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サブアトランティッツ期中葉

(紀元前0.5‑0.1千暦年)の気温変動と世界史

完新世の人類学(1O)
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Early Subatlantic (5‑lc. BC) temperature‑culture change parallelism, of which
description is the aim of this paper, was outlined by Greek and Roman historians.
Hellenic culture, originating in preceding Subatlantic hypsithermal, stagnated in the cool

6c.BC, recovered and developed in the warm 5c.BC. In the cool 4c.BC, high latitude‑
altitude Greek colonies provided soldier‑colonists for the Macedonian army. In the warm
3 and 2c.BC, the peninsular economy regained prosperity, but Alexandrian Iearned circles

absorbed the fairly large part of Hellenistic intellectuals, keeping Peloponnesian
academism in status quo Ievel, although warming desiccation was deriving the growth

impetus of Ptolemaic economy. The management difficulty of the drying northern

il

Sahara fringe farms of Carthage kingdom in the warm 3 and 2c.BC compelled the
subjects to establish new oversea colonies, which worsened Puni‑Hellenic antagonism,
resulted in Roman interference and the eventual exterminating wars.
The historians of other literary traditions left the ambiguous records of the parallel‑

ism as their homelands were located at the lower latitude where limited temperature
oscillation during this period produced only minor changes, among which the sensitivity

of southwest Asian unirrigated farm management to warming desiccation and to cooling

moderatjon is to be mentioned here. The parallelism of the contemporary prehjstorjc
societies is scantily known. Three themes are discussed. In Japanese archipelago farm
establishment aRd material metal (generally sponge iron) processing both simultaneously
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本論の目的は既刊9編（佐々木，1999−2007）に続き，Subatlantic（1）期中葉（BC5−2
c．）の気温変動と世界史の対応関係の記述にある。当期は先行期（特にBC8c．）および後続
期後半（AD2−3c．）に比べれば低温期であり（2），

Subatlantic期には他例のない低温も一時

的に定着した。以下では（1）完新世中間値よりやや高く，先行期末から続いたAD19c．なみの
高温期だったBc5c．およびBc4c。初頭，（li）Bc4c．前葉の寒冷化期と明瞭な低温期（3），（iiO同中

後葉に始まり，Bc2c後葉には明確な高温状態を出現させた温暖化期（4），および（iv）Bc2c．末

から始まった相対的低温期（次稿参照）の4小謡があったと考える。
15．1

アフリカ

スーダンチャド（SC）地域中部で始まっていた鉄生産者の活動が，ほぼ同時的に開始し
た東部Bantu地域北端（湖間地帯）の鉄生産者の活動に先行して，本格化した。鉄生産者
の活動は原信材（薪炭）資源の豊富だったAw気候㈲下のステップとサヴァンナ森林との境
界地帯で盛んで（6），金属資源開発史の長かったステップ地帯ではやや低調だった（7）。ナイジ

ェリア中部ではサハラ横断商業の展開（8）に対応してNok文化が発展した（9＞が，経済的には

牛飼養への依存度が高かった。正身地帯では花粉分析で確認できる（lliffe，1994；p．35）森

林破壊を前提にした農耕と牧畜を採集，狩猟および特に発達した内水面での漁労で大きく補

い，金石併用的な原Bantu文化の遺跡が形成され，東部Balltu地域全体への南下が始まっ
た。しかし，鉄器製作技術の水準は低く（Ehret，2002；p．173），広大なBantu諸地域への定
着を可能にした低緯度多雨環境適応型栄養体作物が未受容で（10），周辺諸地域への拡散は緩

慢だった。当期以降のBantu諸文化圏拡大前線地帯（n）の非Bantu側では（山）羊飼養が始
まり（Ehret，1982；p．158），細石器廃絶と石器粗放化の示唆する少量鉄器（12＞の使用も確実だ

が，経済的には漁労の重要な後期石器的生活が続いていた。

15．2環地中海地域
15．2．1Fertile

Crescent（FC）地域

先行期末からの温暖化過程で経営失調気味の無品

概農園を兵力供給源としたペルシア軍がFC地域でも支配地帯を拡大し，実質的には好条件
地点の農園群を基盤にした都市国家の連合政体が続いた（13）が，当期中葉の寒冷化期に，先

行期のアッシリア帝国末期と同様に，拡大する無二概農園が遠隔地での軍事活動従事兵力を
吸収して兵力の縮小したペルシア軍が逆に寒冷化で経営の失調した高緯度農園から兵力の流
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入したマケドニア軍に抵抗できず，アケメネス帝国が分解した。完新世中間値を割った気温
水準極小期後には黒海北岸等の高緯度地帯の多数のギリシア増戸園主が多数の無界瀧農園を
創設した乾燥緩和下の北部メソポタミアを拠点にしたマケドニア帝国の建設とセレウコス王
国の分割継承があったが，当期後葉の温暖化は新町灌概農園の経営を失調させ始め（14），ギ

リシア系農園主も経営の重心を低温状態の終わった高緯度地帯の農園に復帰させ，シリア王
国も好条件地点農園群を基盤にした都市国家の連合政体化しながら，支配範囲を西部にむか
って縮小させ続けた（15）。

アラビア半島の好条件地点では乾燥緩和の進行したBC4c．を中心にナツメヤシ（灌慨）農
園とラクダ飼養を基盤にした鉄器文化が発展し始め（Nayeem，1990；p．148），銅生産に恵ま
れて早くから開発の始まっていたオーマソでも本格的な鉄器文化が展開した（Potts，！990；
！，pp．356−387）（16）o

15．2．2．地中海地域

エジプトでBC5c．に伝統的支配者の反乱が続き，同声にエジプト系

王朝が成立した背景には鉄器普及が地域的屑鉄資源を蓄積させ，鉄価を低下させて，エチオ
ピア系原町供給者の支配力を低下させたことがあったのだろう。BC4c．の寒冷化はエジプト
の農業生産性を上昇させたから，この時期はペルシア支配下のオリエント化（Ray，1988；
pp．280−283）の中でも続いていた古代エジプト文化（Lloyd，2000a；p．390）の復活強化の

絶好の機会だったが，寒冷化で経営の失調した高緯度地帯農園主達の参加したマケドニア軍
が侵入し，結果的に古代エジプト文化を消滅に向かわせた。ナイル河畔への定着を試みたギ
リシア系農園主だちは伝統的灌概農地には入らず，寒冷化で乾燥の緩和した周辺無灌概地帯
に果樹主体の新農園を創設したが，温暖化と乾燥化の進行したプトレマイオス王国期には生
産性の低下した果樹農園を放棄し，温暖化抵抗力のある下エジプトのギリシア系植民都市農
村複合に集中しがちだった。さらに温暖化と乾燥化が進行したBC3c．末から混乱が始まり，
農業生産と支配地域（17）が縮小した（Law，1978；pp．156，169，

アナトリアではBC5c．までは，

Lloyd，2000b；p．418）。

BC6c．の軽度の寒冷化で生じた停滞を介して，先行高温期

以来の高原でのギリシア系農園の順調な経営が続いた。BC4c．の低温期に高原農園の経営が
失調すると，高原農園四達は半島海岸での農園と都市の建設およびマケドニア帝国の建設に
参加したが，BC2c．の温暖化過程で高原農…園に経営の重点を戻した農園主が多かった。海岸

諸都市は後葉の早い時点で乾燥激化により弱体化の進行したセレウコス王国の支配から離脱
し，小王国の支配下で最盛期を迎えた。

ギリシアでは0．5kaBC（よりやや早い時点から）の温暖化に対応して，経済，文化両活
動が急激に活発化し，アテネを中心にした文学，美術，歴史的記述などの多面的文化発展が
急速に進歩した（18）。アテネでは経済拡大に伴なう人口流入があり，高温状況下で生産量の
拡大した黒海沿岸，特に同北岸のギリシア系農園から大量の小麦を輸入した（19）。BC380前後

の寒冷化開始に対応して都市国家社会の混乱が始まり，やや遅れて文化活動の急縮小があっ
て，古典ギリシア文化の最盛期が終わった（20）。マケドニアではBC5c．の高度成長下の半島都

市国家に大量の木材を輸出して経済が拡大し（澤田，桜井，2005；pp9899），

BC4c．には

寒冷化で失調した黒海北岸等の農園の関係者が軍営に流入して兵力を増大させ，乾燥緩和の
あった（旧）ペルシア帝国領内での農園建設を最終目標にした大帝国を建設させた。BC3c．
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にはギリシア諸都市の経済は軽度の高温状態の持続を前提にした安定状態に戻ったが，知識
人達は低温期的発展のあったアレクサンドリアでの活発な文化活動に誘引されがちだった。

文化活動が現状維持的水準に終始する中で，ギリシア諸都市と周辺小王国が相互の軍事的対
立へのローマ軍の介入を求めた結果，当期末までに全域がローマ帝国の支配下に入った。
イタリアではBC5c．にはエトルリア諸都市が全盛期にあった（2Dが，影響力は半島内部にと

どまり，ローマはさらに地域的な都市だった。しかし，BC4c．の寒冷化に対応して半島北部
に侵入したガリア人の略奪被害を受けた諸都市の有力者たちが警備会社的武装勢力と考えた
ローマ軍の派遣を求めたので，実質的には諸都市が兵力を供給したローマ軍が急拡大し，都
市国家間戦争にも勝利して（22），短期間で地域的大勢力に成長した。当期後半にもローマ軍
の活動の拡大は続いたが，早い時点ではカルタゴとマケドニアの連携的軍事活動が強力で，

ローマ軍では十分な報酬を確保できないと感じた兵員が離脱を開始し，軍事都市化しつつあ
ったローマの経済も失調し始めた。しかし，高温状態の持続下で黒海北岸等の植民地の順調
な経営を続けたギリシア諸都市がBC2c，にマケドニアからの独立傾向を強め，ローマとの同
盟を選択し，マケドニアとの戦争でローマ軍が勝利するとローマ軍への流入兵力が増加に転
じ，さらにカルタゴとの最終戦争に勝って，ローマ軍の活動は拡大を続けた。

イベリア半島では北西半でBC6c．の相対的低温期にケルト系支配層が流入して城砦都市を
建設していた（Wilde，1995；pp．533，536）四。

BC3c．の軽度の高温状況下で地中海対岸のカ

ルタゴ領のサハラより地帯の乾燥が進行し始めると，イベリア半島東南半の海岸地帯ではカ
ルタゴ系航海者が活動を活発化させ，BC2c．には時登こは先住民との戦闘を展開しながら（玉
置，2000；p．35）港湾集落と後背農園の建：設を進めた。ローマ軍の占領後にはカルタゴ系都
市支配層を排除してローマ化を進めた。
マグレブでもBC5c．の軽度の高温期（25）をはさんだBC6，4c．が少なくとも相対的低温期だっ
たので，カルタゴ系農園の経営が順調で（26），特にBC4c．には条件のやや劣る地帯（27）の新設

農園の生産性が高かった。BC3c．には温暖化，乾燥化がBC4c．の新設農園を中心に農園経営
を悪化させ，海外進出に伝統的に積極的だった国際商人派有力臣民だけでなく，伝統的には
消極的だった大農園主派有力臣民の海外進出意欲を高めた。カルタゴ系（武装）航海者の活

発な活動はSyracusa王国，ローマの双方とカルタゴとの対立を激化させ，シチリア争奪戦
だった第一次対ローマ戦争，二間期のイベリア植民地建設，第二次対ローマ戦争，対ヌミデ
ィア戦争（28）および第三次対ローマ戦争を経て，カルタゴを消滅させた。生存全住民奴隷化
政策を逃れた旧カルタゴ臣民（29）が辺境に小農園を建設し，後続期にはマグレブ内陸の開発
を進めた（30）。地中海南岸都市とサブサ・・うの先進地帯だったSC地域中部を結ぶ経路上（3Dの

オアシスで始まっていた農園建設をカルタゴ系移住者が加速して形成されたマグレブーサハ
ラの一体的文化はその後の地域的分化を経て民族誌的諸文化に変化した。

15．23東アフリカ
現スーダン領内に王都のあったエチオピア（Kush）王国（32）に加え，

BC3c．にはサブサ・・

ラ特産物の・ミビロニア等への輸出上で有利だった（33）イェメソーオーマソ沿岸航路（34）の出航

港に近かったAXUIn（35）に中世政体につながる王国が建設された。イェメソでも先行期建設
の二王国に加えて当期の早い時期に王国を建設した（Hitti，2002；p．55）背景には香料貿易
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の拡大だけではなく，サブサハラ，東南アジア等の諸地域原産の（亜）熱帯作物を導入した
高生産性農法の開発があったのだろう。
15．2．4

大西洋地域

鉄器時代後期，La

T6ne期に当たる。高緯度で気温変動の影響を受けやすいので，軽度

の高温期だったBC5c．にドナウ上流域隣接地帯の地域的後期Hallstatt文化（Marne文化）
の支配層はフランス中北部とブリテン島南部に拠点を建設したが，海洋性気候下で夏の日最
高温度が十分に上がらないことが農耕への悪影響を強めた寒冷化のあったBC4c．にはイベリ
ア北西半，北イタリア，ドナウ中流域に新拠点を建設した。先行期と連続的な地域的様式の

遺物が多く，少数のMarne系支配者が多数の拠点を中心に広域的に活動し，各拠点で地域
的先行諸文化人口を使役した複合社会（36）を想定しやすい。高温期だったBC3，2c．には経済が

順調に成長し，農園と都市の建設が進行した（鶴岡，2003；p．278）。新しい時期の使用遺跡
ほど多くの地中海系遺物を出土し，地中海北岸と連続的な文化圏の形成進行を看取できるが，
地中海経済の浸透の遅れた大西洋地域北半では特色のある地域的文化（37）が展開した。
15．2．5黒海地域

ドナウ流域ではBC5c．には下流域を中心に経済成長が続き，下流域からギリシア半島基部
にかけての地帯で王国建：設があった（金原，1998；p．39）。低温期だったBC4c．には上流域大

西洋地域境界地帯からケルト系移住者の上中流域への移動量が増加した。ドナウ上中流域北
東接地域でもBC5c．には鉄器農耕文化が発達し，東方森林地帯の開発も始まったが，

BC4c．

にはドナウ中流域と黒海北岸への移住者が増加した㈹。
黒海北岸ではBC5c．初めのアジア系移住者の波（39）の収束後の約一世紀間は海岸のギリシア
植民地帯と内陸地帯（40）の双方で発展が続いた（41）が，BC4c．には寒冷化が当時の地中海農耕の

北限地帯だった黒海北岸の農園経営を危機に直面させ（42），乾燥緩和のあった温暖地域での
農園都市建設を期待した農園主と都市住民を主体にした黒海北岸系人口（43）を最終的にはマ
ケドニア軍に流入させた（44）。軽度の温暖期だったBC3，2c．にはドナウ中下流域人口が北岸を

東北進してスキタイ王国の支配地域を東に移動させたが，ギリシア系農園の高温期的再建も
あり，BC2c，末は東遷したスキタイ王国の最盛期だった（Melyukova，1999；p．107）。

黒海北岸北側の大森林地帯ではドナウ下流域系鉄器農耕民が気温変動に対応して速度と方

向を少しつつ変えながら，ゆっくりと北進しつつあった。カフカス南部ではFC地域系農園
の建設が続いた（45）が，BC4c．には黒海北岸と中央アジア北側草原西部からの南下流入者と

FC地域の無呼号農園への流出者が増えた。カフカス南部にはBC4c，にも小政体があったが，
温暖化を背景にしてBC2c．末に新王国が建設された（Garsoian，1997；pp．46−47）。

15．3

アジア

イランではBC5c。には軽度の高温状態下の経営失調農園からの流失人口が増え，帝国軍の
遠征後に辺境植民として放出できなかった兵力が地方大貴族などの軍営に流入して部分的内
戦状態が散発し始めたが，BC4c，の寒冷化，乾燥緩和で拡大した無灌慨農業が余剰兵力を吸
収して内紛状態は沈静化した。経済力は充実したが，帝国軍兵力が空洞化したペルシア帝国

エエ2

に，高緯度に位置し，寒冷化による経済混乱のあった黒海北岸等のギリシア系住民が強化し
たマケドニア軍が侵入して，ペルシア帝国を消滅させた（46）と本論では考える。セレウコス

王国はギリシア人が各地に建設した農園と都市（的集落）を基盤にした政体であり，ペルシ
ア帝国の地方貴族の領主権を継続的に認めた。BC3，2c．の高温期の失調農園からの流失人口

がセレウコス王国の辺境だったイランでは王国軍ではなく，有力地方領主の軍営に流入した
ので，各地で地方王国が独立した。BC3c．中には地方王国の軍事力はセレウコス王国軍を駆
逐できなかったが，高温の続いたBC2c．には地方王国の軍事力の充実に並行してセレウコス
王国の中心的支配地域のメソポタミアでの乾燥化進行がセレウコス王国の支配力を弱体化し
て，メソポタミアの主要都市をイランの地方王国軍が占領する事態も生じた。

中央アジアでは軽度の高温期だったBC5c．に南側草原の南町地帯に西部ではイラン系，東
部では中国系の移住者が農園と都市を建設した。北側草原では草原化傾向の生じた極側森林
南端部の開発が進んだのだろう。低温期だったBC4c．には農…耕条件の悪化した北側草原から

の移住者が増え，砂漠の南下よりも乾燥緩和が強く作用した南側草原では北側草原干支三者

を中心にした身分的社会と都市的集落が発達した働。しかし，当期末に近づくにしたがっ
て乾燥化が進行してBC4c似来の南側草原社会の発達は停止し，新生活地点を求めた武装集
団（・》トリア（48），大月氏（49），旬奴（50））の活動が活発化した。

南アジアの大陸部では相対的低温期だったBC6c．に形成された古代インド文化と領域王
国（Magada）がBC5c．には軽度の高温環境下で失調しながら続いた。

BC4c．低温期は農耕

条件が好転し，都市経済が成長した（Erdosy，1995；pp．102103）古代インド文化の最盛期
だった（51）。特に乾燥緩和下の西部で多数の無灌瀧農園の建設があり，独立性の高まった西

部都市を拠点にして，ペルシア帝国を模倣した（Chapekar，1982；pp．40−42）マウリや帝
国が成立した。新帝国でも古代文化は発展した（52）が，BC3c．には乾燥化の始まった西，北接

地帯の武装勢力の組織的侵入が多発し始めて帝国の支配を動揺させ（53），高温期中に帝国を
消滅させた（Alichin，1995；p．189）。その後も続いた高温は中央アジア系王国の緩やかな支
配が一時的に拡大した西部（48）を除けば，大政体の建設を許さなかった。

南アジアの半島部では大陸部系移住者の農園の建設と拡大が初期のインド洋貿易がもたら

した東南アジア，アフリカ両地域原産作物の導入を前提にしてゆっくりと展開した鯵。現
代にも続く多材集積舟艇（5

）の製作が始まり（Deloche，1996；pp．200−201），タミルナドゥま

での海岸好条件地点ではインド洋貿易の港湾集落の建設と緩やかな発展が続き（Salles，
1996；p．262），当期末までに仏教寺院建立のあった16DN以北（塚本，2001；pp．24−32）で

は古代インドの都市社会が成立した。やはり当期末までに半島南部からスリランカに至る地
域では中世初頭のスリランカでの類例もある様式の製鉄炉（Malim

et

al，，1997；p．912）を

利用した原鉄生産にも従事した農耕民が拡散した（Seneviratne，1995；pp．114115）。

東アジアの中国では春秋末から前漢時代にあたり，都市国家問戦争から領域国家の建設に
至る過程の記録がある。中緯度に位置しても中国（沿海部）では太平洋の影響が強いので，
気温変動の影響が小さく，当期の大量の歴史記述を気温の揺らぎから説明する余地も小さい。
しかし，BC5c．の軽度の高温下で古代中国文化が急速に発展してほぼ完成し（56），先行期の先

進地帯より夏季（主力穀物開花受粉期）の日最高温度の低い山東，河北，遼寧省各地域での
農園と都市的集落の建設と拡大があり，BC4c．の寒冷化（

7）に対応して増加した中央アジア系
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移住者が中央アジア隣接地帯での城砦的都市の建設を促し，中央アジア東南端地帯を領有し，
乾燥緩和下で無灌溜i農園の労働吸収力も増大した秦の軍営に流入して，秦軍の兵力を増大さ
せたのは古気温的現象だった。温暖化のあったBC3c．には経済成長が再開した（58）。乾燥激化

で経営が失調しがちだった陳西省地域の農園主だちが好条件地点での農園創設を期待して，

既に拡大していた秦軍に流入し，都市国家間戦争末期に特徴的な大殺陣戦闘を展開させ，統
一国家を実現させたとここでは考える。

東北地方南部ではBC4c．の低温期的停滞を介しながら，中国系の農園と都市（的集落）の

建設と発展があり㈹，早くから発達した中国南部交易路を経由すると価格が高騰しやすか
った温暖昏昏産品を琉球諸島に求めた中国北部支配層の需要に応える渤海，半島西岸（60），

九州経由の交易が発達し始めた。朝鮮半島でも鉄器文化が本格化し（61），日本列島でも東シ
ナ海東南部交易と連動した中期弥生文化が展開した（15．7参照）。

北アジアでも北東部を除き，赤道側から鉄器使用量が漸増したが，大きな変化はなかった。
東南アジアでも本格的鉄器農耕文化が全体として北から南，東から西へと拡散した（62）。

大陸部では典型的な初期鉄器時代的大型青銅器を当期初頭までに生産し始め，半島部，島撰
部の広い地域㈹に輸入原鉄，特産物（64）との交換財（現物貨幣）として輸出した。半島部で
は製鉄遺構（新田，1998；pp．55，57）から判明するとおり，大陸部系移住者（65）が多民族的先

住民を集め，低光周性品種と休閑水田で牛を放牧する蹄耕とを複合した（横倉，2001；pp．
77−78）水稲作農園経営に原平等の生産機i能を加えた多数の農…園，時には排水，山賊と食害
獣からの防衛機能のあった環濠の囲む農園を建設した（新田，2001；p．95）。ラテライト状鉄

資源を利用できたサバンナ沖積平野では短期間使用農園が特に多かった（新田，1998；pp，
141−143）。島喫部西半では半島部ほどではなかったが，余剰青銅器を交換財とした初期鉄
器時代的な交易関係が広い地域を覆った。フィリピンでは鉄製遺物の出土は稀でも（Per−
alta，2000；p38）初期鉄器時代が始まった（西村，1998；p．279，深見1999；pp．20−21）か
ら，金石併用状態が続いたとされる（Bulbeck，2001；p．82）東南アジア島懊画聖半でも少量
の小型鉄器使用があった可能性を排除できない。
15、4

オセアニア

面積のやや大きいニューギニア（海岸地帯），メラネシア，西部ポリネシアでは民族誌的

文化への分化が始まり，東部ポリネシアの最初のエクメネーだった㈹ソシエテ，マルケサ
ス両諸島への移住が進行した（Kirch，2000；p．231）。

ポリネシアの土器が当期初頭から施文を失い，後続期初頭には土器の製作自体が消滅した
（Bellwood，1978；p．53）原因は単なる文化的変化（Kirch，1997；p．160）ではなかった。東

部ポリネシアの火山溶岩は海洋プレート系玄武岩質（67）で粘性が小さく，火山体内部で発生

した気体成分を閉じ込めにくいので，爆発しにくい。爆発しても発生火山灰の量も，粉砕度
も小さく（町田，新井，2003；pp3−5），他に土器原土給源のない地域の主要原土給源であ
る火山灰堆積中の土器原土適合的微細粒子部分の量が不十分で，土器製作を始めても早い時
点で良質原土が枯渇しがちだったことが原因だったと考えるべきである。より大きな粒子の
原土を素地土にすると，未焼成器皿粒子問に大間隙があるので，焼成時に早く高温化した部
分が急膨張しても，高温化部分に接した未高温化部分の大回隙が高温化部分の膨張を吸収し，
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焼成時に発生する割れ目を成長させないから，器内面に当てた反利き手と利き手に持って器
外面に当てた施文具の先端との間でその部分の三体を圧迫して緻密化し，（乾燥および特に）
焼成時の器表面剥落を防ぐ施文の必要性が低下し，施文省略が進行した。

しかし，大粒子火山灰由来の素地土を焼成した土器では三体に残る大工隙を辿る水漏れが

激しかった。一般的水漏れ防止策は有機質で三面を覆うことだった。非加熱容器（水入れ
等）では器面温度が炭素発火温度よりやや低い温度に下がる焼成末期に二面に接触させた細
かい乾燥植物体から遊離する炭素を器面に焼き付ける，樹脂を塗るなどの対策があるが，

加熱容器では澱粉粒子を内面に付着させる程度で，醗酵容器では醗酵微生物の繁殖を妨げる
水漏れ防止策を採れない。原土の大粒子化が進行すると水入れでも漏水を防ぎにくいから，

土器製作を断念したのだろう。水入れにはヤシ果殻を用い，先土器的技術で加熱用土器の欠
如を補完し，必要を感じれば良質原土資源の多い島で作った土器（68）を入手して，大切に利
用したから，土器製作廃絶は生活上の困難を生ぜしめなかった。
15．5

北アメリカ

最先進地帯の湾岸南部ではオルメカ都市の交代があり，地域文化も発達した働。メキシ
コ高原でも階段状円錐台マウンドを中心にした都市建設が始まり，周辺では準新石器農耕民
人口が緩慢に蓄積した。中央高地ではBC3c．の高温が複数都市（青山，猪俣，1997a；p．77）

の成長を促し，BC．2c．にはTeotihuacanの成長が突出した。東南接するオア・・カでも都市
建1設（青山，1997；p．59）と地域文化の発達が始まった。先行期に始まった中央高地系農…耕

民の極側への拡散の前線は当期中に概ね（乾燥が激しく，高温の出現するメキシコ湾岸を除
く）両国国境地帯のメキシコ側から合衆国側に移動し，前線地帯では先住民文化との連続性
の高い文化を，好条件地点（70）ではより農耕民的な文化（71）を出現させた。

当期初頭までに中央高地から離れている（72）が，降水量と夏季（メイズ開花受粉期）気
温（73）が中央高地に近い合衆国中央低地で古墳築造文化遺跡が形成された（74）。先行期末にオ

ハイオ河流域で始まり，先住民的有土器文化と中央高地系文化との融合文化の印象を与える
アデナ文化が当期の中央低地の最先進文化だった㈹。（亜）北極圏では先行期に始まった民
族誌的弓獣狩猟文化の東方拡散がゆっくりと進行した（Snow，1996；pp．186−189）。
15．6

南アメリカ

マヤ㈹では先行期から文字を部分的に使用したオルメカ系入植者たちが農園と都市の建
設を始め（青山，猪俣，1997b），低地ではやや遅れたが，高地では固有の文化伝統を強調し
た都市の建設が当期末には開始した（Morley

et

al．，1983；pp．64−66，67）。都市建設の前提

だった非都市的農耕民生二二の拡大（青山，2005；p．36）の背景にはSubatlantic期の全体
的高温下で赤道側（北部アンデス，地峡地帯）からの緩慢な人口流入があったのだろう。中
央アンデスではChavin（77）文化が最盛期にあり，内陸のChavin

de

Huantarが急拡大した（78）。

南部アンデスでは継続的高温傾向に対応して中央アンデス系農耕民の極側への移動があり，

北部アンデス，地峡地域でも農耕民人口の蓄積が進行し，中央アンデスよりの海岸地帯では

中央アンデス系金石併用文化遺跡が複数地点で形成された。カリブ海島畷ではSubboreal
期末に往復航海と移住が始まり，当期までに諸島撰とメキシコ湾岸を含む文化圏が形成され
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た。アマゾン（79）とブラジル高原では先行期，民族誌両諸文化と連続的な農耕諸文化が，パ

タゴニア，フエギアでも同様の採集狩猟諸文化が，ブラジル太平洋岸，パソバでは先行期文
化とは連続的だったが，民族誌的文化とは不連続な採集狩猟諸文化が，マットグロッソでは
同様の農耕諸文化が，それぞれ展開していた。

以上でSubatlantic期中葉の古気温と世界各地の文化とその変化を対応させて記述できた。
サブサハラの二つのサバンナ森林地帯を中心にした鉄（器）生産の拡散開始は非古気候現
象だった。

ペルシア帝国の消滅とアレクサンドロス帝国の建設はBC4c．の低温に対応した。

BC4c．の

低温による乾燥緩和地帯に農園と都市を建設したギリシア系入植者（の子孫）のかなりの部
分はBC3c．の温暖化，乾燥激化に対応して，経営条件の好転した高緯度と高原の伝統的ギリ
シア人生活地帯に「戻った」。ギリシアでは軽度の高温期だったBC5c．に古典文化が急速に
発展し，BC4c．低温期に停滞し，』再温暖化以降は現状維持的水準にとどまった。当初はBC4
c．の寒冷化に対応して南下したガリア人からイタリア諸都市を守る警備会社的機能を果たし

たローマ軍は当期後末葉には高温下で後背農地の乾燥の激化したカルタゴを消滅させて，地

中海地域の支配権を確保しつつあった。エジプトとFC地域を経由せずに熱帯特産物をペル
シア湾岸都市に輸入できるアラビア半島南回り通商路の西端にサブサハラと東南アジアの
（亜）熱帯作物交換を中継した農園，都市的集落：群とを建設した東アフリカの変化は非古駅』

温現象だった。気温変化に敏感な高緯度の北西ヨーロッパでは当期の微妙な古気温の影響を
受けながら，全体としては発展過程にあった。東ヨーロッパでも同様の発展があったが，効
率的小麦生産の北限だった黒海北岸ではBC4c．の寒冷化の影響が強かった。

イランではBC4c．低温期に建設したギリシア系農園と都市の経営がBC3c．には高温で失調
し，伝統的支配が復活しつつあった。中央アジアでも諸文化が気温変化に対応して複雑に変

化した。南アジア大陸部では（BC6cと）BC4c．の（相対的）低温期を中心に全般的発展が
あった。回帰線以南の南アジア半島部でのインド洋貿易の展開とアフリカ原産作物の導入に
よる発展の開始は非古気温的だった。東アジアでも中国でのBC5c．の高温期的発展，

BC4c．

の低温期的停滞，BC3，2c．の高温期的復調を指摘できる。回帰線以南の東南アジアでの東ア
ジア系の鉄（器）生産と農耕民の拡散も非古気温的だった。

オセアニアではエクメネーの小拡大とポリネシア土器の掌文省略が進行した。あっても乏
しかった火山灰起源の良質原土が枯渇し，粒子の大型化した素地土器体では器面を施文時に
圧迫しなくても焼成時の剥離を防げたことが非古気候的な施文省略の原因だった。オルメ山
系都市の建設，合衆国中央平原での中央アメリカ系古墳文化の出現などの北アメリカ諸文化
の動向も非古気候的だった。全般に低緯度の南アメリカ先進地帯の変化も非古気候的だった。

当期全体を一貫して進行した特に重要な古気候的現象は環地中海地域の高度文化中心の極

側への移動，エジプトとバビロニア（約30QN）中心のSubboreal期高文化からギリシア
（約400N）中心のSubatlantic期高文化への移行である。この移行には地形要因も関与した。

当期前後の環地中海地域のアフロアジア側では乾燥が激化したが，ヨーロッパ側の海に囲ま
れた半島では乾燥進行が抑制されたからである。オリエントからギリシアへの高度文化中心
の巨視的移動は大古気温現象であり，低温期だった中世に高度文化の中心がオリエントと地
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理的に一致するイスラム先進地帯に「戻った」こと，さらに温暖化の進む近現代に同中心が
ヨーロッパに再び「戻った」ことと並行的であることは自明である。
15．7

日本列島の状況

朝鮮半島西岸の植民都市（的集落）の拠点と列島内の多数拠点（「弥生大集落」）間を往復
した初期鉄器時代的な中国系農園主の活動が縄文時代日本列島の多民族状況（80）を収束させ
始めた。農園主の一般的経済活動は（i）水稲作農園を建設して（81）現物賃金（米）を求める多
民族的先住民労働者を集め，（ii）未開発で豊富だった砂鉄（82）と原肥材（森林）資源を利用し

て㈹生産した原鉄を先進地域に輸出することだった。原鉄を主要輸出晶にしたのは小体積
でも高く売れた原鉄をほとんどどこでも生産できたからであり，もっと高価な小体積輸出品
（たとえば水銀：16．8参照）を生産できれぽ，原鉄生産にはこだわらなかった。農園主だち

は列島内に建設した多数の農園を定期的に巡回して原鉄を収集し，半島西岸の拠点との問を
往復した。大住下野群付近で検出することがあるが，早い時期の遺跡では特に使用痕跡の乏
しい「大型建物」が巡回農園主の宿泊施設だった。
農園主の活動は列島諸社会に少なくとも以下の三大変化をもたらした。（a）身分社会の形
成：農園主が巡回時に断続的な性関係（85）を維持した女性達とその子孫達が多数地点に農園

管理人的な在地支配身分を形成して，縄文時代にはなかった㈹複雑な社会の発達（嶋田，
1998；pp．64−65）が始まった。（b）弥生人への形質的移行：量的には農園主自身よりも農園

主と多妻的現地女性との間の農園管理人的な弥生人的青年とその子孫たちとの性関係を列島
在住女性が選択しがちだった結果，

考古学的短期間で列島住民のかなりの部分の顔面頭蓋が

弥生人型に変化した。（c）強盗集団の発生：農園主と現地女性の子供たちの一部が現状に強い

不満を持ち，類似不満分子を糾合した強盗集団と一部の農園管理者達とが盗品売買組織を構
築し，城砦的集落（高地性集落等）から主要交易路（瀬戸内海等）の交通拠点（港湾集落）
に夜間停泊した農園主舟艇を襲撃した。
15．8土器の製作者性別と様式変化（8η

以下では半専業的（88）男性土器製作者の家族構成が集合的にはその社会の一般的人口構成

と同質であったと仮定する。具体的には再生産年齢に達（以下「成人」）する男女性比が
1：3−4，または軽度の女児殺があって同比が1：2であったとして算出すると（89），ど
の仮定でも3分の1弱の家庭では男児が成人しないが，4分の1強の家庭では2人以上の男
児が成人し，男児が成人しない家庭に男性を補給できたから，同一様式土器製作者の家族数
が最少数でなければ，複数の土器製作家庭全体では次世代の男性製作者は不足しな：かった。

さらに具体的には，男児のいない土器製作家庭は2人以上の男児のいる同一様式土器製作家
庭と「養子」候補男児の幼少時から特に親しく交際し，高死亡率幼児期終了後に「養子に貰
い」，その様式の土器の製作技術を継承したので様式は変化しなかった。

一土器様式社会に少なくない数百以上の家族（土器需要者）がいれば，多くはない複数：の

同一様式土器製作家庭がいたから，一土器様式社会の土器製作家庭間の男児の「融通」で技
術継承断絶（様式変化）を回避できた。しかし，一土器様式社会内の複数の土器製作家庭で
男児がいない（育たない）と異様式土器製作過程のやや年長の男子を「養子に迎える（迎え
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回目す）」必要が生じ，その養子が養父の技術を不充分に学んで土器様式が変化したと考え

ると，他の様式変化要因の作用が同水準にあったと仮定すれぽ側，高くはないが無視もで
きない確率，たとえば一世代25年として10世代に1回以下の確率での様式変化があったこと
を想定できる。女性が土器を作る素地土調整の容易な文化では女性一般が土器製作に従事す
るので，製作技術の世代間継承の断絶による様式変化が理論的にはその人口の絶滅時以外に
は生じ得ないから，同一様式土器の製作が長期間続くことがわかる（91）。

15．9鉄器文化の発展
初期鉄器時代を含め，前化石燃料製鉄期の鉄原料の主体は砂鉄だった（82）。高品位鉄鉱産

地では鉄鉱石の二化コストを原鉄の高品位で補えたが，一地点で連続的に原鉄を生産すると
近距離の原燃料林が消滅し，遠距離から搬入する二二材経費が急増するので，低品位でも近
くに原燃料林のある砂鉄堆積の利用が有利だった（92）。初期鉄器時代以来の砂鉄屋外焙焼
（野焼き）原鉄生産（93）は遺構を残さず，生産原料鉄の海綿鉄はほぼ全量を搬出した上に，

表面積の大きい海綿鉄が腐食しやすいので，生産地点での遺存を期待できない（94）。屑鉄利

用循環市場が未成立で特に高かった初期鉄器時代二二は循環市場の屑鉄に要求される純度の
鉄に加工できる良質砂鉄堆積を求めた移動的原鉄生産者を広い地域に展開させた。
鉄器化は既存の青銅産業を変形させた最古の業界再編成だった（95）。鉄生産への転換が早

い時期には特に高収益を生んだこと，および鉄資源の遍在性と原鉄生産の粗放性は青銅産業
の特に裾野部分（銅採掘，錫採集，銅錫輸送業）の大部分に二二の生産と集荷輸送業への転
換を選択させた。その一方で青銅器の主要製作技術だった鋳造を鉄器生産に転用できなかっ

た業者は鋳造青銅器の大型化と多様化で利益の確保を図った㈹。余剰気味の青銅を鋳造加
工した多様な製品の一部は輸入二二の現物代金（97＞として，青銅貴重感の強く遺存した辺境

原鉄生産地域に輸出され，辺境文化の発展を助けた。貴金属資源，特に採集加工の容易な砂
金の大産地では，貴金属産業への二化が有利だった。

鉄製利器の需要拡大が当初の高鉄即下にも続いた㈹ので，鉄器の生産と流通でも主導権
を確保できた青銅器時代以来の先進地帯では早い時期から緩やかに低下し始めた鉄山が都市
農村複合の成長を促し（99），やや遅れて鉄産業を掌握した有力者が支配都市を国家的規模に
拡大し始めた（100＞。勢力範囲内で一定量の原燃料林と鉄資源とを利用できた都市国家は鉄生

産量に応じて成長した。旧森林地帯では豊富な降水量を利用して，国家経済の基盤である農
園経営を安定的に発展させえたが，耕地化が進行して当初の大原鉄生産量を再現できなかっ
た（101）から，都市国家的発展には低い限界があった。国家的支配者は鉄生産を確保する上で

の有効対策だった原鉄生産辺境地域での農園と都市（的集落）の建設を奨励した。上記限界
に向かって都市国家の成長が続き（102），青銅器時代の都市国家では実現できなかった規模の

都市中間層が形成されたことが古典文化の発展の背後にあった。

註
（1）古気候学上のSubatlantic期は0．85ka

、

BCの画期的温暖化以降の「先史時代」だが，環地中海

地域の先進地帯では先史時代が上記温暖化より早く終わり，中国とインドでも上記温暖化以降は
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早い時点から歴史時代だった。古気候学的Subatlantic期はそのままでは完新世人類学の記述に
は援用できないので，このシリーズでは歴史記録伝統の有無セこ係らず，0．85kaBCと0．6kaADの
二つの画期的温暖化間の1．45ka問をSubatlantic期とする。
（2）海水準と生物学的古気温資料（Lamb，1977；p．390，

fig．16．3，

p．392，

温期とする見解があるのは，BC5β，2c．の軽度の高温がBC（6，）4，（1，

fig．166．14等）から当期を低

AD1＞c．の完新世中間値前後の低

温で相殺されるからだろう。

（3）歴史記録からは0．4kaBCに微先行して緩やかな寒冷化が始まり，

BC4c．第一四半期中に寒冷化

が加速し，0．375kaBCよりやや早い時点に約10年の気温極小期が出現した印象を受ける。極小期
は急激な温暖化で終わったが，温暖化開始から約10年で（3．5kaBCca．P）温暖化が鈍化し，その
後はゆっくりと，しかし着実に温暖化したらしい。
（4）この温暖化は雪線の上昇（Crowley＆North，1991；p．95）に対応するのだろう。

（5）SC地域南部のparklandはAtlantic期に地震に拡大し，
熱帯林を鉄器時代人が破壊し，後続農耕民がuncontrolled

Subboreal期の気候変化を生き延びた
fire（鉄器農耕民が「焼却面積が広が

れば，そのうちに使える可耕地面積も広がるから，燃えるに任せればよい」と考えて放置した野

火）で反復焼却して出現した。Subboreal期の遺存熱帯林は赤道側に移動した気候学的BS帯下
にあった期間が長かったので「草原サバンナ」化した。
（6）優良資源を求めてギニア中部（Okafor，1993；pp．438−439），さらに北部バントゥー地域（Eg−
gert，！993；p．3G4，

Wotzka，2001．p．59）でもスーダン系原鉄生産者が活動した。スーダン中部では

多数の鉄器農耕民遺跡が形成された。
（7）サ・・ラ南縁のBS帯西部では2kaBCに銅生産が始まった（lsichei，1997；pp．70，74−75）が，こ

の地帯の初期製鉄で利用できた内水面畔の原燃材料林は早い時点で枯渇したので，青銅器時代の
先進性を維持でぎなかったと考える。

（8）大砂漠横断貿易の発達は青銅器時代のモーリタニアの銅資源とニジェルおよび特にナイジェリ

アの錫資源の開発で始まり，初期鉄器時代の高価格原鉄交易が漸進的に促進した。Subatlantic

期の高温はAhaggar山地以東の諸山地での降水量を多少は増加させたかもしれないが，諸山地
にいたるサ・・ラ北半の乾燥激化は確実だから，Subatlantic期の高温自体が横断貿易を促進した
と考える余地はない。

（9）西アフリカでは原鉄生産鉄器農耕民を中心に有土器新石器農耕民と後期石器採集狩猟民の生活
地帯がこの順で同心円構造を形成し，初期製鉄業の（男性）労働力需要に対応した季節的移動を
介して，先進的な文化要素が拡散し，当期後葉までにギニア系諸文化が形成されたと考える。

（10）ヤムイモ類をサブサハラ自生種皮とする論者も多いが，ここでは東南アジア系作物（中尾，
1993；p．194）と考える。東南アジア系だとすれば，サブサハラのヤムゾーンの東端がタンザニア
のインド洋岸にあり（中曽根，2006；pp．232−233），調理用バナナの分布域東端もケニヤ南部か
らタンザニアのインド洋岸にある（大東，2000；p．6）から，ヤムイモのサブサ・・ラ最初の受容地

帯はタンザニア北端低地付近だったのだろう。当期のこの一帯は北東でCusht文化圏，北西で
Bantu鉄器文化圏，その他の方向で固有新石器，または後期石器諸文化と接していた（Alnbrose，
1982；p．105）から，アフリカのインド系ウシ等をCusht系言語使用者が中継した（Blellch，1973；

pp．77，79）のと同様に，回帰線の赤道側で発達した最古の環地中海文化地帯であり，南アジア

（半島部）とサブサ・・ラ東端との問の古代貿易路の中心地だったYeme11のCusht系人口が大陸
間の作物交換上で大きな役割を果たしたと考えるべきである。
（1D

移動的な鉄器文化男性の携帯した交易用小型鉄器の入手を期待した先住諸民族の多数生活地点

で生活し続けた先住民女性と移動的鉄器文化男性との間の断続的で一夫多妻的な関係を通じて，
鉄器文化が拡散したと考える。
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（12）どの地点でも使用開始の早かった槍先（Paridson，1998；p．12）が大型肉食獣による人類と家畜

の捕食被害を軽減して，人類，家畜の個体数増加を助けたのだろう。

⑬

気温水準は無灌概農園の経営を軽度に失調させたが，ペルシア帝国支配下のバビロニア経済は

灌概ナツメヤシ農園を基盤としてそれなりに順調であり（Kuhrt，1988；p．137），ゾロアスター教
でもイスラム化まで続いた複雑な儀礼と施設の母体が形成された（Boyce，1988；pp．128133）。

（14）0．3kaBCのセレウコス王国では多数の「王立」都市を建設したが，温暖化が経営を失調させた
BC3c．前葉には王国領の下賜と売却が始まった（大戸，1993；pp．27，90）。

（15）161−12！BCのセレウコス王国の内乱（Hopkins，1979；pp，255−256）の原因は温暖化，乾燥激

化による経済の混乱だったのだろう。高温期には乾燥激化の悪影響を受けにくい灌概ナツメヤシ
農園を基盤にした南部の経済力が政体を維持し，低温期には拡大した無声概農園地帯の政体支持
能力が急成長するパターンは当期以降も続いた。
（16）アレクサンドロスが先延ばしにしたアラビア遠征を実行しなかった（Potts，1990；（2）p．9）の

は，5−！5．Nの紅海沿岸山地だけでなく，北回帰線下のオーマソでも地中海系作物主体のギリシ
ア系農園の経営に困難があり，マケドニア軍の援護対象入植者が少なかったからだろう。
（17）プトレマイオス王国支配下のパレスチナでは貢納未済の伝統的領主の支配地を没収し，ギリシ

ア系農園主の集合体に旧領の支配を委ねた。この「民主主義」政策は旧都市国家系支配を弱体化
したが，農園主支配原則は不変だった（Bickerman，1988；pp．70−73）。

（18）0．6kaBC（より少しだけ早い時期）からイオニアで哲学と文学が発展したが，低温状態に対応
した「伸び悩み」現象が0．5kaBC直前まで続いた。イオニアの自然哲学者の生年がBC6c．前半に
やや集中し（Kirk，

et．aL，1983；pp．101181），ピタゴラス学派の活動開始直前のギリシア哲学の

状況が停滞的な印象を与えるのは，相対的低温がBC6c．の文化活動を抑制しがちだった結果と考
える。リュディアとペルシアの支配下でオリエント文化に接した一方で，BC6c．初頭までに黒海
沿岸を含む広い地域に多数の植民都市を建設した（Guthrie，1967；p．29）ギリシア語使用者の一
部だった知識人たちには素朴なギリシア神話を信じ続けることも，オリエントの神話と宗教の受
容もできず，神話と宗教を排除して自然哲学を創設した（Mckirahan，1989；p．246）過程も気温
変動にある程度は制約されたのだろう。

⑲

限界的耕地拡大，人畜捨子施肥，灌概，豆類等の輪作，市場向け作付への動員可能労働力の投

下，高収穫品種導入（Davis，1992；p30）の成功の背景にも軽度の高温状態の継続があった。
（20）BC4c．の全般的「文化的衰退」は都市国家間戦争の文化活動抑制作用では説明できない。5c．末

に終わったペロポネソス戦争はBC4c．初頭の文化的衰退の原因だったのだろうが，戦争終結から
数十年後まで戦争の影響で衰退が続いたとするのはかなり不合理である。プラトンをギリシア哲
学の到達点とする伝統は，プラトンに続く創造的な哲学者の養成をBC4c．の寒冷化に対応した広
域的ギリシア経済の停滞が阻んだ結果であると本論では考える。

（2Dエトルリア諸都市のBC5c．中の経営は順調だったが，地中海制海権を半島以西では後背農園の
乾燥激化，経営失調を背景にして北岸植民地建設を目的にした海上活動を活発化させたカルタゴ，

同以東では本国経済の順調と豊かだった森林資源を利用して発展した造船業を主力産業とした各
地のギリシア系都市，特にシラクサに掌握され，エトルリア諸都市の勢力拡大は抑制された。
（22）半島南部のギリシア系植民都市の経済は本国諸都市の経済停滞に連動して停滞した上に，利用

の容易な海岸原学林が縮小して，主産業の造船業も縮小し始め，対ローマ競争力が低下した。
（23）期宋の北方民族侵入は寒冷化が115BC前後に開始したことを示唆する。

（2のSubborea1期末に南西進して半島に至った先住諸民族と遅れて到着したケルト系移住者のそれ

ぞれの祖先達はSubboreal期の長期間をドナウ上流域と同北西接地域で過ごしたので，両者間の
文化的距離は小さく，文化融合が考古学的短期間に進行した（Fernandez

Castro，1999；pp．353
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一354）。BC4c．低温期にもフランスを経由した相当数のケルト系移住者がいたのだろうが，その
時点の先住諸民族との文化的な差が小さく，目立った変化が生じなかったと考える。

（25）乾燥激化に対応した農業停滞を背景にした先住民の反乱（480BC）を平定して，カルタゴ支配
が拡大した。乾燥の緩和したBC4c．にカルタゴ系農園建設が進行した時にも先住民は散発的な反
乱で抵抗した（Law，1978b；pp．129−131）。

（2のチュニスの位置するMadlerda，

Milialla両雨間の「小メソポタミア」（Lancel，1995；p，70）と

その周辺の海岸平野の安定耕地以外にも低温期の乾燥緩和があれぽ耕地化できる地点がカルタゴ
領内には多かったので，低温期のカルタゴの総農地面積はローマの同面積よりはるかに大ぎく，
相当量の食糧を輸出でぎた。

（27）低温期には34−36PNに位置し，「小メソポタミア」の10倍以上の面積の海岸平野に加えて，
Gafsa−Biskra間の山地已前でも東から無灌概農園を建設し，小麦生産量が拡大した。
（28）平野の少ないヌミディア王国の農業のBC2c，の発展（Law，1978；p．183）は高温定着下での多
数の山地農園の生産性向上を反映した古気候学的現象だったのだろう。

四

残留市民の主体は海外のカルタゴ植民地への避難経費を自弁できなかった中下層民だったのだ

ろう。有力市民は歴史的関係のあった海外植民地への避難を「戦前」から始めていたのではない
かP全市民奴隷化の印象は衝撃的だが，中下層民は農村の「リビア系」住民（Lancel，1915；p．

272）と連続的な被支配人口だった。徹底抗戦派のTyrus系有力市民がカルタゴ滅亡時の奴隷化
対象の主体だった事態を想定でぎない。

⑳

現モロッコ領内でもカルタゴ系農園を基盤にしたモーリタニア王国を建設したが，当期末にロ

ーマ属領に編入された。

⑳

主要経路はチュニジア南部からAhaggar山地を経由する。副次的経路にはTibesti山地経由の

横断路と，アトラス山脈山麓から心癖サ・・うとモーリタニアの国境地帯を経て，TombOuctou南

西からニジェル河舟運を利用する迂回路がある。主要経路にはGao付近からニジェル舟運を利用
した南西経路とAin山地を経てNokにいたる陸路主体の南東経路があった。
（32）Kush Meroe王国の主要輸出品だったエジプト向け原鉄，鉄製品の生産に必要な原燃材等は
ナイル河の流下水運を利用して入手したから，都市周辺の原燃活画の枯渇から都市を移転させる
事態は生じにくかった。冬（乾季）には水とウシ飼料用草原のある（詣れ谷合流地点の）ナイル
河畔で原鉄生産にも参加し，雨季開始とともに論れ谷に入って，好条件地点にモロコシを播き，
後背草原にウシを放牧する農牧業が食糧基盤だったから，両立帯北端が温暖化で北上すると中心

都市を北に建設し（Shi皿ie，1978；pp．237−238），寒冷化で南下すると中心都市も南下した
（ibid，，

p．218）。

BC4c．にKush王国軍が上エジプトでの軍事活動を展開した（Torok，1997；p．

218）原因は上エジプトに近い地点に建設した同王国拠点の乾燥が緩和し，軍営の主体だった
Kush系農園主が一帯の農園化を期待したことだったのだろう。
（33）サブサハラ特産品交易のアフリカ側端にあたるハルトゥーム周辺とバビロニアとを結ぶ交易路
は，（i）エジプト，フェニキア経路，（ii）紅海，アラビア横断経路，（iiDイェメソ，オーマン海上経路

に三大分できる。いずれでも総距離には大差がないが，（i）では取り扱い料金の高い都市的業者を
含めた多数の業者が中継し，（ii）では陸送距離が長く，ともに運賃が高かったのに対し，㈲では大
都市を経由せず，低コストの舟運を一貫して利用できた点が特に有利だった。
（3の

イエメン，オーマン沿岸航路はペルシアの中心都市の有力臣民が他のオリエント大都市を経由

しないで没薬とサブサハラ特産品をより廉価で入手でぎる経路だったから，ペルシア帝国支配層
がこの交易路の整備に関与した可能性が高い。

（35）Axum一イェメソ両地帯は高価だった没薬の主産地だったから，

Axum一イェメンーオーマン

航路もバビロニア，ペルシア向け没薬輸送路として重要だった。イエメンにもある没薬原料三種
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の自生地がソマリア（ソマリランド）からエチオピアにかけて広く展開することが，Kush王国
の南側に新王国を建設させたのかもしれない。

（36）製鉄原図材生産目的の森林開発が始まって，多数好条件地点の王族，戦士，神官から成る農園
主的支配層と少数の商工業従事者の生活した都市（的集落）と周辺農園群と，先住民的労働者を
再生産した多数の散在生活地点群とを単位とする地域社会が発達した。

⑳

たとえぽブリテン島では鉄製木工具の改良と普及に対応した本格的鉄器文化だった木製容器文
化が発達した。日本の伝統的木製容器製作者（木地師）の工房でも工具の消耗が激しく，田部の

研磨と更新だけでなく，素材と製品にあった工具の新作の必要があり，小鍛冶場を一隅に設ける
（川北，2004；pp．92−94）ほど木製容器と鉄器の製作は一体的である。
G8）BC6，4c．の低温は遺跡形成を低迷させた（Forsberg，1989；pp．61，66）が，当期全体としては先

行期の高温を初期条件とした本格的鉄器文化の発展を大西洋地域北半でも看取できる。ただし，
北半の地域的青銅器文化は南半のケルト文化と連続的で（Windelhed，1984；pp．85，105），特に
「ゲルマン」的な要素を判別できない。BC5，3，2c．を中心に発達した（ヒースマン，1998；pp．18

−19）当該諸民族の一部が当期末以降の寒冷化に対応してローマ領に侵入した（本村，2001；p．
35，成瀬，1997；p．15）際にローマ市民が類似言語群使用者を集合的にゲルマンと称した伝統が形
成されたのだろう。

㈲

先行期以来の巨視的寒冷化に対応した中央アジア系人口の黒海北岸侵入が続いていた。

㈹

先行期中後葉の傾向的寒冷化に対応して黒海北岸に流入した人々の近い子孫だったから，ノ中央

アジア北側草原西部の同時代人口と共有した文化要素が多かった（林，2003；p．61）。

ω

先行期中後葉の傾向的寒冷化に対応して中央アジア北側草原西部から黒海北岸に移住したスキ

タイ系支配者はBC5c．末には経済成長下で定住性を高め（Malyukova，1990；p．104），

BC4c，には

再寒冷化に対応して離脱傾向を強めたギリシア人入植地にも進出した。

（42）低温期には春先の小麦の開花期の気温が上がらず，受粉率が下がって，小麦の生産性が低下す
る。開花期が一時的でも特に低温ならば，花穂凍霜害が大不作をもたらす（内嶋，1977；pp．109
−110）。門門慨地中海農耕の必要水分を供給する地中海低気圧（田宮，1980；p．146）が低温期

には南よりに移動するので，冬季降水量を確保できず，乾燥が（柴山，／977；pp．58）栄養体
の発育を阻害して，減収することもある。

㈲

アレクサンドロス帝国の（ギリシア入にとっての）辺境地帯に入植した「ギリシア人」には，

ギリシア本土ではもちろん，黒海沿岸のギリシア植民社会でもギリシア人とみなされなかったが，

ギリシア語使用の民族融合的中間人口が大量に混入していたのだろう。その人々の参加がなけれ
ば，あの広い地域での植民活動は不可能だった。
㈹

同時的に寒冷化に対応した中央アジア系人口の流入もあった（林，2000；p．38）。

㈲

Uraltuはスキタイ侵入のあったBC6c．の寒冷化で消滅していた（Garsoia11，1997；pp．37−38）。

㈲

ゾロアスター教を非国教化させたアレクサンドロスを国教復活後の同教徒は大破壊者としたが，

ギリシア系支配者下では同教の特別な弾圧はなく，先住民的臣民は伝統的祭祀を続行した。

㈲南側草原西部でのギリシア系農園の建設はこの動向の一部であり，BC3cのバクトリア王国建
設を準備した。セレウコス王国の東方辺境だったアフガニスタン南部のマウリや帝国への割譲
（前田，2002；p．21）は同王国中心地域の一般的慣行だった王領払い下げの延長だったのと1司時
に温暖化，乾燥激化への対応でもあったのだろう。
＠8）バクトリアでもBC2c．初頭までに農園経営が乾燥激化で失調し（小谷，199！；p．82），都市経営

者と農園主だちは都市と農園の建設地点を求めたが，温暖化期の一般的解決策である極方向への
移動を砂漠地帯が阻んだので，結果的に逆の赤道方向への移動を選択したと本論では考える。
㈲

月氏を「肉氏」とする説（水谷，1999；p．21）もあるほど，「月氏」は中国の他の周辺民族名に

エ22

比べて嘉字である。夷の原義が

（死体）とされ，蛮には虫，秋にはうがあるのに，戎の原義は

武装集団だから，小氏の嘉字性も早い時期からの（北）西接民族の非差別性を反映する。音が近
似し，危うい，不安定を意味する兀系用字（航：はげやま，脆：あやうい）もあるのに，「月」を

用いたのは，中国の支配者を太陽，西域の支配者を月になぞらえた古い伝統（初期青銅器時代の
中国の支配者の西方起源を暗示する）にしたがって，対応奴長期戦での同盟国支配者の貴種i生を
印象付ける選字だったのだろう。

（5①温暖化過程の中央アジア東南端では，多雨二地点と乾燥化地点とが地形的に入り組みながら移
動ずる狭い移行地帯を介して，巨視的な太平洋側多雨化地帯と内陸側乾燥化地帯がそれぞれの降
水特性を強めた。多数の多雨化地点に中国系移住者が農園を建設すると，内陸武装勢力が農園群
支配を目的にした軍事行動を活発化させ，地帯横断的に多数拠点を建設し（小谷，1999；p．24），
中国王国諸政府も新設農園保護に兵力を投入したので北方民族との戦闘状態が長期化した。

㈱

南端が回帰線に接する南アジア大陸部は地中海農耕地帯の南端である。当地域の地中海農耕の
生産性が高温期には低下し，低温期には上昇することがBC6c。の古代インド文化形成の背景にあ
つた。釈迦とマーハヴィラの主要活動期も経済力の充実したBC6c．後葉とすべぎである。

（52）第二次仏典編纂，ジャイナ教の聖典編纂（渡辺，2005；p，117），パーニー二のサンスクリット
語考案などがあった。

㈲

この時期のマウリや軍の半島部侵入（山崎，辛島，20G4；pp．66−68）は高温下での大陸部経済

の混乱（ibid．，；p．78）を不満分子の半島部入植で軽減する試みだったのだろう。

（54）大陸半島境界東端の豊富な銅資源の開発を密林が拒んでいたので，南アジアでは青銅器文化の
発達が不充分であり，初期鉄器文化（山崎，辛島，2004；p．100）には余剰型青銅器要素がなかっ

た。各地ではより北からの新しい支配的移住者男性と先住支配層女性との乱婚が支配層を連続的
に更新し，小政体を存続させた。通商関係が発達すると，強盗組織と複合した警備会社的組織と
小政体とが絡み合った植民地的状況が展開した。
（55）Stitched

㈲

planking

boat（McGrail，1996；p．228）。1．8kaBCのエジプトに最古の例がある。

浅野，2004；p．214。「老子」の実質的成立期はBC4c．前葉（浅野，2006；p．66）よりもやや早

かったのだろう。

（57）BC4c．初頭に始まった諸子百家の活動は低温下での経済低迷を反映してやや停滞したが，

BC4c．

後葉の温暖化に対応して再活性化した。呉起の開拓政策（大塚，1980；p，26）は寒冷化に対応し
た経済振興策だったのかもしれない。

㈹

儒教教団の再発展が始まり，陰陽五行二等の新思想が考案された（戸川，1987；pp．42，46，

52）。

（59）中国系移住者たちは，BC4c．低温期を含あて，中国近接地帯に朝鮮四郡（大口，2003；p．389）

等の都市（的集落）を建設し，やや遠い地点も覆う広い地域（村上，2000；pp．73−74）で多民族
的先住民を雇用して，多様な経済活動を展開した。大部分の住民が中国系の農園と都市での生活
を選んだ地帯では二千年後には先住民文化を復元しにくい状況が生じた（大貫，1998；p．52）。

㈹

当期の朝鮮半島で建設した高地性集落（早乙女，2000；p．61）も植民地的繁栄の副産物の山賊

活動の拠点だったのだろう。

㈹

半島南部の鉄鉱石産地での鉄生産を確認できる（Nelson，1993；p．174）BC3c．を半島鉄器時代開

始期とする論者（たとえば全，1989；p．80）が多いが，余剰青銅器の多かった中国北部から流入
した大量の青銅製遺物に幻惑されて，少量の小型鉄器を使用した初期鉄器時代の大部分を青銅器
時代と錯誤している可能性がある。
（62）Stark，2001；p．61。ミャンマー内陸の乾燥地帯でも当期末には鉄器文化が始まった。当期中に

は大きな変化がなく，後続期以降の「インド化」が大変化をもたらしたとの見解（たとえば
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Chandler，1992；p．11）もある。「インド化」の原動力は東南アジアの（亜）熱帯環境にも適した

アフリカ原産作物（モロコシ等）の導入だったのだろう。東南アジアの氷期離水地帯は広かった
から，赤道方向に氷期離水地帯のほとんどなかったイエメン，南アジア（半島部）ほどではなか
つたが，他の赤道地域の原産作物導入が食糧基盤を強化したことは，サブサハラのInusaとdios−
coreaの導入効果から明らかである。
（63）Bellwood，1992；pp．123，129。大型青銅器出土の東端は西部メラネシア（Admiralty諸島）で
ある。

㈹

大型青銅製品と交換した東南アジア（，オセアニア）の特産物の大部分は大消費地の中国に再

輸出された。

㈲

大陸部内陸でも石棺墓文化（新田，1998；pp．143−144）等の地域文化が発展した。

㈹東部ポリネシアへの移住が後続期に始まったとした従来の説では西部ポリネシアへの移住（1
kaBC）から東部への移住開始までを縦帆航海者の1，300年間の

10ng

pause

（Irwin，1992；pp．

71−72）で説明する必要があった。

㈲

成層火山と楯状火山の分布境界であるトンガ，ケルマディック両諸島東方海溝（勝井，中村，

1992；p．203）が大陸系流紋岩，安山岩質溶岩と海底系玄武岩溶岩との境界である。広域テフラの
分布（町田，新井，2003；p．272）も上記境界線の西側に限られる。
㈹

良質原土堆積の発見を期待した土器製作者の新島探索航海への参加もあったのだろう。

（69）文字文化の発達の可能性もある（猪俣，1997；p．44）。

（7①温暖化が乾燥を激化しやすいから，先行期よりは当期，当期中では低温だったBC4c．に農耕化
が進行したのだろう。

⑳

中央高地系作物群は複合的に普及せず，重要作物ではメイズ，カボチャ，豆類の順で定着した。

㈱

メキシコ，中央低地両先進地帯の中間には湾岸と大水系を水上移動した人々が早くから港湾的

生活地点を建設したが，使用中and／or使用廃絶後の長期間に・・リヶーンがほとんどすべてを破
壊したので，中央低地の先進的文化が当期に独立発生した印象を受けると考える。1．2kaBCの都
三廻集落（Fiede1，1992；p，114）は破壊を免れた稀な例なのだろう。食糧不足時の集住ベースキャ
ンプとする説（Sllow，1996；pp．152−154）も民族誌的事実に基づくから，実態は中間的だったの

かもしれない。この都市的遺跡と同様に，実年代よりはかなり新しい時期の建設と使用を想定し
ている既発見の遺跡が他にもあるのだろう。

㈲

中央高地より低い冬季気温は夏のメイズ作付けとは無縁である。害虫を死滅させる冬季低温は

メリットだっためだろう。

㈲

大西洋岸の東部に比べて海洋の影響が弱く，夏季の日最高温度が上がりやすく，開花期に高温

の必要なメイズ栽培が有利なことが中央低地の先進性の原因だった。両先進地域間では民族誌的
文化の分化と形成がゆづくりと進行した（Gregg，2001；p．432）。

㈲

周囲の非メイズ農耕民生活地点散在地帯を介した古墳築造文化の交易関係は大西洋岸に達して

いた（Fiedel，1992；pp．113，246）。大西洋岸では先行期と連続的な状況が続いたが，北東部では地
域的文化形成が進行した（Smith，2001；p358）。
㈹

マヤ文化史上の中期先古典期中葉から後期先古典期前葉に当たる（Robin，1989；p．17）。

（77）Subboreal期末のアマゾン河支流Maranon河上流で発達した地域文化の人口（Brownma11，
2002；p．6，Church，2002；p．52）が太平洋斜面に進出してChavin都市を建設した。
㈲

Burger，1992；p．165，関，1997；p．87。温暖化，乾燥激化に対応した海岸都市の放棄と高原都市の

拡大は当期中の細かい気温変動よりも，Subtlantic期の高温傾向に対応した現象だった。
㈲

原：Chavi11文化と同時代的なボリビア

アマゾンのSubborea1期末の発達した農耕文化（実松，

2004；p．131）に類似した諸文化遺跡には多数の未発見例と後代の遺跡と誤認されている既発先例
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があるのだろう。

（8①

Murdock，1967には農牧業依存率（全獲得食糧に占める畜産物と農産物の比率：10％単位で示

した概数）が4割以下の諸民族を記載する。同依存率0割の133民族のうち，300人まで（以下
rA」）が33民族（以下同様），301−1000人（同rB」）が43，1001−3，100人（rC」）が43，3，101
−10，000人（「D」）が24，10，001−31，600人（「E」）が1，31，601−100，000（「F」）が0である。

同依存率1割の16民族ではA，B，

C，

D，

E，

Fがそれぞれ1，2，3，2，1，0であり（以下

同様），2割の7民族ではそれぞれ0，0，3，3，1，0，同依存率3割の17民族では2，2，
4，6，2，1，4割の23民族では4，3，6，2，5，1である。縄文後（晩）期農耕は確実
だが，上記依存率は3割以下だったろう。どの依存率帯でもD規模以下の民族が多い。各民族の
（特に大）人口の多くは19c，（以降）の数値だから，当期の世界的小人口を考えれば，考古学上
の縄文後期文化を集合的に構成した各文化（人類学的言語学者が調査すれば，個別言語集団であ

ると認知した範囲）の一般的規模ほCだったろう。縄文弥生境界面の列島人口は少なくとも5万
人，一般的採集狩猟民人口密度（0．！／km2）から算出した先土器縄文境界期の列島人口と18c，は

じめの信頼できる最初の人口統計とを無理なくつなげた筆者の推計では60万人だから，縄文弥生
境界期の列島に20以上の文化があったことは確実である。

⑳

従来の日本考古学の「弥生大集落」である。新石器時代の中国の水稲作地帯で始まった下端開

削による滞水地上流部分水田化（東岸を主体とする琵琶湖沿岸の水田化は歴史時代まで続いた最
大規模の好例である）を当期から実行した。

（82）伐採，運搬，製炭，管理が単価を上昇させる原燃材の節約は古鉄生産費を下げる効率的な方法
である。原話材節約には熱効率を飛躍的に増大させる原料粉化（表面積の飛躍的増大）が有効だ
から，砂鉄利用が合理的だった。朝鮮半島南部の鉄鉱石産地でも当期の鉄原料は鉄鉱石層起源の
砂鉄だった（Nelson，1993；p．174）。

㈹

18c．の合衆国東部の原鉄生産（Wagner，1992；p．258）と同様に，弥生民鉄も先進地域に運べな

いが豊富な木材を消費して，長距離輸送運賃を相殺できる高価格の小体積製品だった。
（8の

青銅器時代の銅溶鉱炉と形態，規模の類似した砂鉄用小型炉を歴史時代まで一貫して利用した

（Wagller，1992；p．49）。

（85）農園主と現地女性のやや希薄な性関係は有配疎率低下効果から入口増加率を低下させかねなか
つたが，人骨性比から明らかな縄文女児殺の放棄が進行して，弥生人口の増加率を確保でぎた。

㈹

縄文後期諸文化が身分分化皆無の平等社会だったことを疑う余地はある。急激な寒冷化などに

対応した難民的流入人口の従属身分化はSubborea1期の気温変動から想定しやすい。しかし，弥
生時代の身分分化は短くても弥生中後期を一貫して作用し続けた農園主の活動の結果だったから，

2−3百年問後には逆傾向の生じた気温変動の副産物だったかもしれない縄文後期諸文化に想定
できる身分分化より発達したことは確かである。
㈱

Johanlles

J．

Winckelman11以来（西村，2000；p．86）の「様式」は製作者と分類作業者が現生

人類として共有する直感的能力を前提とした概念である。土器様式でも様式変遷は指摘するが，
変遷原因の検討は稀である。特定の鳥形，器面処理の可能かつ必要な土器原土堆積の枯渇と他の
品形，上面処理の可能かつ必要な原土堆積の利用開始が様式を変えるとした技術論は，原土堆積
を枯渇させる規模の土器需要が先史時代には一般的ではなかったので，様式変遷の副次的原因と
みなすべきだろう。本論では多様な様式（矢崎，1951；pp．5354）の変化を製作者の個人的環境
の一般的変化から考える。

㈱

一般的成員が土器を作らない社会で，一般的活動も展開する土器製作者。事実上旧大陸の中

（高）緯度地帯の男性製作者である。アジアでも10Noで年平均気温27DCの西チモールでは全工程
を女性が，同26−27℃のスリランカ，マレー半島では腕力の要らない工程を女性が担当し（岡田，

サブアトランティック期中葉の気温変動と世界史
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1996；pp．64，68，72），全般的に女性が土器を作るサブサハラでも年平均気温21．5DCのウガンダ
高地では男性製作地点と女性製作地点とが混在する（森，1992；p．47）など，気温（素地母国）
と製作者性別の聞には明瞭な関係がある。

（89）人口極微増状況を仮定し，再生産年齢まで生きた男女比1：11の社会では一人の男性が生涯に

n平め妻に産ませて再生産年齢に達せしめる子供の数がn＋1人であると仮定して，次世代の性
比構成とその確率を算出した。

㈹

製作技術の世代間（不完全）断絶以外に当然考えるべき新様式の個人的創案と他様式の自発的
模倣等とからなる創作的様式変化要因は性別に無関係にどの製作者にも各要因固有の水準で一様

に作用すると仮定できる。

㈹

女性製作土器の緩慢な様式変化が1℃年代採用以前の特に南アメリカの有土器文化の年代がか

なり新しいと誤認させたと考える。この他に女性一般が土器を作る文化では（i）製作者の多数性，
素地土の自然均質性が高いので，（ii）押形の自由度が高いこと，㈹焼成時剥落の危険が少なく，器

面圧定の必要が小さいので，器面処理（施文）技術が発達しないこと，の三点が土器の様式性を
弱めることが，土器様式の変化を判りにくくする。

（92）長谷川，1963；p．1。加熱（より特に）還元工程では二乗三法則に従い，原料の体積に比べた
表面積の大きさ，つまり原料の小ささが重要であり，早い時点では良質砂鉄堆積から採集した原
料を利用した効率的原罪生産が容易かつ有利だった。原燃材は豊富だったから，高品位堆積を探
し出すことが原鉄生産者の主な課題だった。
（93）砂鉄は簡単な比重選鉱（長谷川，1963；pp．122

124）後に水を切り，粗製繊維製品上で乾燥さ

せた。乾いた砂質堆積上に設置し，豊富な薪で予燃した予定地点に量的バランスを考えながら薪
と砂鉄を互層に積み上げ，最後に薪で全体を覆ってから着火し，必要に応じて薪を追加投入しつ

つ，2−3日間燃し続けて，自然鎮火させてから海綿鉄を回収した。
（9の

遺存の可能性がやや高い乾燥気候下では燃料林の貧しさが原鉄生産を妨げ，燃料林が豊かで，

原鉄生産量の多かった森林地帯の水面畔では野焼きの痕跡が短期問で流失消滅したから，海綿鉄
生産の考古学的確認は不可能に近い。

（95）金石併用時代を介した石器時代から青銅器時代への移行は考古学的長期間を要した上に，金属
器普及の初期過程で次第に粗放化した石器を自給的に製作使用した人々が伝統的生活を少しずつ
変形させながら維持する中で，専業者が製作，供給した青銅器が少しつつ普及した現象だったが，

旧大陸のみで進行した青銅器文化の鉄器化は青銅関連業者の大部分が（非限鉄）鉄器生産開始か
らかなり遅れて（河野，1995；p．72）鉄器の生産と流通を「取り込んだ」（弘岡，2003；p．212）
史上最古の業界大再編成だった。

㈹

意味不明物品を含む副葬品と大型神像とが典型例だった。青銅器時代には小型の青銅製神像を

作ったメソポタミアでは初期鉄器時代には余剰青銅製神像ではなく，さらに貴重だった特定種木
材で神像本体を製作した（松島，2001；pp．46−47，85−86，90）。
⑲7）当期の中国では主要交換財の鋼インゴヅトの計量分割貨幣化が進んだ（平勢，2003；p．286）。

㈱

青銅製品の基本的高価格と再鋳造低錫合金製品の混入する青銅利器の部分的非実用性が青銅器

時代には潜在化させていた利器需要が鉄器使用開始で顕在化して，鉄製利器需要は高望価を厭わ
ない高い水準を維持した。

働

森林地帯での農園開設時には創設経費の大きな部分を占めかねなかった森林除去費用の節約が

重要だったから，早い時点では原鉄生野卑燃料林伐採跡地での農園開設が特に有利だった。高利
用度地点では農園主自身が関与した小規模原鉄生産用燃料林の伐採跡地に伐採直後に，低利用度
地点では農園主が直接関与しない原鉄生産者の燃料林伐採跡地に除去しにくい植生が発達する前
に，農園を開設した。初期鉄器時代には滞水地排水水田主体型の水稲作農園でも（貴重だった鉄
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器で製作した）硬質木製土工具が下端開削に威力を発揮した。

㈲

巨視的には青銅原料（特に錫）の稀少性と偏在性が青銅器の生産流通を掌握した少数の支配者
に少数の都市国家を建設させたのとは対照的に鋼鉄原料（特に炭素）の普遍性が鉄器の生産流通
を掌握した多数の支配者に多数の都市国家を建設させたと表現でき『る。

（101）耕地化地帯周辺でも一般的には放牧などの粗放な利用が原燃材用林を回復させにくかった。

㈲

原燃材の四丁調達が人為的草地を拡大させた（旧）森林地帯では，乾燥地帯とは異なり，安定

的降水を利用する多数農園を開設して，軽度の気候変動に左右されない大政体を構築できた。
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