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として公刊された︒侯仁之は一九六〇年代より﹁沙漠歴史地理﹂

二頁﹈︒この発掘の成果は︑周昆叔﹁北京環境考嘗﹂︵一九八九︶

吉

先秦時代の内蒙古東南部における考古学的諸文化

め

lI近年の環境考古学的研究に寄せて一

じ

中国において﹁環境考古学﹂が独自の学際的研究領域として確

を進めてきた︒一九八四年には︑歴史地理学の研究対象を全品世

研究に携わり︑那爾多斯・河西回廊・新彊南部を対象に調査研究

早期︑原始農業萌芽の時期まで遡上させることを提唱した︒新石

性を主張し︑侯を主任︑周を副主任とする﹁北京市文物古

保護

学地理系︶の百番に応じた周は︑環境考古学的アプローチの必要

応益宅新石器時代遺跡の発掘調査を行った際に︑侯仁之︵北京大

学・花粉分析の専家であった︒︸九八七年︑北京市文物局が平谷

史を概観することで︑とりわけ︸九九〇年代以降の環境考古学的

なわち夏家店上層文化およびそれ以後に編年される諸遺跡の研究

戦国時代に相当する時期の︑内蒙古東南部の考古学的諸文化︑す

本稿では︑中国本土の先秦時代︑より具体的には西周・春秋・

一〜五頁﹈︒

問題とする﹁環境変遷研究﹂である﹇侯仁之・都輝七二〇〇六︑

器時代以降の開発に基づく自然環境の変遷︑人類と環境の関係を

委員会環境考古分委員会﹂を結成した︒これが中国における最初

アプローチが果たしてきた役割を確認するものである︒ここで内

の主催者である周昆叔︵中国科学院地質研究所︶は第四紀地質

﹃環境考古研究職第〜輯︵科学出版社︶が公刊された︒この学会

安臨濠で﹁中国環境考古学術討論会﹂が開催され︑翌年七月目

立したのは︑一九九〇年以降のことであろう︒この年の十月に西

は

本

の環境考古学術団体であったという﹇周李下二〇〇七︑七〜〜七

（ユ95）
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古学的諸文化（吉本）
先秦時代の内蒙古東南部における考

である︒遺物により推論され︑環境考古学アプローチによって裏

それなりに散見するようになるが︑絶対量は乏しく︑かつ断片的

の諸民族に関わる文献的記述は︑とりわけ戦国期以降については

ら牧畜︑さらに遊牧へと生業が推移した時期でもある︒中国北面

先客時代は︑環境の変遷に呼応して︑中国北面において︑農業か

自治区赤峰市の管区に当たる︒いわゆる農牧交錯地帯に属するが︑

七難甲山︑東南は努魯児虎山で区切られる地域で︑今日の内蒙古

同年︑遼寧省昭群鶴盟︵現内蒙古自治区赤峰市︶文物工作靖と中

一九六三年︑現地の農民が耕作の際にまた一基の石榔墓を発見し︑

四基︑墓葬九基を発見した﹇中国科学院内蒙古工作隊︸九七五﹈︒

年に発掘を進め︑国家店下層文化の灰坑一基︑上層文化の灰墨一

め︑夏出店遺跡と同様の二種類の文化の堆積を発見し︑一九六一

科学院考古研究所内蒙古工作隊はこれを手がかりにして調査を進

はここで一群の青銅器を発見していた﹇李逸友〜九五九﹈︒中国

虫縣南山根遺跡である︒一九五八年に︑内蒙古自治区文物工作隊

夏家店上層文化の年代観について重要な役割を果たしたのが毒

付けられた考古学的諸文化の推移や生業の実態は︑文献的情報の

国科学院考古研究所東北工作隊が合作し︑この石榔墓の発掘整理

蒙古東南部と称するのは︑おおむね西拉木倫河流域以南︑西南は

評価︑ひいては歴史学的全体像の構築に︑今や決定的な役割を果

の年代を﹁西下後期ないし春秋前期︵前九世紀中葉〜前八世紀初

数は五〇〇余件に達した︒中原系の青銅器が出土したことで︑墓

国科学院考古研究所一九七三﹈︒副葬品は主に青銅器であり︑総

︸〇一号墓と編号した﹇遼寧省接穂達盟文物工作靖・中

を進め︑

夏家店上層文化の認識︵一九六〇〜八○年代︶

たすものといっても過慮ではないのである︒
﹇

まずぱ撫子岳斯図二〇〇七を参照しつつ荘家店上層文化認識の

さらに翌年赤峰近郊の薬王廟と夏露店遺跡で試掘を行い︑夏家店

調査した際に︑文化の内容の異なった二種類の文化遺存を発見し︑

一九五九年︑中国科学院考古研究所内蒙古工作隊が赤峰地区で

相対的年代を明確にした﹇中国科学院考古研究所内蒙古工作隊〜

戦国〜漢初の四種類の文化の堆積を発見し︑この四種類の文化の

蛛山遺跡を発掘し︑紅山文化︑夏家店下層文化︑夏質店上層文化︑

一九六三年に中国科学院考古研究所内蒙古工作隊はまた赤峰蜘

葉あるいはやや降る︶﹂と断定することが可能になった

下層︑上層文化の命名をはじめて提唱した﹇申国科学院考古研究

九七九﹈︒

推移を整理しておこう︒

所内蒙古工作隊一九六一・一九七四﹈︒

（196）
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〜九七三年︑筆墨達盟第二地質隊が銅鉱を探査していた時︑赤

会科学院考古研究所内蒙古工作隊一九八四﹈︒年代は春秋中期

市議漢旗周家地村において竪穴土坑墓五四基を発掘した﹇中国社

︵ほぼ前七世紀︶に当たる︒

峰林西縣大井で〜箇所の古銅鉱遺跡を発見し︑一九七六年に遼寧
省博物館文物工作隊が発掘を進め︑この古諺遺跡が夏家店上層文

劉観民︵中国社会科学院考古研究所︶・徐光翼︵同︶﹁内蒙古

（朱永剛2004：423を改変）

化に属することを確認した︒出土した石炭の○区年代N零O陣
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図1 夏家店上履文化の分布
A：西天木遣河流域 B：老11含河流域 C；藻河上流

nしd．勺．︵一ccOO汗一ωOじdb．︶︑敷漢旗大旬子ζ僻O命ωNΦO陸⑩Obd．℃

OOゆ．℃．︵年輪較正卜︒命O昨竃Obσ．O．︶︑北票豊下日δ③ ω瀕O陸

下層文化の年代的上限については︑赤峰蜘蛛山国お下し︒︒︒︒㎝昨

注目されるのは︑夏家店下層︑上層文化の年代観である︒夏家店

東部地区青銅時代両論文化扁︵一九八一︶は︑夏家店下層︑上層

〜⑪

一嵩ゆ．℃．が確認された﹇遼寧省博物館文物工作隊一九八三﹈︒

克什克晦西撹オ虜河

文化に関する総括的論文であり︑以後の研究の出発点となった︒

ノ

︸九八一年︑中国社会科学院考古研究所内蒙古工作隊は︑赤峰

バ◎麿西心月旗

ては︑林西大井を○区年代に基づき股周交代期とし︑下限につ

したという見解を提示した︒夏家店上層文化の年代的上限につい

化の下限を周初とし︑あわせて夏春店下層文化が北から南へ移動

の地層や墓葬があることを根拠に︑留保附きながら夏鳴戸下層文

銅器讐蔵や︑北京御山琉璃河周初貴族墓の附近に夏家畜下層文化

は年代的下限に対する認識である︒遼寧凌源・喀左の殿末周初青

た漏とする︒段代以前であることを確認したものであろう︒問題

O窓年代を提示して︑﹁前一六世紀以前にはすでに出現してい

︵一①㊤㎝陸一ωObdgO・︶︑ζ刈㎝9ωω鳴○陣Q︒0じd．℃■︵霜ω0汁δ0ゆ．○．︶の

。。

いては︑寧城南山根の申原青銅器を春秋時期とし︑こちらについ
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夏洋品下層文化・上層文化は時間的に連続するものとして扱われ

て南下したという推移が想定されているのであり︑この段階では︑

主店下層文化が︑股周交代期以前に出現した上層文化に圧迫され

合するという論点である︒要するに︑二二木立河流域にあった県

の遼寧凌源・喀左︑北京房中琉璃河︶に見られるという事実に適

降る発見は西肝木倫河流域には見られず︑それ以南の地帯︵上掲

夏家店下層文化の年代的下調における分布地域︑すなわち周初に

ても北から南への移動を想定する︒留意すべきは︑この年代観が︑

時代は緊密に接しており︑文化的関係においては変化は比較的大

近する点が比較的多い﹂﹁魏営子類型と夏豊玉下層文化の間は︑

るものとし︑﹁魏営子類型は主に夏家店下層文化の晩期段階と接

周前期︑夏家店下層文化と夏家店上層文化凌河類型の間に介在す

真子類型﹂︵一九八七︶では︑魏営子類型の年代を身代後期〜西

河類型﹂の年代を春秋前期〜戦国前中期とした︒ついで﹁試論魏

夏家店上層文化を﹁南山根類型﹂と﹁凌河類型﹂に区分し︑﹁凌

り︑ほぼ二里岡期に当たり︑股代後期よりは早い偏とする︒また

文化の年代的下限については︑﹁本来推定されていた周初より遡

きいが︑承襲の脈絡をたどりうる﹂﹁大小凌河流域の青銅文化の

てい る ︒

この論文の段階では︑夏日店下層文化の下限を窯初まで降して

発展序列は︑夏家店下層文化−魏庶子類型−藁家店上層文化凌河
類型である﹂とした

いたが︑喀左縣文化館﹁記遼寧土左本降志雄発現的〜組陶器扁
續ｪ二︶は︑遼寧省喀剛沁左翼蒙古族自治縣後弓村で発見さ

丁八三︶において︑曲刃

一方︑斬楓毅︵北京市文物考古研究所︶は︑﹁論中国東北地区

含曲刃青銅短剣的文化遺存﹂︵一九八

思懸上層文化の楓糖を東胡であるとした︒ついで﹁夏家蝿上層文

近で出土した陶器と類似することから︑これらが遼寧西部夏家督

郭大順︵遼寧省文物考古研究所︶は︑﹁西遼河流域青銅文化研

化及其族属問題﹂︵一九八七︶において︑夏家店上層文化を﹁大

青銅短剣を含む文化遺存に対し分区︑分籍および文化的性質の研

究三新進展﹂︵一九八三︶において︑魏営子類型の年代が﹁当地

井類型﹂︑﹁南山根類型﹂︑﹁十二台営子類型﹂に区分した︒林西大

下層文化と夏全店上層文化の問の︸種の文化類型に属し︑暫定的

の夏家店下層文化より降り︑当地の夏家店上層文化より早く︑文

井の発掘簡報﹇遼寧省博物館文物工作隊︸九八三﹈を承けて︑

究を進め︑﹁南山根類型扁と﹁十二台営子類型﹂とを提出し︑夏

化の内容もその間に挟まる特徴をもつ﹂と指摘した︒夏家店下層

に﹁魏里子類型﹂と称しうると提起した︒

れた陶器が︑一九七〇〜七六年の間︑遼寧省朝陽縣前魏営子村附

（一
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醸刃短剣を含む遺存は溶岩店上層文化とは明確な区別があるので︑

化的初歩研究扁を発表し︑さらに明確に﹁大小夜警流域の短薫式

山と医乱闘山の間に位置し︑年代は西周後期〜戦国中期となると

この〜区域を上層文化の分布範囲に納めることは非常に困難であ

﹁大井類型﹂が追加されている︒﹁十二台営子類型﹂は努魯児虎

し︑あわせて十二台営子類型と南山根類型との間の異同について

る﹂とあらためて提議し︑これ以後︑この認識が定着することに

り︑この種の短剣を含む遺跡は別系統の青銅文化とすべきであ

これら郭大順・斬楓毅の論考では︑遼寧西部の凌河類型あるい

なる︒加えて︑この論文は︑夏家号下層文化の下限と上層文化の

詳細に分析した

は十二台営子類型を︑同じく夏書店上層文化に含めるものの︑内

上限の間に︑少なくとも門二里岡上層と股櫨﹂に相当する懸隔が

←魏営子類型−←十二台営子類型

←夏雲店上層文化

下家店下層文化

下層文化←夏家店上層文化という認識は︑

要するに︑〜九八○年代の十年間で︑劉愚民・徐光軸の夏家店

あることを明言している︒

蒙古東南部の南山根類型とは一定の相違があるものとして扱って

﹂︵一

いる︒実のところ︑つとに秋山進午﹁中国東北地方の初期金属文
化の様相⁝一考古資料︑とくに青銅短剣を中心として

九六八〜六九︶は︑いわゆる遼寧式青銅短剣の研究に際して︑南
山根の遣物を十二台営子など遼寧西部のそれとは異質として排除

初論﹂︵一九八○︶においてこの見解を踏襲していた︒また王成

という二系統の序列に修正された︒ここであらためて︑内蒙古東

︵遼寧西部︶

生﹁遼河流域及隣近地区短鍵曲射剣研究﹂︵一九八一︶は︑大︑

南部における夏家倉下層︑上層文化の問の考古学的遺存の不在が

しており︑林漂︵吉林大学辺彊考古研究所︶も﹁中国東北系銅剣

小事河流域に分布し短鍵曲流剣を含む十二台量子などの遺跡は︑

問題化されることになった︒一九八三年には林西大井の発掘簡報

ないし重書前期に遡るものと理解されるようになった︒しかしな

らの遺跡の年代観に基づき︑直家店上層文化の上限は殿周交代期

騰旗龍頭山遺跡の発掘簡報が公刊され﹇斉暁光〜九九二︑これ

﹇遼寧省博物館文物工作隊一九八三﹈が︑一九九一年には克什克

︵内蒙古東南部︶

特定の陶器や石器について夏家山上層文化との区別が存在すると
し︑﹁凌河類型﹂の命名をはじめて提議している﹇鳥恩一一〇〇七︑
二二 七 頁 ﹈ ︒

郭大順・斬至心の論考はこれらの議論を排除したものだが︑一

九八七年︑各藩剛︵吉林大学辺彊考古研究所︶は﹁夏家店上層文

（199）
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三︶において気付かれていたが︑この段階では﹁中間の一定のミ

とに魯作文﹁関於法家店上層和下層文化的幾個問題﹂︵一九七

程度の﹁懸鼻期﹂が残るのである︒この﹁愚輩期﹂の存在は︑つ

侵入して破壊した結果であるとした︒しかし︑この説明は後述の

下層文化を︑﹁北アジア人種﹂の遊牧民が西方もしくは北方から

で︑この﹁問埋樋﹂を﹁東アジア人種﹂の定住文化である夏質店

と︑夏家店下層︑上層文化の間の﹁問激期﹂の存在を確認した上

化の間敏期があることがわかる︒

ッシングリンクは︑工作が比較的少なく︑文化全体の様相がなお

如く林渓一一〇〇三では全面的に撤回されている︵﹁東アジア人種﹂

がら︑夏家店下層文化の下限である秘事前期とは︑なお三〇〇年

はっきり露出していないためである可能性がある﹂と解釈されて

﹁北アジア人種﹂の枠組みも︑朱欄二〇〇一に従って修正されて

いる︒史籍に代表される形質人類学的研究は︑遊牧民の出現を論

いた︒玉織民は︑﹁西六木倫流域不同系統的考三顧文化分布区域
的変遷﹂︵

ずる際にきわめて重要な手がかりを提供するが︑本稿では枚数の

九八七︶においてなおこのような解釈を提示してい

る︒夏家店下層文化←魏母子類型←十二台童子類型の序列が確認

都合上︑紹介を割愛せざるを得ない︶︒

環境考古学的アプ日ーチの適用︵﹇九九〇年代︶

一九八七年には侯仁之・周昆叔が﹁北京

ける環境考古学が︑当初︑考古学ではなく︑歴史地理学および地

市文物古 保護粗食会堂境考古分委員会﹂を結成した︒中国にお

冨頭に述べたように︑

二

され︑十二台営子類型を夏家店上層文化に含めていた段階ではこ
の﹁闘歓期﹂は充填されたかに思われていたが︑魏営子類型←十
二台三子類型が三家店下層文化から分離されることで︑この門間
歓期﹂の問題が再燃したのである︒
亡国が一九九一一年に最初に発表した﹁東胡与山戎的考古探索﹂
では︑

内蒙古東南部を対象とした環境考古学的研究としては︑まずは

質学の専家によって主導されたことを確認しておきたい︒

期にようやく到達するが﹇張忠培・孔哲生・張輿車・陳雍一

一九九〇年の﹁中国環境考古学術討論会﹂で発表された︑孔昭最

今日の赤峰附近では︑藁家店下層文化は最も降って︑段藁葺

九八七一昇華謙一九九〇﹈︑夏貸店上層文化は最も早くとも

︵中国科学院植物研究所︶・杜乃秋︵同︶・劉車回︵中国社会科学

院考古研究所︶・楊虎︵同︶﹁内蒙古自治区赤峰市距今

ほぼ西中前・中期もしくは西周中期前後である﹇毒針民・徐
光翼一九八一﹈︒股代後期より西周初まで︑ここには定住文

（200）

200

先秦時代の内蒙古東南部における考古学的諸文化（吉本）

業の発達した全家店上層文化が霊山以北の鮮麗地区を占拠し

店下層文化は南に移動し︑農業生産水準の比較的低い︑牧畜

会科学院考古研究所﹃大黒子
た︒

nOO山回OO年間環境考古学的初歩研究﹂があり︑のちに中国社

報告﹄︵一九九六︶に﹁附録二﹂として収録されている︒植物学

と結論する︒

全家店下層文化上盤与墓地発掘

者と考古学者の共著であり︑主に花粉分析に基づき︑新石器時代

粉を分析し︑﹁下層文化期は気候が温暖湿潤だったが︑上層では

と︑夏家勢上層文化に属する赦漢名周家地墓地より採集された花

本稿と関連するものとして︑夏家店下層文化に属する大乙子遺跡

夏家店下層︑上層文化の時期の環境の推移を論じている︒とくに

た何より︑ωOOObσもマ︵一〇㎝Obσ■ρ︶前後の低温乾燥を夏家塾下層︑

戦国交代期を想定しているが︑その根拠は明示されていない︒ま

は︑論文の題屋からいってト︒鼻OObご︻℃﹁︑すなわち瀕Oしd．Ω︑春秋

代を刈OO鋤．切b．とするだけで︑上限は不明である︒〜方で︑下限

るが︑上層文化については︑寧城小黒石皿墓地・周家地墓地の年

この論文では︑全家店下層文化の年代はト︒OOO山OOOpゆ．0．とす

温暖乾燥に変わり︑このため温帯性の森林は減少し︑草原面積が

上層文化の交代の根拠とすることは︑夏家店下層文化の下限を

の興隆窪文化・趙宝溝文化・紅山文化・富河文化︑青銅器時代の

拡大した﹂とし︑また夏家店下層文化が申原に匹敵する農業文明

な気候変化の制約が︑自然環境の改変を引き起こしたこと︑

えば︑工つの原因があった可能性がある︒〜つはグローバル

燥の過程を経過し︑この状況の出現は︑遼西地区についてい

花粉学の研究に関連して︑ωOOOPしd．℃．ごろ北方では低温乾

物考古学的資料で補強された所見を︑花粉分析に基づいて復元さ

の粗放な農業と牧畜業の発達という︑主に器物から推測され︑動

されていた︑夏家店下層文化の発達した農業に対する︑上層文化

文にはなお問題があるが︑劉黒糖・徐囲女一九九一ですでに提起

る評価が整理されていないという印象を得る︒そのほか︑この論

一㎝OOゆ．O．とすることに矛盾している︒上述の﹁間下期扁に対す

二つは紅山文化以来︑富家店下層時期には燕山以北の特定の

れた古環境に位世づけるという環境考古学的アプローチが︑夏家

であったことを指摘したのちに︑

地区が過度に開墾され︑人類の生態環境に対する破壊を産み

店下層︑上層文化研究に対してはじめて採用されたものであり︑

研究史上︑画期的な意味をもつことは疑いない︒

出し︑生態環境の明瞭な変化は︑二つの青銅文化の交代をも
たらした︒すなわち農業生産を主要な経済的基礎とする夏家
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c。

岱海地区の考古学的文化の序列と編年

戦国後期一漢（農業文化）

2000
月曜多斯式青銅器

2600−2300

毅（空）

4000−3600

朱印溝文化3、4段
空

4800−4300

老虎山文化
（空）

5800−5000

書生不老文化廟子溝類型

6200
雪崩一期文化

時代の古環境と文化的特徴の関係を論じている︒

ためて確認させる︒この論文では複数の地層断面の化学成分分析

評価しており︑周昆叔の研究の影響が甚だ大きかったことをあら

区の歴史文化環境の考古研究にはすでに成果が挙がっている﹂と

に︑周昆叔門環境変遷研究問題﹂︵一九八八︶を引いて﹁北京地

究﹂が公刊されている︒考古学者と地理学者の共著である︒冒頭

文化・朱開溝文化などの消失とその後の考古学的遺存の不在を降

との関係を論じている︒注目されるのは︑海門不老文化・老虎山

考古学的文化の序列と編年を整理し︵表1︶︑文化の推移と環境

層断面の分析に基づいて環境の推移を確認したのち︑岱海地区の

海地区考古学文化与生態環境之関係﹂を発表した︒岱海周辺の地

洛陽で開催された第二届中国環境考古学術研討会に参加し︑﹁岱
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これに先立ち︑暗語軍は︑武弘麟︵北京大学歴史地理研究中

心︶との共著で︑﹁全新世科爾沁沙地的環境変遷﹂︵︸九八七︶を

発表し︑科羊脂沙地の土壌分析に基づき環境変遷を論じている︒

夏家店上層文化については︑ごく簡単な言及しかないが︑﹁牧畜︑

狩猟を主とし︑農業を輔﹂とするといった評価は︑夏家店下層文

化に比べた際の上層文化の農業の後退を過剰評価したものという
べきであろう︒

田広金は︑一九九二年五月には北京師範大学で開催された全国

第三届環境演変学術討論会に参加し︑﹁内蒙古長城地帯不同系統

考古学文化的分布区域及相互影響﹂を発表している︒﹁長城地帯

の環境変化研究の参考に供する﹂として︑内蒙古中南部と東南部

と花粉分析によって︑旧石器時代・中石器時代・仰詔時代・龍山

の新石器・青銅器文化の推移を生業に重点を置きつつ対比的に整

西周（空）

一九九一年には︑田黒金︵内蒙古文物考古研究所︶・史都軍

毛慶溝類型

理し︑相互影響に言及したものである︒ついで一九九四年十月に

空

6000
王墓山下類型
玉藻文化

年代（a．Bゑ）

考古学的文化

︵北京師範大学地理系︶﹁内蒙古申南部原始文化的環境考古研
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業の推移を包括的に記述する︒遊牧経済の形成過程についての枠

た︒王明珂〜九九四aの議論を承けて︑﹁長城地帯﹂における生

会において﹁中国北方畜牧

游牧民族的形成与発展﹂を発表し

九五年五月には︑河南假師で開催された中国商文化国際学術討論

上層文化の間の﹁間歓期﹂の説明に応用されることになる︒〜九

温事件と関連づける論点であり︑後述の如く︑のちに夏商店下層︑

には問題があるといわざるを得ない︒興味深いのは次の一節であ

た夏家憲上層文化を﹁遊牧文化漏と評価するなど︑考古学的認識

店下層文化︑上層文化の間の﹁間上期﹂が認知されておらず︑ま

出現を﹁突発的変異﹂と評価することにも明らかなように︑夏家

潤から冷涼乾燥への気候変動で説明している︒夏画調上層文化の

地層断面の分析に基づき︑これを○︒OOO騨ゆ℃．頃における温暖湿

︒︒蒔OO節ゆ．℃■より以前に発育した湖沼層より見て︑大水諾爾

る︒

文化については︑ウマの利用に注目し︑南下して門長城地帯﹂に

湖面は縮小し︑豊浜には泥炭層︵大量の半ば腐敗した植物の

の湖面は今日よりずっと広かったが︑ω癖OO鋤．bd・ゆに至って

組みは︑以後も基本的に踏襲されていくことになる︒夏家店上層

たび史培軍と共著で﹁中国北方地帯環境考古学的初歩研究﹂を発

最初に進入した半遊牧民族と評価している︒一九九七年にはふた

一九九四年の箋雇中国環境考古学術研討会ではさらに︑楊志

ωOOOPゆ．℃．が確実に〜つの転換点であったことがわかる︒

動は大々的に強化し︑ついに気候の逆転が出現した︒

茎・葉︶が発育し︑Q︒ωOO餌・じd．℃．ののち気候は頻繁に波動し︑

栄︵湖南師範大学︶・索秀券︵内蒙古文物考古研究所︶﹁四国北

著者はωOOOPbσ．℃■の画期性をもっぱら強調するが︑ここで提供

表し︑内蒙古の考古学的諸文化の推移を全体として把握するため

方農牧交錯嘉言南部環境考古研究﹂が発表されている︒同じ学会

された材料からはG︒膳OO山OOOPbd．℃・という比較的長期間にわたる

泥炭層と風沙層が交替で発育し︑ωOOOp．bdマ℃．頃に︑風沙活

で田広金が内蒙古中南部を扱ったのに対し︑内蒙古東南部を対象

気候の不安定が読み取られるのであり︑むしろ﹁間激期﹂を説明

の枠組みとして︑いくつかの間題提起を行っている︒

としたものである︒夏家店上層文化の出現を︑﹁ωOOOPゆ．℃・頃に

するものというべきであろう︒

夏辺縁ーー歴史記憶影藤群認同門が公刊された︒三部構成で︑そ

一九九七年には直明珂︵台湾中央研究院歴史語言研究所︶咽華

出現した夏家店上層文化では︑文化的特徴に突発的変異が鳩現し
ている﹂﹁ωOOOPゆ．剛頃に︑原始農業文化は半農半牧文化に地位

を譲った﹂と評価した上で︑西面河流域および達来諾手擦周辺の
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し︑後者は墨家店下層文化・上層文化について詳論したものであ

豊新世のマクロな気候変動を提示したものとして画期的な意味を

文化それぞれの時期における文化の特徴と自然環境の関係を概観

は︑おおむね一九八○年代以前の材料によるもので︑夏家世上層

もつが︑郡輝のこの二篇の論文は︑こうした古気候学の最新成果

の第二部は︑﹁華麗生態辺界的形成﹂と題し︑既発表の王明珂一

文化についても十二台七子文化をこれに含めるなど認識が古く︑

を︑内蒙古東南部考古学的諸文化の研究におそらくは最初に導入

九九四a・一九九四b・一九九六を踏まえ︑農業が行われていた

生態環境についても埜塗櫛﹁中国近五千年来気候変遷的初歩研

したものであり︑そのことは︑魏営子文化・富家店上層文化の出

る︒施雅風︵中国科学院薩州氷川凍土研究所︶・二塁農︵中国科

究﹂︵一九七二︶以後のものはほとんど参照されていない︒大陸

現をωOOO勲bd．℃．の大暖期の終末に関連づける論点などに反映さ

青海河渥地区・那爾多斯およびその近隣地区・西遼河地区におい

の研究状況が充分には把握されていなかったものである︒それに

れている︒夏家店下層文化・上層文化の間の﹁問漱期﹂の存在や︑

学院植物研究所︶・王蘇民︵中国科学院南京地理与湖泊研究所︶

も関わらず︑いわゆる﹁長城地帯﹂についての包括的記述であっ

魏七子文化と夏家店上層文化の併行を確認するが︑その一方で︑

他﹁中国筆勢世大濁点的気候波動与重要事件﹂︵一九九二︶は︑

たことや︑﹁以聖意年代養猪﹂の一節で示された︑農耕社会にお

十二台営子文化が認識されておらず︑また離家店上層文化の生業

いる︒社会人類学の立場からなされた研究であり︑考古学的記述

ける家畜飼養から遊牧が発生する過程︑そしてその環境的要因と

を＝定の農業の成分を包含した牧畜業土地利用方式を経済の基

て︑生態環境の変化によって遊牧社会が形成された推移を描いて

いった議論は︑少なくともここまでに紹介したような大陸の論著

二〇〇〇年には夏正楷︵北京大学環境学院地理科学系︶・郡

礎とする﹂と断定するなど︑考古学的な所見はいささか図式的で

同じ一九九七年には郡輝︵北京大学歴史地理研究申心︶が﹁全

輝・武弘麟﹁内蒙古西拉木倫河流域考古文化演義的地貌背景分

には見られぬものであり︑上掲の田広金︷九九五など大陸の研究

部書舗暖期豊北地区人地関係的演変﹂﹁燕北地区出血対立青銅文

析﹂が発表された︒楊虎一九九四に従ってこの地域における興隆

ある︒

化的自然環境透視﹂の二篇を発表している︒前者は︑興隆窪文

窪文化・趙堅巻文化・紅山文化・小河沿文化・夏家店下層文化・

にも一定の影響を与えたものといえる︒

化・趙宝溝文化・紅山文化・小河沿文化・小家店下層文化・上層
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夏家店上層文化の序列と編年を確認した上で︑河岸段丘の発育︑

して︑湯卓偉編﹃環境考古学﹄が公刊された︒

研究﹂を発表し︑ついで二〇〇三年十月には︑吉林大学の教材と

時代／aBP．

考古学的文化
第二次拡張

3300−2800

夏家店上層文化

牧畜業経済
第二次収縮

4000−3300

夏家店下屡文化

発達した農業経済
第一次拡張

5⑪00−4000

小河沿文化

農業経済の衰落
第一次収縮

6000−5000

紅山文化

原始農業の迅速な発展
8000−6000

興隆窪文化と趙宝溝文化

﹁間欺期﹂が無視され︑夏家店上

おける遊牧の形成に関わる重厚な通論である︒︿一

〇〇三︶は︑その時点で最新の成果を網羅した︑門長城地帯扁に

夏代以前北方長城地帯農

従最近的体

層文化を﹁強烈な草原遊牧の色彩

﹀︿二

質入類学研究成果看

いては︑

游牧

北方長城地帯

来自外部的入裾濃文化成分﹀︿七

第四章である︒夏家店下層文化︑上層文化の間の﹁問二期﹂につ

文化帯的形成﹀の七章より成る︒夏質店上層文化に書及するのは

内居民遷移的趨勢﹀︿六

商至春秋北方長城地帯的考古学文化和声属﹀︿五

業的興起﹀十一夏代経済形態的転変和双方向的文化影響﹀︿四

戎秋非胡

をもった牧畜業文化﹂とするなど︑

郡輝一九九七a・一九九七bより

研究の新展開

むしろ後退している︒
三

︵二〇〇〇年〜︶
一九九九年︑吉林大学が辺彊考

燕山以北︑努魯児虎山以東の夏蚕店下層文化が終わったころ︑

環境考古学研究にも積極的に取り

を果たすようになった︒同中心は︑

かなかったことがわかる﹇四二梅一九九二﹈︒二型秦は皇家

九四﹈︒花粉分析より草本植物が優勢で木本植物はマツ属し

た地層には風好季方体が混じっている﹇楊志栄・索秀券一九

ω鼻OO−も︒︒︒OOゆ．勺．に達来貢爾湖の湖面が縮小し︑湖浜に発育し

組んいる︒湯卓偉・趙賓福・王立

店下層文化の大規模な開墾が西遼河流城の沙漠化をもたらし

古研究忠を設置し︑内蒙古東南
部の考古学的研究に主導的な役割

沙地の進退

林渓門夏至戦国中国北方長城地帯游牧文化帯的形成過程﹂︵二

黄土の分布︑沙地の進退に基づき文化の推移を整理する︵表2︶︒

人類の経済活動

明快な整理が行われているが︑夏家店下層文化・上層文化の間の

移
刻

靹
と
動

媚
随
爾

表

新は︑二〇〇二年九月︑済南で開

たと推測しており﹇宋豫秦一九九五﹈︑これは努三児虎山以

西の地区において夏家店下層文化衰退後の文化遺跡がかなり

催された第三届環境考古学大会に
おいて﹁環境考古実践教学環節的
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囮推

砧

油

科

稀少な原因である可能性がある︒⁝約四〇〇年の問漱期を経
て︑生態系統はおおむね徐々に自己回復し︑ωOOOじd．勺．頃に

と整理している︒そのほか︑夏聖楽上層文化と戦国燕文化の間の

﹁問激期﹂を補填すべき諸遺跡の指摘︵この点については後述す

と︑一九九〇年代の環境考古学的研究を踏まえた記述になってい

する農業とするといったように︑族属の比定と連動することなど

さらには遊牧とするのに対し︑山戎説を採るものは牧畜を兼業と

る︶︑夏家店上層文化の生業の評価が︑二胡説を採るものは牧畜

る︒この論文に先立ち︑翰墨偉は︑二〇〇一年八月に予讃考古研

着実な所見が随所に散見する︒

夏家店上層文化がここで興起した︒

究所で開催された中国北方長城地帯青銅時代考古国際学術研討会
において﹁中国北方草原地帯青銅時代以来気候︑植被変化研究綜

内蒙古東南

これに類似した研究として︑索秀券﹁中全県世内蒙古東南部和

部中全新世考古学文化序列与環境変遷﹀︿二 内蒙古中南部中全

申南部環境考古対比研究﹂︵二〇〇五︶がある︒︿一

ついで王立新は︑﹁遼西区夏至戦国時期文化格墨筆経済形態演

新世考古学文化序列与環境変遷﹀︿三 申全新世内蒙古東南比和

述﹂を発表し︑﹁長城地帯﹂における植生の変化を通観した︒

経済

文化難局的演進﹀︿二

中南部環境考古対比研究﹀︿四 中全野世内蒙古東南部巽中南部

進﹂︵二〇〇四︶を発表した︒︿一

形態的発展﹀︿三

環境変遷過程﹀︿五

結語﹀の三章から成り︑内蒙古東南部・遼寧

西部における考古学的文化の序列︑生業の推移︑その背景となる

わち新石器時代の開始から戦国期までの時代幅で︑内蒙古中南部︑

結語﹀の五章より成る︒早撃世中期︑すな

環境の変遷を詳細にたどっている︒環境の変遷については︑

わち︑夏代前期︵鼻OOO−ω︒︒OO切．℃．︶は︑気候が冷涼湿潤︑夏

内蒙古東南部の夏中店下層文化と夏期店上層文化の間には考

ωαOO山OOOpbd．即の間はほぼ中原の殿王朝時期に相当するが︑

東南部の比較を試みる︒皇家店上層文化については︑

代後期から股上前期︵ω︒︒OO−ω心OOGd始．︶は︑気候が比較的温

と述べ︑上掲の一九九四年の所見が改良されている︒もっとも分

古学的文化のミッシングリンク現象が存在する︒

期から戦国は︑温暖期が終了し︑気候は乾燥冷涼となる︒

化の生業と環境については︑

︵鳴OOOIトり㎝OOHW．℃．︶は︑気候が温暖湿潤状態を回復︑春秋後
量の乏しさもあって行論はいささか図式的であり︑吉家店上層文

暖乾燥で︑風沙活動が増強︑西周中期から春秋申期

暖︑段代後期から西周前期︵ω鼻OO山OOOゆ℃．︶は︑気候が温

遼西区の環境の推移はおおむね五つの段階を経ている︒すな
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葬を﹁山畑文化﹂すなわち玉皇廟文化に属するという独自の見解

致することを指摘した︵なお筆者毅・王継紅二〇〇〜は︑この墓
G︒OO♀卜⊃ωOOpbd．℃マの平家店上層文化の時期では︑簡隔な農業︑
発達した牧畜業が乾燥冷涼な気候に適応した産物であった︒

と述べ︑王立新の所見よりかなり単純である︒索事案は︑さらに

で発見されていることから︑これらを﹁水墨文化扁と命名するこ

異なり︑また類似の陶器が老心河から陽河一帯のいくつかの遺跡

五年に発掘された敷漢造水泉墓地北区墓葬が十二台営子文化とは

郭田中﹁水泉墓地及相関問題之探索﹂︵〜九九九︶は︑一九九

⁝股代︵ω㎝OO−し︒OOOpゆ．℃．︶のミッシングリンクは大盛期終 を採る︶︒

宋における気温の大幅な下降︑とりわけ乾燥が文化的ミッシ

二〇〇六年には﹁西欧河流砂金新世人地関係﹂・﹁連山甫官地区新

とを提唱した︒この論文は︑王剛一九九八が夏卵店上層文化に属

ングリンクを造成する主要な原因であった︒

石器時代下人地関係﹂の二篇を発表している︒

ち︑匹金木去冬を爽んで南の水泉文化と対峙した独自の文化を代

するとしていた林西井溝子氷野についても︑夏家店上層文化のの

文化の問の﹁間下期﹄を埋めるべき遺跡の出現を予見していたが︑

表するものとした︒

林漂は︑すでに一九九二年の論文で︑藤里店上層文化と戦国燕

この間︑そうした遺跡がいくつか認識されるようになり︑加えて

国田一九九二﹈︑その年代は世家店上層文化ののち戦国燕文化到

つとに一九九二年に︑敷漢旗鉄鉢溝遺跡が報告されており︹郡

前章〜前四世紀に塾代される五八基の墓葬が発掘され︑後期に属

が発表された︒井溝子遺鮭西区において︑春秋後期〜戦国前期︑

研究所﹁二〇〇二年内蒙古林西縣井溝子遺趾西区墓葬発掘紀要﹂

二〇〇四年には︑吉林大学辺境考古研究中心・内蒙古文物考古

達前の﹁春秋末〜戦国初﹂にあり︑イノシシの牌飾など独自の遣

する比較的保存状態のよい二八基のうち︑二五基にはウマ・ウ

墨家店上層文化の認識にも大幅な改変がなされた︒

物をもつ︒

シ・ヒツジ・ロバ・ラバなど家畜の骨格が副葬されていたが︑農

具や農産物は全く発見されておらず︑被葬者の頭骨二〇個は北ア

朱筆剛﹁大︑小凌河流域含曲刃短剣遺存的考古学文化及相関問
題﹂︵一九九七︶は︑凌源五道悪子遺跡の墓制と葬俗が︑一般の

ジア闘モンゴロイドと鑑定されている︒夏家店上層文化終末のの

ち︑この地に南下した遊牧民の遺跡であることが確認され︑その

曲刃短剣墓とは明瞭な区別があり︑年代のより遅い完工︑紮賓諾
爾などで東胡池下の鮮卑の埋葬と認定されているものとかなり一
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井溝子西区のそれと類似する〜方で︑独自の幣制を採る点から夏

回の西区墓葬とは異なった性質をもつこと︑周家地墓地の遺物が

古では︑王剛〜九九八に報告された井溝子墓葬が葬制の点から今

内容の独自性より︑﹁井溝子類型﹂の命名が提唱された︒この簡

枠組みが︑大幅に変更されたのである︒

九八七年の論文で提示し︑爾来踏襲されてきた夏家店上層文化の

層文化の一つの類型としてまとめたことである︒朱永剛自身が︸

もに︑従来個別的に報告されてきた藻河流域の遣跡群を夏家店上

周家地墓地を夏家店上層文化より排除する論点を再確認するとと

この論文は︑遺跡の分布に着目し︑李水城﹁西拉木尻河流域古

家店上層文化より排除すべきことを指摘している︵この論点は
≦餌σQp2呂匹℃震Nヨαq臼一⑩㊤︒︒にすでに見える︶︒王立新﹁探尋東

文化変遷婦人無関係﹂︵二〇〇〜︶および中美赤峰聯合調査隊

﹁内蒙古赤峰地区区域性考古調査階段性報告︵一りΦ⑩〜邸OOH︶﹂

胡遺存的︸個新線索﹂︵二〇〇五︶は︑この簡報の所見を再確認
している︒ついで無償剛・王立新﹁西拉木区区流域先秦時期文化

層文化に至る︑遺跡の分布および空間的位置︑遺跡の構造と堆積︑

︵二〇〇〜︶に言及している︒前者は︑興隆窪文化から夏家店上

古調査に基︑つく最新の知見をふまえ︑西黒木倫河流域の考古学的

環境の変遷と生業の推移について丁寧な議論を行っている︒後者

遺存的編年与譜系研究﹂︵二〇〇六︶は︑二〇〇二〜〇三年の考

文化の推移を整理したものである︒

学︑ヘブライ大学︑ピッツバーグ大学の共同プロジェクトの吉報

は︑中国社会科学院考古研究所︑内蒙古文物考古研究所︑吉林大

考古学文化時空枢架研究的再検討﹂︵一一〇〇七︶は︑これらの研

である︒二〇〇三年に赤峰最下聯合考古研究項匿﹃内蒙古東部

趙子福︵吉林大学辺彊考古研究中心︶﹁遼西山地夏至戦国時期

究を踏まえて︑とくに﹁夏号店上層文化之後至戦国燕文化之前﹂

︵赤峰︶区域考古調査階段性報告﹄が出版された︒また︑このプ

ロジェクトのメンバーである縢銘予︵吉林大学辺彊考古研究申

に一章を設け︑評家店下層文化以降の考古学的諸文化の推移を整
理している︒

心︶は︑﹁GIS在赤峰市西南部環境考古研究中的実践与探索﹂
︵二〇〇七︶を発表している︒

これに先立ち朱永剛﹁夏家店上層文化向南的分布態勢与地域文
化変遷扁︵二〇〇四︶は︑夏家店上層文化の分布区域を︑西拉木

一一〇〇六年十〜月に︑漸江富浦等厚で開催された中国第四届環

境考古学大会において発表された湯卓偉・朱永剛・王立新﹁西拉

倫河︑老恰河︑君徳流域に分かち︑文化の中心地の移動︑地域ご
との差違︑それぞれの生業について論じている︒注目されるのは︑
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木懸河流域画家店上層文化人地関係初歩研究﹂は︑近年の西拉木

強調した︒二〇〇四年に︑農業の痕跡を全く示さない﹁井溝子類

城︑自主陽至嚢平︒置上谷・漁陽・右北平・遼西・遼東郡以

東胡鄙千籐里︒与荊朝刺秦王秦舞陽者︑開之皇道︒濫淫築三

其後燕有賢将再開︑為質於胡︑胡甚信之︒帰而襲並走東胡︑

なっているのは︑﹃史記﹄旬奴列伝

れるようになっているのが現状であろう︒これらの議論の前提と

型﹂が報告され︑これが東胡に比定されることによって︑これと

に

倫河流域の調査をふまえた上で︑夏家店上層文化の生業と環境の

り

の対比において︑夏直面上層文化の農耕的要素があらめて強調さ

わ

推移に関する最新の所見を提示したものである︒
お
本稿では︑先秦時代の内蒙古東南部における考古学的諸文化の
研究史をたどった︒

一九九〇年前後に︑考古学は大きく変容した︒すなわち遺物の

と︑研究の志向がいわば重層化したのである﹇ファルケンハウゼ

戦国後期の﹁二胡﹂に関わる実録として扱いえないことは︑吉本

を根拠とする︑東胡が燕北にあったとする認識だが︑この一節が

面影︒

ンニ○〇六︑二一〜二四頁﹈︒社会の蘭留には︑その変化の過程

二〇〇八で論じたとおりである︒これに限らず︑考古学者の文献

類型学的編年にとどまらず︑その遺物を産み出した社会の復元へ

をたどることがおそらくは極めて有益あるいは不可欠であり︑そ

運用は︑史料批判が疎かな事例が少なくない︒

いは﹁農業を主とし牧畜を輔とする﹂などといった評価がなされ

上層文化の生業は︑農業と遊牧を両極として︑﹁半農半牧﹂ある

第⁝一は︑家畜利用に関わる理論的枠組みの問題である︒夏家店

うした社会の変化を説明する際に︑最も客観的とみなされる要素
が環境である︒一九九〇年代以降の環境考古学的アプローチの一
般化は︑考古学の変容を端的に示すものといってよい︒

研究史をたどることによっていくつかの課題があらためて確認

てきた︒また本論でも指摘したように︑問題となるのは︑家畜の

有無ではなく︑その比率である︒ブタが多い場合とウシ・ヒツジ

される︒

第一は︑文献的情報の問題である︒王立新二〇〇四が指摘する

が多い場合︑さらにウマが加わる場合︑それぞれは生業の異なっ

たありかたを反映するはずだが︑そのことは無明珂一九九四aに

ように︑かつて夏紅舌上層文化の生業について︑東胡説を採るも
のは牧畜ないし遊牧的要素を強調し︑山戎説を採るものは農業を
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認識が成立していないことは︑鄭君雷︵中山大学人類学系︶﹁関

おいてようやく確認された︒この問題についてなお最終的な共通

事実だが︑たとえば井溝子類型にしても︑ザバイカル・モンゴル

ルにおける考古学的研究の乏しさがこれを困難にしていることは

環境考古学的アプローチの一般化に示されるように︑考古学は

をも含めた北アジア金山の中に位置づけることで︑はじめて有効

第三は︑ナショナリズムの克服の問題である︒近年ではとりわ

大きく変容したが︑新たな課題として︑さらなる学際化や国際化

於游士性質遺存的判定標準及其相関問題1⁝以夏至戦国時期北方

け陸中岳斯図︵中国社会科学院考古研究所︶の著作﹇鳥恩岳愚図

に迫られている︒これは独り考古学だけではなく︑〜九世紀に形

な評価が可能であろう︒

二〇〇七・二〇〇八﹈に認められるように︑海国北彊の考古学研

成され踏襲されてきた人文学全体が共有する課題でもあることが

長城地帯為中心﹂︵二〇〇二︶にもうかがわれる︒

究においてロシア・カザフスタン・モンゴルの材料を参照するこ

一よハ〜〜二一二＝

百ハ︑

同剛朋全口︑

二〇〇〇︒

＝雌二ご〜〜欝一m隅四頁︒

四次年会論文集﹄︑一八五〜一九五頁︒

郭大順一九八三﹁西遼河流域青銅文化研究的新進展﹂︑噸中国考古学三品

代中国の社会考古学﹄︑京都大学学術出版会︒

ファルケンハウゼン︑ロータール匡フォン︵吉本道雅訳︶二〇〇六﹃周

之・鄭輝π編︸一〇〇⊥ハ︑

九九七b﹁燕岳地区二種対立膏銅文化的自然環境透視﹂︑侯仁

輝一編二〇〇六︑三二〇〜灘益一二頁︒

鄭輝一九九七a﹁全二世大暖期燕北地区人地関係的演変﹂︑侯仁之・郡

階段性報告扁︑科学出版社︒

赤峰申美聯合考古研究項目二〇〇三﹃内蒙古東部︵赤峰︶区域考古調査

究無︑

資料︑とくに青銅短剣を中心として一﹂︑四東北アジア民族文化研

秋山進午一九六八〜六九﹁中国東北地方の初期金属文化の様相ーー考古

引用文献︵著者名動一99σ曳頗︶

銘記されねばならない︒

1

とは普通になっているが︑なお不十分である︒﹃史記凹型奴列伝
のより確実な部分には冒頓単予の﹁東襲撃東胡﹂﹁西撃三月氏﹂
なる記述が見える﹇吉本二〇〇六︸︒幻奴の最古の遣跡であるイ

ヴォルが古城がザバイカルに位下することを考慮すれば︑草創期
の旬奴を東西に爽んだ一一・月氏の本拠地が折回や河西にあった

はずはなく︑それぞれ板石墓文化・パジリク文化に比定される可
能性が高い﹇馬利清二〇〇五︑一五四〜〜六九頁﹈︒旬奴・東胡
と同じ北アジア討モンゴロイドに属する遊牧民が︑中国北彊に南
下するのは︑林西井溝子に示されるように︑春秋戦国交代期︑前
五〜前四世紀のことだが︑かれら遊牧民にとって中国北彊は辺彊
であったはずである︒かれらの動向を総体として把握するには︑
ザバイカル・モンゴルを中心に発想しなければならない︒モンゴ
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郭治中一九九九﹁水泉墓地及相関問題之探索﹂︑﹃中国考古学跨世紀的回

！一九八七﹁試論魏営子類型扁︑噸考古学文化論集睡一︑七九一九八頁︒

顧与三鷹︵一九九九年西陵国際学術研二会文集︶㎞︑二九七〜三〇九頁︑
科学出版社︑二〇〇〇 ︒

集駈︑商務印書館︒

侯仁之・郵輝編二〇〇六﹃中国北方干畢地区歴史時期環境変遷研究文

林西縣井溝子遺趾西区墓葬発掘紀要﹂︑州考古与文物﹄二〇〇四⁝一︑

吉林大学辺境考古研究申心・内蒙古文物考古研究所﹁二〇〇二年内蒙古

六〜︸九頁︒

〜八六頁︑地質出版社︒

降廷梅〜九九二﹁内角古農牧交錯帯全新世尊粉組合歯固被探討﹂︑﹃中国
北方農牧交錯搾取新世環境演変及罪因﹄︑七

斬楓毅一九八二〜八三﹁論中国東北地区含曲刃青銅短剣的文化遺存﹂︑
﹃考古学報瞼〜九八二一四︑三八七〜四二六頁・一九八三一一︑三九
〜五四頁︒

二︑一七七〜二〇八頁 ︒

！一九八七﹁夏家店上層文化及其楽団問題﹂︑欄考古学報﹄一九八七一

﹁山主文化所含燕与中原文化因素之分析﹂︑﹃考

古学報腫二〇〇〜一〜︑四三一七二頁︒

斯楓毅・王継紅二〇〇

〜九八二一〜︑一〇八〜一〇九頁︒

喀左縣文化館一九八二﹁記遼寧喀左軽風田村発現的一組陶器﹂︑噛考古﹄

︒︒OOO幽膳OO年間環境考古学的初歩研究﹂︑﹃環境考古研究﹄一︑︸一

孔昭農・杜乃秋・劉観民・楊虎一九九〇﹁内蒙古自治区赤峰市距今
二〜＝九頁︑科学出版社︑一九九一︒
五〇〜一 七 〇 頁 ︑ 文 物 出 版 社 ︒

李伯謙一九九〇﹁論夏家店下層文化﹂︑﹃紀念北京大学考古専業三十周年
論文集臨︑

究㎞

一︑二六九〜二八八頁︑二〇〇二︒

李水城二〇〇一﹁西拉木倫河流域古文化変遷及人地関係﹂︑﹃辺艦考古研

六︑二七六〜二七七頁︒

李逸友一九五九﹁内蒙古禽鳥達識出土的銅器調査﹂︑﹃考古隔

掘簡報﹂︑﹃文物資料叢刊㎞七︑＝二八〜〜四四頁︒

一九五九−

遼寧省博物館文物工作隊一九八三﹁遼寧林西面大井古銅礪一九七六年試

山根的石榔墓﹂︑﹃考古学報隔

一九七三一二︑二七一一二九頁︒

遼寧省昭鳥鋸盤文物工作姑・中国科学院考古研究所一九七三門七城阿南

九〜一轟ハニ軸側︒

林濫一九八○﹁中国東北系銅剣初霰駄︑﹃考古学報﹄〜九八○⁝二︑＝二

九六頁︑中国大百科雷害出版社︑一九九八︒

1一九九二門東胡与山戎的考吉探索﹂︑﹃林濫学術文集暁︑三八七〜三

京学報﹄一四︑九五〜〜四五頁︒

一二〇〇三﹁夏至戦国中国北方長城地帯再製文化帯的形成過程﹂︑噸燕

囲考古学文化論集﹄〜︑四八〜五七頁︒

劉観民一九八七﹁西拉木倫流域不同系統的考古学文化分布区域的変遷﹂︑

文物考古﹄創刊号︑五〜〜四頁︒

劉観民・熱意翼一九八〜﹁内蒙古東部地区青銅時代二種文化﹂︑隅内蒙古

七三i一︑四四〜四五︑七七頁︒

魯作文一九七三門関出金家店上層和下層文化的幾個問題﹂︑﹃文物㎞ ︸九

大学出版社︒

馬副清二〇〇五州原薄暑︑旬奴−歴史与文化的考古学探索㎏︑内蒙古

部区考古学文化研究文集腕︑五八〜七二頁︑海洋出版社︒

斉暁光一九九一門内蒙古克什克騰旗龍頭山発掘的主要収穫﹂︑﹃内蒙古東

〜九九二一一／二︑八四〜九〇頁︒

郡国田一九九二﹁赦漢旗鉄匠溝戦国墓地調査簡報﹂︑魍内蒙古文物考古㎞

輝編曲〇〇六︑三〇七〜三一九頁︒

史培軍・武弘麟一九八七﹁全新罪科言容沙地的環境変遷﹂︑侯仁之・鄭

施雅風・孔昭農・王蘇民・唐領余・山蔓裸・挑檀棟・二一濤・張王遠・
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施少華一九九二﹁中国全新世大二期的気候波動与重要事件﹂︑﹃中国科
学B輯﹄一九九二一一二︑〜三〇〇〜○八頁︒
宋豫秦一九九五門西遼河流域全盲世帯質荒漠化過程的入地関係扁︑北京
大学博士後研究工作報 告 ︒

﹃内蒙古文物考古﹄二〇〇五−二︑四二〜五五頁︒

索秀芥二〇〇五﹁中全新世内蒙古東南部和中南部環境考古対比研究﹂︑

一二〇〇六a﹁西霞河流域全員世人地関係﹂︑﹃辺彊考古研究﹄四︑二
四七〜二六〇頁︒

1二〇〇六b門燕山南北地区薪石器時代山人地関係﹂︑噸環境考古研
究馳四︑二五〇〜二五九頁︑北京大学出版社︑二〇〇七︒
湯卓偉二〇〇一﹁中国北方草原地帯青銅時代以来気候︑玉器変化研究綜
述﹂︑﹃辺彊考古研究 幅 〜 ︑ 二 八 九 〜 三 〇 〇 頁 ︑ 二 〇 〇 二 ︒
湯卓燥編二〇〇三﹃環境 考 古 学 ﹄ ︑ 科 学 出 版 社 ︒

境考古研究﹄三︑二六五〜二七一頁︑北京大学出版社︑二〇〇六︒

湯卓煤・趙賓福・王立新二〇〇二﹁環境考古実践教学環節的研究﹂︑﹃環

湯卓偉∵止小・水副剛・Tエ山ユ新二〇〇ゐハ﹁西拉木ゐ撫河流域夏家店上層文化入地

関係初歩研究﹂︑︑﹃環境考古研究﹄四︑二〇二〜二一二頁︑北京大学
出版社︑二〇〇七︒

縢銘予二〇〇七﹁GIS在赤峰市西南部環境考古研究中的実践与探索﹂︑
﹃辺彊考古差口九﹄五︑一一二六〜一︸五六百ハ︒

九九三︒

影響﹂︑張蘭生主編牌中国生存環境歴史演変規律研究︵〜︶臨︑＝一三

田広金一九九二﹁内蒙古長城地帯不同系統考古学文化的分布区域及相互
〜＝二七頁︑海洋出版社︑

究﹄二︑七二〜八○頁︑科学出版社︑二〇〇〇︒

1一九九四﹁山海地区考古学文化与生態環境之関係﹂︑隅環境考古研

〇四︑二〇〇〜二〜四 頁 ︒

1一九九五﹁中国北方畜牧一盛牧民族的形成与発展﹂︑田広金二〇

1二〇〇四﹃北方考古論文集憾︑科学出版社︒

広金二〇〇四︑三五〇〜三六〜二菖ハ︒

田広金・史培軍一九九一﹁内蒙古中南部原始文化的環境考古研究扁︑田

時代臨︑科学出版社︒

以苑族為例探討一個民族誌与民族史研究

豪語岳田図二〇〇七凹北方草原考古学文化研究lI青銅時代至早期鉄器

i一九九七門華夏辺縁−歴史記憶与族群認同㎞︑三農文化︒

﹃中央研究院歴史語言研究所集刊輪六七i一︑一九五〜二三八頁︒

1一九九六﹁遼西地区専化遊牧業的起源−兼論華夏辺縁的形成﹂︑

〜一〇二七頁︒

上的関鍵問題偏︑州申央研究院歴史語言研究所集刊﹄六五−四︑九八九

一一九九四b門什塵是民族

単線歴史語言研究所謂刊﹄六五−二︑三七五〜四三四頁︒

王明珂一九九四a﹁郡爾多斯及其隣近地区専化遊牧業的起源扁︑﹃中央研

〜九五頁︒

1二〇〇五﹁探尋東胡遣存的一個新線索偏︑八手彊考古研究﹄三︑八四

学報隔二〇〇四一三︑二四三〜二七〇頁︒

王立新二〇〇四門遼西区夏至戦国時期文化格局与経済形態演進扁︑噸考古

一九九八−一︑一〜四頁︒

王剛一九九八﹁林西縣井溝三夏小店上履文化霊活﹂︑﹃内蒙古文物考古﹄

博物館学会成立大会会刊﹄︒

王成生一九九一﹁遼河流域及隣近地区短誕曲刃剣研究﹂︑噌遼寧省考古︑

勲賎§貯毎ミ心§野瀬−圃bっ．

琶鶴傷興霧切巴①三§αq︷5匹器ω巳ω笹ヨωo訂円巳9同8写一〇罷彗σq．

需話p9一＆垂雪αq師曾巷9量︒自ΦNΦ三一︒竃口麟巳叶目○σΦおω×一9冨岳営

乏お尾♪鼠避訂簿滋勺四王pαqΦ﹁拙Φ§p8ちΦ︒︒．⇔d①ヨ⑦︻観§αqΦ昌N5一p−

二四二よ二四九頁︒

1〜九九七﹁中国北方地帯環境考古学的初歩研究﹂︑田広金二〇〇四︑
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期﹄︑科学出版社︒

1二〇〇八噸北方草原考古学文化比較研究一青銅時代至早期旬暫時

地貌背景分析﹂︑侯仁 之 ・ 郡 上 照 星 〇 〇 六 ︑ 三 四 五 〜 三 五 五 頁 ︒

夏正楷・郡輝・武弘麟二〇〇〇﹁内蒙古西拉木尊皇流域考古文化演変的

楊虎︸九九四﹁遼西地区新石器−銅石井用時代考古学文化序列与分
期﹂︑﹃文物幅一九九四−五︑三七〜五二頁︒

楊志栄・索秀芽一九九四﹁中国北方農牧交錯帯東南部環境考古研究﹂︑
﹃環境考古研究﹄二︑八〜〜八八頁︑科学出版社︑二〇〇〇︒

吉本道雅二〇〇六﹁史記旬奴列伝疏証−上古から習頓単子までf﹂︑
﹃京都大学文学部研究紀要﹄四五︑三三〜八三頁︒
一二〇〇八﹁東胡考﹂︑﹃史林㎞九皿一二︑九五〜︸︻五頁︒

学文化論集隔一︑五八 〜 七 八 頁 ︒

張忠培・孔哲生・張粛軍・陳雍一九八七﹁夏虫店下層文化研究﹂︑欄考古

靴副﹂︑

遡辺彊考古研究臨

五︑

慧瓢一〜志ハ九百パ︒

趙賓福二〇〇七﹁遼西山地夏至戦国時期考古学文化時空櫃架研究的再検

鄭慰雷二〇〇直門関於游牧性質遺存的判定標準及其相関問題一以夏至
戦国時期北方長城地帯為中心﹂︑門辺彊考古研究﹄二︑四二五〜四五七
頁︒

中国科学院考古研究所内蒙古工作隊〜九六一﹁内蒙古赤峰薬王廟︑夏家
店回蛙試掘急報﹂︑﹃ 考 古 ﹄ 〜 九 六 一 ⁝ 二 ︑ 七 七 〜 八 一 頁 ︒

一九七五⁝一︑

一︻九七四﹁赤峰薬王廟︑夏家店遺肚試掘報告﹂︑﹃考古学報隔一九七
四−一︑一一一〜一四 四 頁 ︒

＝七〜一四〇頁︒

t一九七五門寧城南山根遺 玩 発 掘 報 告 ﹂ ︑ 榊 考 古 学 報 臨

︻五〜二四三頁︒

i︸九七九﹁赤峰蜘蛛山単軸的発掘﹂︑﹃考古学報隔一九七九⁝二︑二

墓地発掘報告馳︑科学出版社︒

中国社会科学院考古研究所一九九六﹃大壷子⁝夏魚店下履文化遺趾与

墓地発掘予報﹂︑門考古㎞一九八四−五︑四一七〜四二六頁︒

中国社会科学院考古研究所内蒙古工作隊一九八四門内蒙古敷漢謬言家地

告︵〜九九九〜二〇〇〜︶﹂︑口辺彊考古研究隔〜︑三五七⊥一間ハ八頁︑

申美赤峰聯合調査隊二〇〇一﹁内蒙古赤峰地区区域性考古調査階段性報

二〇〇二︒

員大会文集魅︑科学嵐版社︒

周昆叔一九八八門環境変遷研究問題﹂︑﹃中国科学露地学部第二次学部委

一一九八九﹁北京環境考古﹂︑﹃第四紀研究瞼創刊号︑八四〜九四頁︒

1二〇〇七﹃環境考古﹄︑文物出版社︒

〜〜一二＝二頁︑一︸○○二︒

朱泓二〇〇〜﹁内蒙古長城地帯的古代種族﹂︑門辺彊考古研究暁一︑三〇

九九〜一二八頁︒

朱永剛一九八七﹁夏家店上層文化的初歩研究駄︑噸考古学文化論集臨〜︑

題﹂︑﹃内蒙古文物考古文集㎞一一︑三六二〜三七四頁︑中国大百科全書

1一九九七門大︑小凌河流域含曲弾短剣遺存的考古学文化豊漁関問
出版社︒

大学辺彊考古研究中心﹃慶祝美都培先生七十歳論文集隔︑四二二〜四

一二〇〇四﹁夏家店上層文化向南的分布態勢与地域文化変遷﹂︑吉林

︻二漏朝露︑科滞宇山国忌社︒

霊ボ研男究﹂︑

﹃辺彊考古研究輪四︑五二〜六九頁︒

朱永剛・王立新二〇〇六﹁西拉木倫河流団団秦時期文化遺存的編年与譜

竺可禎︸九七二﹁中国近五千年来気候変遷的初歩研究偏︑﹃竺可禎文集臨︑

︵京都大学大学院文学研究科教授︶

四七五t四九八頁︑科学出版社︑ ︸九七九︒
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