可である。しかしそればかりではない。儀

式は許可を与えるのと同時に儀式が行われる集団以外の狩猟を排除し、

独占することでもある。むしろそちらの意味が大きい。  

縄文時代の祭祀も何らかの活動への参加の許可と独占を同時に示す儀

式であったならば、祭祀に立ち会う人間に対しては帰属集団の確認と独

占の表明という側面も持っていただろう。 

 

縄文農耕論と分立小国家の萌芽縄文農耕論と分立小国家の萌芽縄文農耕論と分立小国家の萌芽縄文農耕論と分立小国家の萌芽    

私は今まで縄文時代の農耕の内容にはまったく触れてこなかった。な

ぜなら武居が提示した「大地・畑」の記号を使っただけである。 

縄文時代に農耕があったとする考えは大山柏が提唱し、藤森栄一によ

って発展され、さらに武藤雄六らによって農具としての石器が考察され

つつ現在に至っている。 
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日本全国的に見れば、これを記述している現在において、縄文時代中

期の集落規模の人口を支える安定的な食料供給源として畑が存在したこ

とを裏付ける痕跡は見つかっていないようだ。 

しかし近年縄文時代の農耕の存在に関する発見が相次いでいる。 

農耕としての稲作が始まったのは弥生時代の初め、年代でいうと紀元前

４～５世紀と推定されていた。ところが 2003年の国立歴史民俗博物館の

報告によると、弥生時代の土器に付着している「ふきこぼれ」の放射性

炭素を加速器質量分析法（AMS 法）によって測定したところ、考えられ

ていたよりも 500 年も時代をさかのぼるという結果が出た。稲作が紀元

前 10 世紀ごろ（縄文時代晩期）に始まったということになる。 

農耕が縄文時代にまでさかのぼる発見例はこればかりではない。2005

年には岡山県灘崎町にある彦崎貝塚の縄文時代前期（約 6000 年前）の地

層から、イネ、キビ、ヒエ、小麦など雑穀類のプラントオパール（イネ

科植物の葉などの細胞成分）が大量に見つかり、灘崎町教育委員会が発

表した。 

この発見が食料供給の主な手段であった証拠として十分であれば、縄

文時代中期はおろか前期にはすでに農耕が存在し、中期には農耕社会が

十分に成熟していたことは間違いないことになる。 

しかし専門家はこれらの発見に対して非常に慎重である。これらの発

見だけでは農耕が縄文時代の経済や食生活にどれだけの影響力を持って

いたのかは未知であり、農耕とは呼べず栽培という程度でイネは多種多

様な食べ物の一つにすぎなかったということを否定するものではないと

いう立場である。   

武居は「縄文のデザイン」の中で武藤雄六の縄文時代における肥溜め

利用の可能性に関する考察を引用し、前期までは焼畑農耕が行われてい

たが、中期には現代の有機農法に相当する技術革新によって飛躍的に食
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糧確保の安定化が進んだとし、そのような技術革新がなければ中期の人

口増加は説明できないとしている。 

そして今まで述べてきたように諏訪湖盆地周辺と八ヶ岳山麓を中心と

する一帯や勝坂式土器文化圏で出土した縄文時代中期の土器は、すでに

農耕が生活の中心であったことを示しており、かつ畑を中心とする生活

テリトリーの所有権を蛇＝男性という記号として主張するなど、性的な

役割分業による財産と富の積極的な蓄積者という男性の役割－現代に通

じる家父長的家族の起源が確立していたことをうかがわせている。 

もちろん大和朝廷が成立する弥生時代より前に、この日本列島に分立

小国家の状態があったことに間違いはない。 

その過程を武居は「分立小国家の萌芽」と呼んだが、縄文時代中期の

爆発的な文様構成を生み出した諸集団は、最終的に土偶や石棒を家父長

的な集団のテリトリー所有権を主張する記号として選択したと考えてよ

いだろう。 

以上のことを総合的に考えると私は縄文時代中期の生活基盤を十分に

支える農耕が存在していたことを決定的に証明するような畑の痕跡が必

ず発見されると信じて疑わない。 

 

1000 年間以上を通じて雌雄という対構造にはじまり、屈曲底の土器に

典型的に見られる男女の対構造へ発展した過程で、造形の精緻さや３次

元の空間構成が徹底的に追及されながらも、あたかも騙し絵にも似た巧

妙さで対構造の記号化は維持されてきた。 

なぜわざわざ巧妙に対構造を造形したのか現段階ではわからない。し

かし土器に記された「大地・畑・稔り・交合・出産」というメッセージ

は 1000 年間以上脈々と「世界は雌雄男女のペアで成り立っている」とい

う考えが伝承されてきたことを示している。 
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そのメッセージは諏訪湖・八ヶ岳山麓を中心とする地域だけでなく、

勝坂式土器文化圏を越えた広い範囲に共通に存在していたことは明らか

である。 

縄文時代の中期後葉には土器から対構造の記号が分離し始め、土偶と

石棒が多作され、融合祭祀は最盛期を過ぎると土器の記号は急速に衰退

し、連合国家の成立とともに全て消滅し、縄文時代は終焉した。 

しかし 4000 年後にコードによってメッセージが再現できたのは、何ら

かの形でわれわれに対構造の概念が受け継がれてきたからである。 

彼らの生きた世界は曖昧模糊とした呪術や神話に彩られた世界ではな

かった。 

彼らは多くの部分で我々と同じ人間であり、彼らなりの合理性によっ

て構築された世界を生きたのである。 

 

本書によって武居幸重の提唱した縄文人の精神構造と記号の対構造は

実例により検証された。 

 

                     ２００９年２月１日 

武居 竜生 
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