いる（ちなみに、勃起した人間のペニスは絶対的にも、体の大きさとの比較でもほかの霊長類より
長くて太い）。
そして何より重要なのは、旧石器時代のシャーマンの役割と権力を後継者に引き継がなければな
らなかったことではないだろうか。音楽や言語の才能、さらには絶倫な精力や神秘的な能力は家系
に特有であることが多いから、旧石器時代の社会ではシャーマンの地位が親族へ受け継がれていた
かもしれない。音楽や芸術の能力、神秘世界へ入り込む力、アルコール飲料への強さといった特殊
な形質が意図的に選択され、歳月とともに強化されて、遺伝子に組み込まれていったのだろう。
本書では、考古学や科学での最新の研究成果に基づいて、人類の生物文化的な過去を解釈するた
めの新たな枠組みを提案する。発酵飲料を求めて世界中を旅した成果をこれからの章に書いていく。
そのなかでだんだん明らかになっていくだろうが、世間で注目されることが多い経済や実利、環境
に着目した議論は、私たちが何者で、人類が現在の場所にどうやってたどり着いたかを説明してい
るにすぎない。私がここで主張したいのは、自意識や革新性、芸術、宗教といった人間特有の特徴
が、旧石器時代から現代までの人類の発展を牽引し、そしてこれらすべてが、人間の脳に強力に作
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用するアルコール飲料を飲むことによって強められ、助長されたのではないか、ということだ。

第２章

アルコール飲料の起源を探るために中国を訪れることになるとは、思っていなかった。私はかれ
これ二〇年以上もヨルダンで発掘調査の指揮を執り、中東全域で仕事してきたのだ。私が中国への
長旅の第一歩を踏み出したのは、アメリカ人類学会の一九九五年の年次会合でたまたま古代土器の
セッションに出席したときである。そこで、シカゴのフィールド博物館の考古学者アン・アンダー
ヒルに会った。文化大革命とその余波による低迷期が過ぎ去った後、彼女はアメリカの調査隊とし
て初めて中国本土での調査を始めたばかりだった。私の研究室が近東の発酵飲料に関する研究で示
したように、中国の最初期の文化にも発酵飲料が欠かせない要素だったと、彼女は確信していた。
現代の世界では伝統的な社会でも近代的な社会でも、アルコール飲料はつらい仕事を終えた後の褒
美として、あるいは宴席のなかで、ほとんどの成人の生活において重要だ。中国の遺跡でも科学的
な調査を実施すれば、発酵飲料が中国の古代の社交や宗教儀式、宴会、祭典にとっていかに重要だ
ったかが明らかになるだろうと、アンは考えていた。そこで彼女は、山東省の新石器時代後期の両
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城鎮遺跡で出土した容器の化学分析を調査隊の一員としてやってくれないかという話を、私に持ち
かけてきたのである。
中国を旅する

古代の中国文明に関する知識はほとんどなかったし、中国語はまったく読めなかったのではある
が、中国で調査できるのはとても魅力的で、この機会を逃したくないと思った。一九九九年のシー
ズンにアンの調査隊に参加すべく準備を整えるかたわら、発酵飲料の歴史や先史を解き明かす中国
の遺跡がほかにもないか探り始めた。
ワンチヤンスイ

研究仲間の一人であるブルックヘイヴン国立研究所のガーマン・ハーボトルが、中国で権威のあ
る中国科学技術大学で考古年代測定が専門の王 昌 燧教授を紹介してくれた。 昌燧はすぐに、 中国
文化が花開いた黄河流域の遺跡や北京にいる一流の考古学者と科学者に会う手はずを整えてくれた
うえ、私の通訳、そして良き仲間として泊まりがけの鉄道の旅に付き合ってくれ、現代中国の暮ら
しや習慣（特に料理やアルコール飲料）を紹介してくれた。
中国では毎日のように宴会があり、主賓である私には、焼いた魚を箸で最初に食べるという大事
な役割が与えられた。無事に魚の肉を口に入れると、盛大な拍手を浴びる。こうした宴席では発酵
飲料による乾杯が必須であることも、まもなくわかった。これは遠い昔から続く伝統で、互いの健
康や調査の成功を願って何度もグラスを高く掲げた。ソルガムやキビからつくられた強い蒸留酒で

ホワンチユウ

酔っ払わないように、私はたいてい、それより度数が低くて芳醇な香りがする紹興酒などの黄酒を
もらうようにしていた。そもそも中国に来たのは、蒸留技術が発見される前の時代について調べる
ためなのだ。
六週間にわたって休みなしに旅や宴会を続けたことで、研究仲間としての絆が深まって、遺物の
サンプルを借り、税関を通して、アメリカ・フィラデルフィアにあるペンシルベニア大学考古学人
類学博物館の私の研究室まで運べるようになった。中国でこうした作業を成し遂げるには、しかる
べき場所に友人が必要だ。また、最新の分析技術を使って古代中国の飲料をもっと研究したいとい
う、私と同じくらいの熱意をもった研究仲間がいたのは、とても助かった。
チヤンジユーチヨン

最終的に昌燧と私は、黄河沿いの青々とした平原に位置する河南省の省都、鄭州まで足を運び、
ジアフー

文物考古研究所の支部で張 居 中と会った。 ここには、 鄭州からおよそ二五〇キロ南東に位置する
かつて、動物の家畜化や植物の栽培化は新石器時代の近東で始まり、そこから世界各地へ広がっ

新石器時代の賈湖遺跡で彼が発掘した土器などの遺物が収蔵されている。
たと考えられていた。比較的少ない人数で食物を供給できるようになり、ほかの専門的な作業に取
り組める人々が増えたことによって、人類は「文明」への道を歩み始めた。確かに、小麦や大麦と
いった、いわゆる創始者植物の一部は近東の文明に取り入れられ、羊や牛などの群れをつくる動物
は近東で最初に家畜化されている。
しかし、中国の「新石器革命」はこうした定説を覆すもので、近東で見られた進歩の多くに先駆
けていたことがわかってきた。よく考えてみると、人類はおそらく犬を使わなければ羊や山羊を操
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れなかっただろう。ＤＮＡに関する最近の研究で、人類の親友である犬は最終氷期に当たる一万四
〇〇〇年前に東アジアで飼いならされたことが判明した。おそらく馬や豚、鶏の家畜種の祖先もこ
の地域が起源とみられている。
私の研究にとって何よりも重要なのは、中国で土器の製作が始まったのが、近東より五〇〇〇年
ほど早いおよそ一万五〇〇〇年前であるということだ。土器があれば発酵飲料の醸造や保存、提供
ができただろうし、実際にそうした用途で使われていれば、土器の細孔に染み込んだ発酵飲料が現
代まで保存され、分析によって検出できる可能性がある。自在に形を変えられる粘土を使えば、あ
らゆる形の土器を製作できる。そうした土器は発酵飲料とともに出す食べ物の調理にも利用でき、
ラーチア

やがて世界有数の料理文化の確立にも寄与した。新石器時代のメニューにあったごちそうの一つに
麵類がある。黄河上流の喇家遺跡では、紀元前二〇〇〇年頃の黄みがかった麺類が見つかっている。
原料はアワやキビ（エノコログサ属とキビ属）で、現代の中国で食べられているように、器に盛ら
居中が研究所の棚から出してきてくれた新石器時代の土器の壺を見て、その優美で手の込んだ形

れていた。
に目を見張った。壺 （口絵２参照）は細くくびれた頸部が高く、口縁部は外側へ広がっていて、胴体
とつ て

はなめらかに丸みを帯びているか、肩の部分がはっきりと張り出している。発酵飲料の保存や提供
に理想的な形だっただろう。別個に粘土を取りつけてつくった把手は、私が見たことのある中東の
土器のあらゆるグループと同じくらい多様で、左右対称に配置されて、見た目の美しさを増してい
るだけでなく、輸送や保存にも適し、容器から飲みやすくもなっている。

この壺は、細長い粘土や板状の粘土を人の手で重ねてつくられたことは間違いない。口縁部に残
った細かな模様は、もしかしたら壺をマットのようなものに置いて、それをゆっくり回しながら仕
上げたのかもしれない。壺のなかには、赤い化粧土（きめ細かい粘土を薄く塗ったもの）で覆われ、
それが磨かれて強い光沢を放っているものもある。黄色や赤の器は粘土に含まれるミネラル分によ
るもので、おそらく最高で八〇〇℃ほどになる熱を加えてよく焼かれている。賈湖遺跡で出土した
新石器時代の壺は、技術の高さと形の多様性を証明するものであり、その後何千年も続く中国の土
器製作の礎となった。賈湖遺跡ではこれまで一一の窯が発掘されていることから、地域での技術革
新が優れた製作技術につながったとみられる。
いくつかの壺を見たときに、驚くべき新たな発見があった。断片化した赤い残渣が壺の底を覆い、
それが側面のほうまで続いていたのだ。かつて液体が入っていたら、そうなるであろうと予想して
しまいそうである。別の壺の内側では、広範囲にわたる独特な溝を黒い物質が埋めていた。これは、
化学分析によって中東で最古の大麦のビールが入っていたと確認されたイランの壺 （第３章参照）に
見られる特徴とよく似ている。賈湖遺跡の壺を分析できる可能性を考えただけで、私の期待は大い
に高まった。
驚異の賈湖遺跡

新石器時代前期の遺跡というと、粗末な住居や墓がいくつか散らばっていて、それに関連する遺
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inhabitants apparently lived well on the abundant resources
ironment, which also included carp, deer, broad beans, and
uts. They also had a penchant for the symbolic and othersite has produced what may be the earliest Chinese written
ver found: an eye sign, a sticklike ﬁgure holding a fork- shaped
other designs similar to later
window
glyphs
and for
the nutwo, eight, and ten.
n s w ere incised on tortoise shells and bon es,anticipatin g
practice of some six millennia later at the great Shang dynasty
nyang and associated principalities along the Yellow River. Dat1200 tob.c.
1050
, the Shang dynasty “oracle bones” and shells,
iver

Figure 4. Juzhong Zhang, excavator of Jiahu, playing the early
Neolithic ﬂute of the “musician/shaman” from burial M282 at the
site. Photograph courtesy J. Zhang, Z. Zhang, and Henan Institute
of Cultural Relics and Archaeology.

tones today. The Chinese archaeologists put out a call for an accomplished
musician to test the Jiahu ﬂutes. Ning Baosheng, ﬂautist for Beijing’s Central O rchestra of C hin ese M usic, happily volunteered his services. B y
using a standard side-m outh em bouchure and blow ing through one end
of the artifact, like playing a recorder, Ning immediately produced a deep,
sonorous tone that had not been heard for nine thousand years.
The archaeologists and musicians went on to use modern digital recording techniques and computer pro cessing to study a range of ﬂutes from the
34

the yellow river

考古学上の三つの相から出土した多様な笛を研究した。楽器がどのように演奏されていたかはわか
っておらず、物事を容易にするためにまず、単純にすべての穴を同時にふさいで音を出し、音の周
波数を正確に測定する。次に、穴を一つだけ開けて、残りの穴をふさいだ状態で音の周波数を記録
する。この作業をそれぞれの穴について行う。もちろん、音楽家はほかにも、半音を出すためのク
ロスフィンガリングを使ったり、唇の使い方を変えたりして、さらに多くの音を出すことができる。
複数の穴がある楽器は賈湖遺跡で一二〇〇年以上にわたってだんだん広まり、演奏できる音楽も
複雑になっていった。最も古い標本である五つ穴の笛でさえも、西洋の一二音階に含まれる四つの
音程とほぼ同じ音程を出すことができた。穴がもう一つ加わると、初心者でも五音音階を奏でられ
るようになった。穴が七つまたは八つになると、音程の追加や変更が可能な幅が広がり、標準的な
長音階の八音すべてを単純な指使いで演奏できるようになった。
当時、笛が大切にされていたのは明らかだ。両端と表面はなめらかに加工され、本体と平行に引
いた線に沿って穴が開けられ（線はガイセンクレステルレやイステュリッツの笛にも見られる）、
丁寧につくられていることがわかる。壊れた笛は、現代における貴重なヴァイオリンのストラディ
ヴァリウスと同じように、丁寧に修復されている。ある一つの笛では、破損箇所の両側にそれぞれ
一四個の小さな穴が開けられ、そこにひもを通してつないである。笛の大半は二本一組の状態で見
つかっているが、片方は所有者が予備の楽器として使っていたのかもしれない。
） の「尺骨」 という翼の骨だけでつ
目を見張るのは、 すべての笛がタンチョウ（ Grus japonensis
くられていることだ。製作上の観点では、中空になった鳥の骨は笛の材料にうってつけのように思

えるが、もしかしたら製作者はタンチョウの行動からも影響を受けていたのかもしれない。雪のよ
うに真っ白な羽毛が黒と赤のアクセントで彩られたタンチョウは、雄と雌がそれぞれおじぎをして、
空中に跳び上がり、翼を広げ、音楽のような激しい鳴き声を上げて思いを伝えるといった、複雑な
求愛のダンスを行うのだ。骨から骨髄を抜き取るとき、口で骨髄をいったん吸い込んでから骨の空
洞に向けて吹き出す作業をする。このときに出る音も、笛の発明を促したのかもしれない。
当時の賈湖の民族音楽を再現して聴くことができれば、きっとタンチョウの鳴き声を思い起こさ
せるようなすばらしい体験ができるだろうが、新石器時代の詳しい文字の記録が残っていないので、
再現できる可能性はきわめて低い。しかし、笛やラトルとともに埋葬されていた人物が共同体で特
別な役割を担っていたとは確実に言える。彼らの遺体には、ほかの人々とは異なり、輸入されたト
ルコ石やひすいの宝石を使った精巧な装飾が施されているからだ。とはいえ、石臼の石や石錐とい
った実用的な道具も墓から発見されているので、彼らが一般的な労働を嫌っていたわけではない。
副葬品のなかにはフォークのような形をした骨もあり、そのことを考慮すると謎はさらに深まる。
骨に複数の小さな穴が開いていることから、もともとハープのように弦が張られていたとも考えら
れるし、ひょっとしたら「新しい農業」を象徴しているか、本人の職業に使う道具の一種だったと
も考えられる（この点については後ほど述べたい）。
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世界最古のアルコール飲料

米と文字、音楽だけに着目して新石器時代前期の賈湖の物語を終えてしまうと、この地域の発展
において、あるアルコール飲料が果たした役割を無視することになってしまう。
王昌燧が張居中を最初に紹介してくれたことで、このアルコール飲料と新石器時代の賈湖におけ
るその重要性を発見する道が一気に開けた。居中はもっている知識とみずから発見した土器を私に
提供してくれた。私たちはその土器から一六点の土器片を化学分析用に選んだ。液体が入っていた
可能性が高いとみられる壺や水差しである。とりわけ、二つの把手が付いた大きな壺に私は強く興
味を惹かれた。ここより五〇〇〇年新しい近東の遺跡から発掘されたとしたら、古代ギリシャやロ
ーマの時代に地中海のワイン交易で広範囲に利用されたアンフォラのモデルになったカナン人の壺
。
とすっかり間違えてしまっただろう （第６章参照）
ジヤオジンジユン

と考古植物学者の趙志軍（ジミー）
、ヨーロ

チエングアンシエン

こうした重要なサンプルの分析は軽々しく実施できないため、私は共同研究チームを結成した。
中国からは北京を拠点に活動する微生物学者の程 光
ッパからは現在ライプチヒ在住のマイケル・リチャーズ、アメリカからは農務省のロバート・モロ

─

ＭＳ）、 炭素と窒素の同位体分析、 赤外分光分析とい

ーとアルベルト・ヌニェス、フィルメニッヒ社所属のエリック・ブトゥリムが参加してくれた。私
たちは液体クロマトグラフ質量分析（ＬＣ

った多様な技術を利用して、太古の賈湖の飲料に使われた主な原料の化学的な「指紋」を特定した。
徐々にではあるが着実に、世界最古となるアルコール飲料に迫りつつあった。

メタノールとクロロホルムを使って土器から得られた残渣には、異なる土器どうしで共通する化
合物が検出された。 酒石酸が検出されたことから、 ブドウかサンザシの実（ Crataegus pinnatifida
および C. cuneata
） が原料である可能性が高い。 蜜蝋は良く保存され、 加工しても完全に取り除か
れることはほとんどないため、いわゆる「指紋」とされる決定的な化合物だが、その蜜蝋も残渣か
ら検出されて、蜂蜜の存在が明らかになった。最後に、特定の植物ステロールなどの化合物と化学
的に厳密に一致したことから、三つ目の原料として米が浮かび上がった。炭素同位体の分析によっ
て、原料の穀物は稲のように温帯気候（ ）の植物であり、キビやソルガム（モロコシ）といった
）の植物ではないことが確認された。両者は光合成と代謝のメカニズムが異なる。

もある。 中国の黄酒や日本酒 （後述）の醸造に先立ってコウジカビが米のでんぷんを分解する糖化

）、 リ ュ ウ ガ ン
だ 。 し か し 中 国 で は 、 ブ ド ウ だ け で な く サ ン ザ シ や サ ン シ ュ ユ（ Cornus officialis
）の実にも酒石酸が含まれ、それらが原料である可能性もある。
（ Euphoria longan
少量の酒石酸は、中国原産のテンジクアオイ属の葉やほかのフウロソウ科の花に由来する可能性

などのブドウ製品であると確実に言える。中東で酒石酸かその塩が見つかるのはブドウだけだから

中東で出土した太古のサンプルを分析する場合、酒石酸あるいは酒石酸塩が存在すれば、ワイン

を読む際には、ハットリ・アツコとカラハシ・フミという二人の同僚に手伝ってもらった。

国語が大半を占める科学論文を片っ端から調べるという、骨の折れる作業を始めた。日本語の文献

であるグレチェン・ ホールと中国語を母語とするチェンシャン（エレン）・ ワンの力を借りて、 中

分析結果と一致する天然の原料を特定するため、ペンシルベニア大学考古学人類学博物館の同僚

より熱帯（

C3
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