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I. 「極東」考古学事始め
筆者が東京大学文学部考古学科に進学したのは1973年であった。当時は縄文時代の開始年
代をめぐって、14C測定年代に従い1万年以上前に遡るというのがすでに主流であった。しかし、東
大の考古学研究室には当時すでに亡くなっていた山内清男博士の後を継いで反対派の旗頭で短
期編年を唱える佐藤達夫先生（次章から敬称略）がおられた。短期編年についての「東アジア先史
土器の古さ」（佐藤 1973）という短文が発表されたのが1973年であった。その佐藤先生の大陸研究
での主要な論文に「朝鮮有紋土器の変遷」（佐藤 1963）と「北アジアの石器時代文化」（佐藤 1956）
がある。
ちょうど出版されたばかりの西浦項貝塚の報告書を入手できたこともあり、筆者は学部卒業論文
のテーマに朝鮮半島の新石器時代を選んだ。北朝鮮の文献は当時も非常に入手困難であり、その
頃から鄭漢徳先生のお世話になることが多かった。
佐藤先生の朝鮮有紋土器の研究では中国遼東半島やロシア沿海州の考古資料も扱っており、
すでに朝鮮半島の研究が朝鮮半島の中で収まらないことを示していた。そのため、必然的に筆者の
研究は中国東北地方やロシア極東地域に広がることになったし、筆者の環日本海研究の出発点で
もあった。
短期編年では東アジアの先史文化を年代がより古い時代まで追えるオリエントまでつなげる必要
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があり、それを実践したのが「北アジアの石器時代文化」であった。しかし、執筆された時代が古く、そ
の後の資料を加え再検討する必要があると筆者は考え、大学院進学後は修士論文で東シベリアの
先史時代の基本的な枠組みである沿バイカル編年を研究の対象とした。博士課程進学後はさらにウ
ラル山脈を越えてヨーロッパロシア地域の先史文化も学んでいた。この頃までは短期編年を疑うこと
はまったくなかった。ウラルから追ってくると、確かに沿バイカルに代表される東シベリアまでは新石器
時代の始まりは今でもそれほど古くなっていない。
かつての朝鮮半島櫛目文土器や中国彩陶の西来説のように西にルーツがあるということが確か
であれば西より古くなることはない。しかし、その西来説というものはそれほど確固とした証拠があるわ
けではなかった。とくに、縄文文化の関係では、東シベリアと環日本海地域の関係はそれほど明らか
になっているわけではなかった。
そのような中で、1980年代の初めに、鄭漢徳先生が持ち帰った中国と北朝鮮が1960年代におこ
なった共同調査の報告書を見る機会に恵まれた（大貫2009）。この時の共同調査は青銅器時代の研
究成果が有名であるが、青銅器時代の見直しは新石器時代の見直しを迫ることになり、筆者は縄文
時代短期編年が成り立たないことを確信した。すでに佐藤先生は朝鮮半島の新石器時代は遼東半
島の新石器時代と切り離せないことを見抜いていたが、北朝鮮では中朝共同調査の成果をもとに遼
東半島を介して朝鮮半島の新たな年代観を打ち出していた。中国中原地域では紀元前2000年頃ま
では文献からもおおよその年代を推定することが可能である。その紀元前2000年頃とは、縄文短期
編年での上限年代に近かった。朝鮮半島の新石器時代と縄文時代の始まりは同時と考える短期編
年説では朝鮮半島の新石器時代の始まりも紀元前三千年紀頃でなければならかったし、連動する
遼東半島の新石器時代の始まりも紀元前三千年紀頃でなければならなかったのである。共同調査
以前の北朝鮮の考古学の成果をまとめた都宥浩の『朝鮮原始考古学』はまさに縄文短期編年と符
合する年代観であった。それが共同調査の成果を経て、大きく変更されていたのであり、縄文短期編
年をそれでも支持する限り、新たな遼東半島の新石器時代の枠組みを否定する必要があった。しか
し、それは山東半島を介して中国中原地域との比較の上に組み立てられていた年代を否定すること
になるのであるからそれは不可能であった。
このことは単に年代の変更にとどまらず、環日本海地域先史文化をシベリア起源説という呪縛か
ら解放することを意味した。環日本海地域は東シベリアとは異なる独立した地域として扱うべきだと考
えるようになった。そのさいに、ロシアの考古学者オクラドニコフが以前から唱えていた、シベリアとは
異なるロシア極東南部の新石器文化の特異性についての理解（オクラドニコフ 1974）がきわめて重
要であると考えるようになった。このオクラドニコフの先見性を評価することから、ロシア極東からさらに
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地域を広げ、環日本海地域全域を「極東」と呼ぶことにしている。その極東地域の中でとくに平底土
器が一貫して広がる地域があることを重視して、中国考古学では現在一般に「筒形罐」と呼ばれてい
る土器を「極東平底土器」と呼ぶことにした。
そして、「極東」の再編成としてまず手始めにまとめたのが、佐藤先生が手がけていた朝鮮半島西
北部から遼東半島に至る地域であり、「極東先史土器の一考察」（小川（大貫）1982）として発表した。
この研究の過程で、東亜考古学会というもう一つの東京大学の大陸考古学研究と遭遇することにな
った。
続いて、やはり佐藤先生が手がけていた朝鮮半島東北部からロシア沿海州地域の見直しについ
てまとめた。1985年度の日本考古学協会での発表であり、図録の中の編年表だけが残り、出版が予
定されていた本は出なかった（小川（大貫） 1985ab）。かなり遅れて1992年になってその後の理解を
合わせて活字にした（大貫 1992）。
これらの両地域における基本的な編年の枠組みは確かに絶対年代は大きく遡ることになったが
佐藤先生のものと大差ない。短期編年であるとか、東三洞貝塚の層位の逆転問題、朝鮮半島に固
有の「有紋土器」が成立したかなど多くの問題点はあるが、同時代の各国の研究者の動向を見れ
ば、環日本海の先史文化に於いて佐藤達夫の「朝鮮有紋土器の変遷」は先駆的な研究であったと
今でも筆者は高く評価している。ただ、当時知られていた情報はあまりに少なく、そのため限界があっ
たとしか言いようがない。
このような「極東」という地域的な枠組みを考えると、それまで筆者が進めてきたシベリアやヨーロッ
パロシアの新石器時代との直接の関係はないことになった。環日本海を考える際には中国こそがき
わめて重要な地域であることを確信したので、以後は中国考古学の研究へ転身することになった。
以上が、筆者の「極東」考古学事始めまでの経緯である。それまでの日本における北方大陸の
考古学研究の主たる目的は日本の先史文化のルーツを探すことにあったように思う。実際、筆者の
研究の出発点もそうであった。伝播論こそが日本の先史文化の形成過程を語れるのだと考えていた
が、その後はルーツ、ルート探しからは離れ、「極東」の枠組みの形成、変容の過程をあきらかにする
という方針に変わった。
中国の高文化化以後の影響を受けて変容した弥生化のモデルを縄文時代の始まりにも適用し
て、同時代の大陸により先進的な文化の存在を仮想するのは誤りであり、縄文文化の始まりには弥
生化モデルは適用できないのだと言うことである。
ただし、このような環日本海新石器時代の見直しが弥生時代年代論まで波及する根の深いもの
であったことに気付いたのはつい最近のことであった（大貫 2009）。この点は不明を恥じる。
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II. 極東新石器社会の成立
日本における縄文文化の起源研究ではいまだに周辺大陸に土器のルーツを探すことを目的とし
て、どこの土器がもっとも古いかという年代競争に熱心な研究者が多い。筆者は枠組みの変化に関
心があるので、そのようなルーツ、ルート論に取り組む研究者の関心とは筆者の関心はあまり重なら
ない。
新石器時代諸文化の成立過程から見ると、シベリア新石器時代の遊動的な食料採集形態が極
東よりも後期旧石器時代との連続性が強い。そのため、連続的なつながりを重視した日本の考古学
者の間では、縄文文化の源流はシベリアにあるという、北からの南下論というシベリア起源神話があ
った。しかし、新石器化とは更新世から全新世へ移行する間の急激な環境変動への地域ごとの多様
な適応の過程であり、一見移行が不連続に見える極東や中国という温帯地域こそがいち早く新石器
化が急激に進行した地域として重要であろうと考える。つまり、極東の新石器時代諸文化は極東で生
まれたのである。
鮭・鱒など内陸河川漁撈の役割を否定するつもりはないが、それらの遺跡分布と東北アジアに
おける鮭・鱒の遡上地域とは部分的にしか重ならないから、河川漁撈を主要な契機として説明する
ことは誤りであると考える（大貫 1998、2010）。

III. 極東平底土器社会の展開
筆者は従来、土器出現期を除く極東平底土器を前半期、後半期の二段階に大きく分けてきた
（大貫 1992a、1998）。しかし、従来、東部前半期の新段階位と見ていた黒龍江下流のマルイシェヴ
ォ文化や東部のボイスマン文化の様相が次第に明らかになってきたことから、中段を独立させて、大
きく三段階に分けて考えるようになった。このように三段階として考えると極東平底土器社会全体の流
れがより追いやすい（図2）(大貫 2010a, b)。ただし、極東各地の三段階区分の境界の年代が厳密に
対応するかはまだ問題が残っており、おおまかな区分に過ぎない。
三段階区分にかかわる東部と北部の編年研究の現状についてのみ記す。
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a. 東部
黒龍江下流の新石器時代はかつてヴォズネセノフカ（Voznesenovka）遺跡の層位に基づくマルイ
シェヴォ（Mal’shevo）文化→コンドン（Kondon）文化→ヴォズネセノフカ文化という編年が基本であった
（Окладников,Деревянко1973）。しかし、筆者は以前から疑問を抱き、92年の段階ではマルイシェヴォ
文化を扱わずコンドン→ヴォズネセノフカ文化という変遷のみを扱い、98年の段階ではマルイシェヴ
ォ文化の少なくとも一部はコンドン文化より新しいと述べた（大貫 1992， 1998）。ロシアのシェフカム
ード（Шевкомуд）もコンドン文化が先行すると述べている（Шевкомуд2003）。ボイスマン2貝塚での時期
区分（Морева 2008）もこれを支持している。
最近、筆者とシェフカムードを代表とする日ロ国際調査団が黒龍江下流のマラヤ･ガバニ（Маlaya
Gavan）遺跡を調査した。そこでは、コンドン文化→マルイシェヴォ文化→ヴォズネセノフカ文化という
層位的序列が明らかとなった（福田他 2008）。また、各層に伴う炭化物と土器に付着する炭化物を多
数年代測定した結果も同様の新旧関係を示した（国木田他 2010）。これによって、コンドン文化→マ
ルイシェヴォ文化→ヴォズネセノフカ文化という序列が確定し、かつそれぞれの年代が極東西部の
前段階、中段階、後段階とおおよそ対応することが明らかになったと言ってよい（図4）。ヤクーチアに
中心があるシベリア系ベリカチ（Bel’kach）文化の黒龍江最下流地域への南下は従来から知られてい
たが、筆者等の調査で中期マルイシェヴォ文化段階であったことが確かめられている。
沿海州ではかつて筆者は沿海州のルドナヤ(Rudnaya)文化の細別を基本にしてアムール編目文
土器文化群を古・中・新の三段階に分けて考えていた（大貫 1998）。しかし、最近、沿海州では従
来のルドナヤ文化新段階をベツカ(Veтка)文化類型としてルドナヤ文化から分離するようになっている
（Морева,Батаршев,Попов 2008）。つまり、アムール編目文土器を伴う諸文化は、黒竜江下流域ではコ
ンドン文化とマルイシェヴォ文化古段階、沿海州ではルドナヤ文化とベツカ文化類型という新旧二段
階にそれぞれ分かれる。
新段階の菱形文には縦の凸線列が入るのが特徴的である。アムール編目文土器の有無で大別
した方が分かりやすいし、中国側の新開流文化の枠組みとも一致する。他方で、アムール編目文土
器の新旧の境界で大別した場合は学史的に重要なマルイシェヴォ文化や後述する沿海州のボイス
マン文化は途中で分断されることなく全体として中段に位置付けられるという利点がある。何れを採
るべきか難しいが、ここでは最近のロシアでの研究者に従い、ルドナヤ文化からベツカ文化類型を分
離し、コンドン文化とマルイシェヴォ文化の間を前段階、中段階の境界としておく。
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b．北部
極東の北部には隆起線文土器を特徴とする諸文化が広がるが、石刃鏃石器群を伴う黒龍江中
流のノヴォペトロフカ(Novopetrovka)文化以外はその実態が明らかでない。そのため、三段階区分が
いまだ曖昧である。嫩江流域では古くから「昂昂渓文化」が設定されているがその実態もいまだ明ら
かではない。
嫩江流域の後段階はかつて梁思永（1959）、ルカシュキン（Lukashkin 1932）が調査した墓葬資料
や最近の小拉哈遺跡一期乙組遺存があげられる（黒龍江省文物考古研究所他 1998）。剥片素材で
両面調整の石器が特徴的である。
これらの遺跡の石器は、ノヴォペトロフカ文化と同じ石刃鏃石器群に属する額拉蘇Cとは異なる。
土器から見ても、額拉蘇Cの隆起線文土器は小拉哈一期乙組の隆起線文土器とは口縁部の形や
文様が異なる。14C年代測定でも、額拉蘇Cは6510±90BP（試料は貝殻）であり、小拉哈一期乙組
の3584±104BPよりはるかに古い。最近、オロスC遺跡の三点の土器の付着炭化物で再度AMS年代
測定をおこなったが、以前とほとんど同じ測定値（6630±35、6510±40、6610±40）を示した（国木
田他 2011）。額拉蘇C遺跡の資料はノヴォペトロフカ文化と同じく極東平底土器前段階に比定される
嫩江流域での確実な一括資料として重要である。
黒龍江中流には隆起線文土器と剥片石器群を伴うオシノ(Osino)湖文化があり、その年代は
3715±35、4255±150BPである（Кузьмин 2005）。オシノ湖文化の年代は額拉蘇Cを除く斉斉哈爾周
辺での所謂昂昂渓文化の年代に近く、これらが極東平底土器北部の後段階に該当することになる。
このように、極東北部では前段階と後段階に黒龍江中流から嫩江流域にかけて隆起線文土器が広
がっていた。その中間の段階の良好な試料が見つかっていないが、同一地域に広域に分布するこ
の早晩の隆起線文土器がまったく無関係とは考えにくい。もし関係があるとすれば中段階にも隆起
線文土器が広がっていたことになる。しかし、その場合、嫩江流域では小拉哈一期甲組の位置付け
が難しい。また、黒龍江中流でもノヴォペトロフカ文化とオシノ湖文化をつなぐ資料ははっきりしない。
中段階の理解は今後の課題としたい。

VI. 考古学文化と土器型式
最近の韓国考古学界における東北アジア考古学の進展にはめざましいものがある。東北アジ
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アの中の韓国考古学を考える場合、「櫛目文土器」や「無文土器」から離れた考古学文化の採用が
有効な手段であろうと考えている（大貫 1992b、1998）。ただし、考古学文化とは我々が研究の便宜
上の枠組みとして利用しているに過ぎず、相互に独立した閉鎖的な枠組みではなく、実態としては
開放的な枠組みであり、その時代、地域的な範囲は曖昧であることは当然踏まえておく必要がある
（大貫 1997， 2008）。大陸における考古学文化では張忠培（1994）が考古学文化は系譜を異にす
る土器の集合体としての開放的な体系であるとした。それに相当する縄文土器型式について大塚
達朗（2007）が型式を開放系と捉え、今村（今村 2010）が型式を系統の束として考えるのも、その開
放性が本質的なものであり、その背景に人の動きが反映されていると考えるからである。最近、金（金
2010）がそのような捉え方を東北アジアに適用としようとしているが、考古学文化の本質からして当然
そのような方向に向かうべきである。モレヴァ(Морева 2008)がボイスマン(Bojsman)文化の土器を幾つ
かのタイプに分けているのもそのためである。ただし、「文化」、「型式」が系統の束であり、開放系であ
るとしても、それゆえに「文化」あるいは「型式」の設定が無効になるわけではない。その限界を知る必
要があるだけである。

V. 生業問題と動物相
粟、黍畑作農耕の拡大とともに、極東平底土器社会は西から東あるいは北に向かって変容して
ゆくが、寒冷な東北部、北部地域での農業の普及は難しかった。石器組成をもっとも積極的に評価
するならば、西部の遼西では前段階から、そして東部では後段階ザイサノフカ(Zaisanovka)文化でも農
耕の存在を否定できないが、いずれも農耕主体の生業体系ではなかったことも重視されるべきであ
る。極東地域では農耕の比重の程度は漸移的であり、かつ、農耕が導入されればそのまま一気に農
耕主体に社会になるわけではない。農耕の有無による単純な評価はこの地域の歴史を考える上で
は慎重であるべきである。野生食料もまた、たんに有る無し、食べたか食べなかったかではなく量が
問題となることに注意すべきである。
筆者はかつて東アジアにおける食料資源について動物遺存体、とくに鹿類対猪（家猪を含む）類
の構成比が農耕の発達過程の指標になるということを考えたことがある（大貫 1995， 2004）。
それを極東東南部に適用したのが図4である。ザイサノフカ文化期を代表する農圃遺跡では家猪
がおらず、虎谷1期の理解は難しいが、家猪出現以後興城文化の段階まではシカ類を主とする野生
動物の割合が高い傾向にある。家猪がさらに増えることで鹿類と猪類が逆転するのは紀元前1000年
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頃の虎谷2期、ハリン文化段階以後であり、ヤンコフスキー、団結文化につながる。そして、団結文化
併行期の紀元前後に至っても内陸の滾兎嶺文化に属する小八浪遺跡では依然として野生動物食
料が重要であったことを示す。野猪か家猪かの同定問題や、沿海地域か内陸地域かのような個別遺
跡毎の特殊な要因もあり、資料の増加で今後修正されるであろうが、このような変化はおおよそ農耕
の進展を反映したものであろうと考えられる。ザイサノフカ文化期での農耕の役割をあまり評価せず、
その後の極東の再編成の中で紀元前一千紀における極東東南部での畑作農耕の役割を評価する
所以である。
極東東北部の黒龍江下流域では具体的な食性分析は未だ無いが、次の極東北部と共に新石
器時代を通じて農耕的な要素を見ることがない地域である。
その黒龍江下流域でも紀元前一千年紀には貯蔵用の大型の壺が普及し初期農耕が始まる。し
かし、定型的な収穫具は広まることはなく、下流へ行くほど農耕的色彩は乏しい。
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極東考古學
大貫 靜夫 (東京大學)
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I. 序論
필자가 동경대학 문학부 고고학과에 진학한 것은 1973년이다. 당시 죠몽시대의 개시연대를
둘러싸고 방사선탄소연대측정에 따라 1만년 이상 이전으로 거슬러 올라간다는 것이 이미 주류
였다. 그러나 동경대 고고학연구실에는 당시 작고하신 山內淸男박사의 뒤를 이어 반대파의 선
봉에서 短期編年을 제창하던 佐藤達夫선생님(다음 장부터는 경칭생략)이 계셨다. 短期編年에
대해 「東アジア先史土器の古さ」(佐藤 1973)라는 短文이 발표된 것이 1973년이었다. 그 佐藤선
생님의 대륙연구에서 주요한 논문으로 「朝鮮有紋土器の變遷」(佐藤 1963)과 「北アジアの石器時
代文化」(佐藤 1956) 등이 있다.
때마침 출판된 서포항패총 보고서를 손에 넣은 것도 있고 필자는 학부 졸업논문 테마로 한
국의 신석기시대를 선택하였다. 북한의 문헌은 당시도 구하기가 매우 어려워 그 무렵부터 정한
덕선생님께 많은 도움을 받았다.
佐藤선생님의 朝鮮有紋土器 연구에서는 중국 요동반도와 러시아 연해주 고고자료도 취급하
였고 이미 한반도의 연구가 한반도 안에서 마무리되지 않는다는 것을 시사하고 있었다. 그 때
문에 필연적으로 필자의 연구는 중국 동북지방과 러시아 극동지방까지 넓히게 되었고 필자의
環東海硏究의 출발점이기도 하였다.
短期編年에서는 동아시아의 선사문화를 연대가 좀더 이른 시기까지 올라가는 오리엔트까지
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연결할 필요가 있고 그것을 실천한 것이 「北アジアの石器時代文化」였다. 그러나 집필된 시대가
오래 전이고 그 후 자료의 증가로 재검토할 필요가 있다고 필자는 생각되어 대학원 진학 후 석
사논문에서 東시베리아 선사시대의 기본적인 틀인 바이칼 주변의 편년을 연구대상으로 하였다.
박사과정에서는 우랄산맥을 넘어 유럽 러시아지역의 선사문화도 연구하였다. 이 무렵까지 短期
編年을 의심한 적은 한 번도 없었다. 우랄에서 추적해 오면 확실히 바이칼 주변으로 대표되는
東시베리아까지는 신석기시대의 시작은 지금도 그렇게 이른 시기에 해당되지 않는다.
일찍이 한반도 즐목문토기와 중국 彩陶의 西來說과 같이 서쪽에 루트가 있다라는 것이 확실
하다면 서쪽보다 오래된 것은 없다. 그러나 그 西來說이라는 것은 그만큼 확고한 증거가 있었
던 것은 아니었다. 특히 죠몽 문화의 관계에서는 東시베리아와 環東海지역의 관계는 그렇게 명
확하게 되어 있었던 것만은 아니었다.
그러한 가운데 1980년대 초에 정한덕선생님께서 가지고 오신 중국과 북한이 1960년대에 행
한 공동조사 보고서를 볼 기회가 있었다(大貫 2009). 이 때 공동조사는 청동기시대 연구성과가
유명하였지만, 청동기시대의 재검토는 신석기시대의 재검토를 통해서 이루어지며 필자는 죠몽
시대 단기편년이 성립되지 않는다는 것을 확신하였다. 이미 佐藤선생님은 한반도의 신석기시
대는 요동반도의 신석기시대와 단절시켜서는 안된다는 것을 간과하였지만 북한에서는 中朝共
同調査의 성과를 바탕으로 요동반도를 개입해서 한반도의 새로운 연대관을 제시하고 있다. 중
국 중원지역에서는 기원전 2000년경까지는 문헌에서도 대략 그 연대를 추정하는 것이 가능하
다. 그 기원전 2000년경이라는 것은 죠몽 단기편년에서의 상한연대에 가깝다. 한반도 신석기시
대와 죠몽시대의 시작은 同時라고 생각하는 短期編年說에서는 한반도 신석기시대의 시작도 기
원전 3000年紀頃이 되지 않으면 안되었고 연동하는 요동반도 신석기시대 시작도 기원전 3000
年紀頃이어야만 했다. 공동조사以前의 북한 고고학 성과를 정리한 都宥浩의 『朝鮮原始考古學』
은 완전히 죠몽 단기편년과 부합하는 연대관이였다. 그것이 공동 조사의 성과를 거쳐 크게 변
경되었고 죠몽 단기편년을 그래도 지지하고 있는 한, 새로운 요동반도의 신석기시대 틀을 부정
할 필요가 있었다. 그러나 그것은 산동반도를 개입해서 중국 중원지역과의 비교상에서 만들어
진 연대를 부정하는 것이 되기 때문에 그것은 불가능하였다.
이것은 단순히 연대 변경에 그치지 않고 環東海지역의 선사문화를 시베리아기원설이라는
呪縛으로부터 해방시킨 것을 의미하였다. 環東海지역은 東시베리아와는 다른 독립된 지역으로
취급해야 한다고 생각하게 되었다. 그즈음에 러시아 고고학자 오클라드니코프가 이전부터 제창
하고 있던 시베리아와는 다른 러시아 極東南部 신석기문화의 특이성에 대한 이해(오클라드니
코프 1974)가 매우 중요하다고 생각하게 되었다. 이 오클라드니코프의 先見性을 평가하는 것에
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서, 러시아 극동에서 더욱 더 지역을 넓혀 環東海지역 全域을 「極東」이라고 부르고 있다. 그 極
東지역 중에서 특히 平底土器가 일관되게 퍼져있는 지역이 있는 것을 중시해서 중국고고학에
서는 현재 일반적으로 「筒形罐」으로 불리는 토기를 「極東平底土器」로 부르고자 한다.
그리고 「極東」의 재편성으로 먼저 처음에 정리하였지만, 佐藤선생님이 관여하였던 한반도 서
북부에서 요동반도에 이르는 지역으로 「極東先史土器の一考察」(小川(大貫) 1982)로 발표하였
다. 이 연구과정에서 東亞考古學會라는 또 하나의 동경대학 대륙고고학연구와 遭遇하게 되었다.
계속해서 역시 佐藤선생님이 관여한 한반도 동북부에서 러시아 연해주지역의 재검토에 대
해 정리하였다. 1985년도 일본고고학협회에서의 발표이고 도록 안의 편년표만 남아 있으며 출
판이 예정되었던 책은 나오지 않았다(小川(大貫) 1985ab). 꽤 시간이 흐른 뒤 1992년이 되어 그
뒤의 이해를 포함해서 활자화하였다(大貫 1992).
이들 양 지역에 있어서 기본적인 편년의 틀은 확실히 절대연대는 크게 거슬러 올라갔지만
佐藤선생님의 것과 크게 차이가 없다. 短期編年이라든지 동삼동패총의 층위 逆轉문제, 한반도
에 고유의 「有紋土器」가 성립되었는지 등 많은 문제점은 있지만 同時代 각국의 연구자의 동향
을 살펴보면 環東海 선사문화에 있어서 佐藤達夫의 「朝鮮有紋土器の變遷」은 선구적인 연구였
다고 지금도 필자는 높게 평가하고 있다. 다만 당시 알려진 정보는 그다지 많지 않고 그 때문에
한계가 있었다고 밖에 말할 수 없다.
이러한 「極東」이라는 지역적 틀을 생각할 때 이제까지 필자가 진행해 온 시베리아와 유럽
러시아의 신석기시대는 직접적인 관계는 없게 되었다. 環東海를 생각할 때에는 중국이 매우 중
요한 지역인 것을 확신하였기 때문에 그 후에는 중국고고학 연구에 轉身하게 되었다.
이상이 필자가 「極東」고고학을 시작하기까지의 경위이다. 그때까지 일본에 있어서 북방대
륙 고고학연구의 주된 목적은 일본 선사문화의 뿌리를 찾는 것에 있었던 것으로 생각된다. 실
제로 필자 연구의 출발점도 그러하였다. 傳播論이야말로 일본 선사문화 형성과정을 이야기할
수 있을 것으로 생각하였지만 그 후는 기원, 경로탐색에서는 떨어져 「極東」의 틀 형성, 변용과
정을 명확하게 한다는 방침으로 바꾸었다.
중국의 高文化화 이후 영향을 받아 변용된 야요이(彌生)화의 모델을 죠몽시대의 시작에도
적용해서 同時代 대륙에 보다 선진적인 문화의 존재를 가상하는 것은 틀린 것이며 죠몽문화의
시작에는 야요이화 모델은 적용할 수 없다고 할 수 있다.
다만 이러한 環東海 신석기시대의 재검토가 야요이시대 연대론까지 파급되는 뿌리 깊은 것
이었다는 것을 알게 된 것은 최근의 일이다(大貫 2009). 이 점은 잘못되었다고 부끄럽게 생각
한다.
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II. 極東 신석기사회의 성립
일본에 있어서 죠몽문화의 기원연구에서는 아직까지 주변 대륙에서 토기의 뿌리를 찾는 것
을 목적으로, 어디의 토기가 좀더 이른 시기의 것인가 라는 연대 경쟁에 열심인 연구자가 많다.
필자는 틀의 변화에 관심이 있기 때문에 그러한 起源, 經路論에 휩싸여 있는 연구자의 관심과
필자의 관심은 그다지 중복되지 않는다.
신석기시대 諸문화의 성립과정에서 보면, 시베리아 신석기시대의 유동적인 식료채집형태가
極東보다도 후기 구석기시대와 연속성이 강하다. 그 때문에 연속적인 연결을 중시한 일본 고고
학자 사이에서는 죠몽문화의 原流는 시베리아에 있다고 하는, 북쪽으로부터의 南下論이라는 시
베리아 起源神話가 있었다. 그러나 新石器化라는 更新世에서 全新世로 이행하는 사이의 급격한
환경변동으로 지역마다 다양한 적응과정이 있고 한번 보아 移行이 불연속적으로 보이는 極東
과 中國이라는 온대지역이야말로 가장 빨리 新石器化가 급격하게 진행되었던 지역으로서 중요
할 것이라고 생각한다. 결국 極東의 신석기시대 諸문화는 極東에서 생겨난 것이다.
연어ㆍ송어 등 내륙하천 어로의 역할을 부정할 의도는 없지만 그들의 유적분포와 동북아시
아에 있어서 연어ㆍ송어의 遡上지역과는 부분적으로 밖에 중복되지 않기 때문에 河川漁撈를
주요한 계기로 설명하는 것은 틀렸다고 생각한다(大貫 1998, 2010).

III. 極東平底土器社會의 전개
필자는 종래, 토기출현기를 제외하고 極東平底土器를 전반기와 후반기 두 단계로 크게 나누
었다(大貫 1992a, 1998). 그러나 종래 東部 전반기의 새로운 단계로 본 흑룡강하류의 말리쉐보
文化와 東部의 보이스만文化 양상이 점차로 명확하게 되어 왔기 때문에 中期 단계를 독립시켜
크게 3단계로 나누어 생각하게 되었다. 이렇게 3단계로 생각할 때 極東平底土器社會 전체의 흐
름이 보다 파악되기 쉬웠다(圖 2)(大貫 2010ab). 다만 極東 각지의 3단계 구분의 境界年代가 엄
밀하게 대응하는가는 아직 문제가 남아 있고 대략적인 구분에 지나지 않는다.
3단계 구분에 관계하는 東部와 北部의 편년연구 현상에 대해서만 기술하고자 한다.
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a. 東部
흑룡강하류의 신석기시대는 일찍이 보즈네세노프카(Voznesenovka)유적 층위에 바탕을 둔
말리쉐보(Mal’shevo)文化→ 콘돈(Kondon)文化→ 보즈네세노프카文化라는 편년이 기본이었다
(Окладников, Деревянко 1973). 그러나 필자는 이전부터 의문을 품고 1992년에는 말리쉐보
文化를 포함하지 않고 콘돈文化→ 보즈네세노프카文化라는 變遷만을 취급하였고 1998년에는
말리쉐보文化의 적어도 일부는 콘돈文化 보다 늦은 시기의 것이라고 서술하였다(大貫 1992,
1998). 러시아 세프코무드(Шевкомуд)도 콘돈文化가 선행한다고 서술하고 있다(Шевкомуд
2003). 보이스만 2 패총에서의 시기구분(Морева 2008)도 이것을 지지하고 있다.
최근 필자와 세프코무드를 대표로 하는 日ㆍ러 국제조사단이 흑룡강하류의 말라야ㆍ가반
(Malaya Gavan)유적을 조사하였다. 거기에서는 콘돈文化→ 말리쉐보文化→ 보즈네세노프카文化
라는 층위적 서열이 명확하게 되었다(福田他 2008). 그리고 각 층에 동반하는 탄화물과 토기에
부착된 탄화물을 다수 연대측정한 결과 같은 양상의 新舊관계를 나타내었다(國木田他 2010).
이것에 의해 콘돈文化→ 말리쉐보文化→ 보즈네세노프카文化 라는 서열이 확정되었고 또한 각
각의 연대가 極東西部의 前段階, 中段階, 後段階와 거의 대응하는 것이 명확하게 되었다고 말
해도 좋다(圖 4). 야쿠챠에 중심에 있는 시베리아係 벨카치(Bel’kach)文化의 흑룡강 最下流지역
으로의 南下는 기존에 알려져 있었지만 필자 등의 조사에서 中期의 말리쉐보文化 단계였던 것
이 밝혀졌다.
연해주에서는 일찍이 필자는 연해주 루드나야(Rudnaya)文化의 細別을 기본으로 해서 아무
르編目文土器文化群을 古ㆍ中ㆍ新 3단계로 나누어 생각하고 있었다(大貫 1998). 그러나 최근
연해주에서는 종래의 루드나야文化 新段階를 베치카(Veтка)文化類型으로 루드나야文化로부터
분리하게 되어 있다(Морева,Батаршев,Попов 2008). 결국 아무르編目文土器를 동반하는 諸문화
는 흑룡강 하류역에서는 콘돈文化와 말리쉐보文化 古段階, 연해주에서는 루드나야文化와 베치
카文化類型이라는 新舊 2단계로 각각 나누어진다.
新段階의 菱形文에는 세로의 凸線列이 들어있는 것이 특징적이다. 아무르編目文土器의 有無
로 크게 구분하는 편이 나누기 쉽고 中國側 新開流文化의 틀과도 일치한다. 다른 한편, 아무르
編目文土器의 新舊 경계로 大別하는 경우는 學史的으로 중요한 말리쉐보文化와 후술하는 연해
주 보이스만文化는 도중에 분단되지 않고 전체적으로 中段에 위치지워진다는 利點이 있다. 무
엇을 택해야 할 지 어렵지만 여기에서는 최근 러시아에서의 연구자에 따라 루드나야文化에서
베치카文化類型을 분리하고 콘돈文化와 말리쉐보文化의 사이를 前段階, 中段階의 경계로 둔다.
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b. 北部
極東 北部에서는 隆起線文土器를 특징으로 하는 諸문화가 퍼져 있지만 石刃鏃石器群을 동
반하는 흑룡강 중류의 노보페트로프카(Novopetrovka)文化 이외는 그 실태가 명확하지 않다. 그
때문에 3단계 구분이 아직 애매하다. 嫩江유역에서는 이른 시기부터 「昂昂溪文化」가 설정되어
있었지만 그 실태도 아직 밝혀지지 않았다.
嫩江유역의 後段階는 일찍이 梁思永(1959), 루카슈킨(Lukashkin 1932)이 조사한 墓葬자료
와 최근 小拉哈유적 一期乙組遺存을 들 수 있다(흑룡강성 문물고고연구소 외 1998). 박편소재
로 양면 조정의 石器가 특징적이다.
이들 유적의 石器는 노보페트로프카文化와 같이 石刃鏃石器群에 속하는 額拉蘇C와는 다
르다. 토기에서 보아도 額拉蘇C의 隆起線文土器는 小拉哈 一期乙組의 隆起線文土器와는 구연
부의 형태와 문양이 다르다. 14C연대측정에서도 額拉蘇C는 6510±90BP(試料는 패각)이고 小
拉哈 一期乙組의 3584±104BP 보다는 훨씬 이른 시기에 해당된다. 최근 오로스C 유적의 3점
토기에 부착된 탄화물에 다시 AMS연대측정을 하였지만 以前과 거의 같은 測定値(6630±35,
6510±40, 6610±40)를 나타냈다(國木田他 2011). 額拉蘇C 유적의 자료는 노보페트로프카文
化와 같이 極東平底土器 前段階에 비정되는 嫩江유역에서의 확실한 일괄자료로서 중요하다.
흑룡강 중류에는 隆起線文土器와 剝片石器群을 동반하는 오시노(Osino)湖文化가 있고 그
연대는 3715±35, 4255±150BP이다(Кузьмин 2005). 오시노湖文化의 연대는 額拉蘇C를 제외

하고 齊齊哈爾 주변에서의 소위 昂昂溪文化 연대에 가깝고 이것들이 極東平底土器 북부의 後

段階에 해당되는 것이 된다. 이렇게 極東 북부에서는 前段階와 後段階에 흑룡강 중류로부터 嫩
江유역에 걸쳐 隆起線文土器가 분포하고 있다. 그 중간 단계의 양호한 시료가 발견되고 있지
않지만 同一지역에 廣域으로 분포하는 이 早晩의 隆起線文土器가 전혀 관계가 없다고 생각하
기는 어렵다. 만약 관계가 있다고 한다면 中段階에도 隆起線文土器가 퍼져 있었다는 것이 된
다. 그러나 그 경우 嫩江유역에서는 小拉哈 一期甲組의 위치지우기가 어렵다. 그리고 흑룡강
중류에서도 노보페트로프카文化와 오시노湖文化를 연결하는 자료는 확실하지 않다. 中段階의
이해는 앞으로의 과제로 삼고 싶다.
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IV. 考古學文化와 土器型式
최근 한국고고학계에 있어서 동북아시아고고학의 진전에는 눈에 띄는 것이 있다. 동북아시
아 내에서 한국고고학을 생각할 때 「櫛目文土器」와 「無文土器」로부터 분리된 考古學文化의 採
用이 유효한 수단일 것으로 생각하고 있다(大貫 1992b, 1998). 다만 考古學文化라는 것은 우리
들이 연구 편의상 틀로서 이용하고 있는 것에 지나지 않으며 상호 독립된 폐쇄적인 틀이 아니
고 實態로서는 개방적인 틀이며 그 시대, 지역적인 범위가 애매한 것은 당연히 배려할 필요가
있다(大貫 1997, 2008). 대륙에 있어서 考古學文化에서는 張忠培(1994)가 考古學文化는 계보
를 달리하는 토기 집합체로서의 개방적인 체계이라고 하였다. 그것에 상당하는 죠몽토기 型式
에 대해 大塚達朗(2007)이 型式을 開放系라고 하고 今村(今村 2010)이 型式을 계통의 다발로
생각한 것도 그 개방성이 본질적인 것이고 그 배경에 인간의 움직임이 반영되어 있다고 생각
하였기 때문이다. 최근 김은영(金 2010)이 그러한 방법을 동북아시아에 적용하려고 하고 있는
데 考古學文化의 본질부터가 당연히 그러한 방향으로 향해야만 한다. 모레바(Морева 2008)가
보이스만(Bojsman)文化 토기를 몇 개의 타입으로 나누고 있는 것도 그 때문이다. 다만 「文化」,
「型式」이 계통의 다발이고 開放系라고 하더라도 그 때문에 「文化」 혹은 「型式」 설정이 無效하게
되는 것은 아니다. 그 한계를 알 필요가 있을 뿐이다.

V. 生業문제와 動物相
밤, 기장 등의 밭작물 농경의 확대와 함께 極東平底土器社會는 서쪽에서 동쪽, 혹은 북쪽으
로 향해 變容하여 가지만 한냉한 동북부, 북부지역에서의 농업 보급은 어려웠다. 石器組成을
가장 적극적으로 평가한다면 서부의 遼西에서는 前段階부터, 그리고 동부에서는 後段階 자이사
노프카(Zaisanovka)文化에서도 농경의 존재를 부정할 수 없지만 어느 것이나 농경주체의 생업
체계가 아니었던 것도 중시되어야만 한다. 極東地域에서는 농경의 비중 정도는 漸移的이고 또
한 농경이 도입된다면 그대로 한번에 농경주체의 사회가 되는 것은 아니다. 농경 有無에 의한
단순한 평가는 이 지역의 역사를 생각할 때는 신중해야만 한다. 野生食料도 또한 단순히 있고
없고, 먹었는지 안 먹었는지가 아닌 量이 문제가 되는 것에 주의해야만 한다.
필자는 일찍이 동아시아에 있어서 食料자원에 대해 동물유존체, 특히 사슴류 대 돼지류(집
돼지를 포함)의 구성비율이 농경 발달과정의 지표가 된다라는 것을 생각했던 적이 있다(大貫
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1995, 2004).
그것을 極東 동남부에 적용시킨 것이 圖 4이다. 자이사노프카文化期를 대표하는 農圃유적
에서는 집돼지가 없고 虎谷 1期의 이해는 어렵지만 집돼지 출현이후 興城文化 단계까지는 사슴
류를 주로 하는 야생동물의 비율이 높은 경향에 있다. 집돼지가 더욱 더 증가하는 것에서 사슴
류와 돼지류가 逆轉하는 것은 기원전 1000년경의 虎谷 2期, 하린文化 단계이후이고 양코프즈
키, 團結文化로 연결된다. 그리고 團結文化竝行期의 기원전후에 이르러도 내륙의 滾兎嶺文化에
속하는 小八浪유적에서는 여전히 野生動物食料가 중요했던 것을 시사한다. 야생 돼지인지 집돼
지인지의 同定문제와, 沿海지역인지 내륙지역인지 등과 같은 개별유적마다의 특수한 요인도 있
고 자료의 증가에서 앞으로 수정되어야 하겠지만 이러한 변화는 대략 농경의 進展을 반영한 것
으로 생각할 수 있다. 자이사노프카文化期에서 농경의 역할을 그다지 평가하지 않고 그 후 極
東의 재편성 중에서 기원전 一千年紀에 있어서 極東 동남부에서의 밭경작 농경의 역할을 평가
하는 이유이다.
極東 동북부의 흑룡강 하류역에서는 구체적인 食性分析은 아직 없지만 다음의 極東 북부와
함께 신석기시대를 통해서 농경적인 요소를 볼 수 없는 지역이다.
그 흑룡강 하류역에서도 기원전 一千年紀에는 저장용의 대형 壺가 보급되어 초기농경이 시작
된다. 그러나 定型的인 수확구는 보급되어 있지 않고 下流로 갈수록 농경적인 색채는 희박하다.
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┃그림 1┃ 동아시아에 있어서 土器의 出現
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┃그림 2┃ 極東平底土器의 지역성과 시기구분
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┃그림 3┃ 흑룡강 하류의 諸문화 연대측정치(國木田 외 2010 일부 수정)

┃그림 4┃ 極東 동남부지역 유적출토 사슴류와 돼지류 비율의 시기별 변화
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