（公財）北海道埋蔵文化財
センターだより

（公財）北海道埋蔵文化財センター沿革

A story of archaeological
excavations in Hokkaido

［設立の目的］

北海道内の埋蔵文化財の発掘調査を行うとともに、文化財の保護及び活用を図る
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ために必要な事業を行い、もって本道文化の向上に寄与することを目的とする。
設立年月日

昭和 54 年 9 月 1 日

（公財）北海道埋蔵文化財センター設立 40 周年記念特別号

［事業内容］
１
２
３
４

埋蔵文化財の発掘調査・研究、記録資料の作成及び出土品の整理保存を行う。
埋蔵文化財の活用及び保護思想の普及啓発を行う。

北海道教育委員会の指定を受けて、北海道立埋蔵文化財センターの管理運営
を行う。

その他この法人の目的を達成するために必要な事業を行う。

［沿革］

昭和 54 年 9 月

「テエタ」はアイヌ語で “昔” を意味します。北の大地で
繰り広げられた昔の人々の文化や環境を、現在と未来の
人々に伝えるのが私たちの仕事です。昔のこと、古いこ
とを広く知ってほしいという願いを込めて「テエタ」を
この冊子のタイトルにしました。

・北海道教育委員会の委託を受け、北海道立埋蔵文化財センター

…………………………………………………………………………………… 2

［旧石器時代］

小さな玉は大きな証拠
石器作りと人

−日本初の旧石器時代の小玉の発見−

−接合資料を読む−

日本最古の動物表現？

……………………………… 3 （長沼

孝）

……………………………………………………………… 5 （坂本

尚史）

−千歳市柏台１遺跡の石製品−

……………………………………… 6 （福井

淳一）

［縄文時代］
［草創期］
［早期］

貝殻で文様がつけられた底の尖った土器

−函館空港遺跡群−

……………………………… 8 （冨永

−根室市温根沼３遺跡出土の副葬品− …………………………………… 9 （笠原

勝也）
興）

低湿地に埋もれていた大型竪穴 −千歳市キウス４遺跡Ａ地区と縄文前期大型竪穴−

道縦貫自動車道建設に伴う発掘調査）を引き継ぐ。

平成 11 年 4 月

北海道の歴史年表

［前期］

・北海道教育委員会より発掘調査事業（新千歳空港及び北海

平成 7 年 10 月

遺跡と遺物は語る

はじめに

次

子どもの足形の付いた遺物について −約６千年まえの足形付土製品−

・札幌市中央区南 15 条西 17 丁目に事務所を開設

・札幌市中央区南 26 条西 11 丁目に事務所を移転

北の
発掘物語

目

7,800 年前の土坑墓

・北海道教育委員会の認可により設立

昭和 59 年 4 月

公益財団法人北海道埋蔵文化財センター
設立 40 周年記念 [teeta] 特別号

［中期］

・北 26 条事務所を開設
の管理運営を開始

［後期］

・事務所を江別市西野幌 685 番地 1 に移転

平成 18 年 4 月 ・北海道教育委員会の指定を受け、北海道立埋蔵文化財センター
平成 24 年 4 月
平成 31 年 4 月

の管理運営を開始（指定管理者制度による）

・北海道知事の認定を受け、公益財団法人へ移行
・設立 40 周年を迎える

［晩期］

写真・図版資料使用許可ならびに撮影写真掲載許可
青森県教育庁文化財保護課（P.24）、知内町郷土資料館（P.3）
、函館市教育委員会（P.10）
、
函館市中央図書館（P.32）、小川忠博（P.3・4）

［続縄文時代］

［擦文文化期］

動物の付いた土器とガラス玉

北 の 発掘 物 語
遺跡と遺物は語る

公益財団法人北海道埋蔵文化財センター設立 40 周年記念広報誌テエタ特別号
2019（平成 31）年 3 月 29 日

編集・刊行：公益財団法人北海道埋蔵文化財センター
〒069-0832 北海道江別市西野幌685番地1

福島町館崎遺跡は、約 5000 年前から 4500 年前まで 500 年間利用
された縄文時代前期から中期にかけての集落跡です。竪穴住居跡、墓、
盛土遺構、道跡など生活にかかわる多様な遺構が検出されました。
多量の土器、石器などの遺物が出土したなかで、日本で一番大きな
岩偶や道内最多出土の玦状耳飾もみつかっています。
（表紙：福島町館崎遺跡調査の様子

背表紙：福島町館崎遺跡出土玦状耳飾など）

URL http://www.domaibun.or.jp
印

［アイヌ文化期］

刷：中西印刷株式会社

公益財団法人北海道埋蔵文化財センター

2019

［現代］

−根室市穂香竪穴群出土の動物意匠付土器とガラス玉

−千歳市根志越５遺跡の枝材集中− ………………………

（菊池

慈人）

掘りだされた
多彩な遺物たち
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1.蕨手刀 （擦文）

2.尖頭器 （旧石器）

11.土面 （縄文晩期）

12 .（縄文後期）

13.（縄文晩期）

14 .（縄文中期）

［実測図出典］
1：恵庭市西島松５遺跡

北埋調報 224

2：遠軽町上白滝８遺跡

北埋調報 195

3：千歳市オルイカ２遺跡

北埋調報 221

4：千歳市美々 8 遺跡

北埋調報 83

5：苫小牧市美沢３遺跡

北埋調報 77

6：木古内町新道４遺跡

北埋調報 43

7：恵庭市柏木川４遺跡

北埋調報 249

8：千歳市梅川４遺跡

北埋調報 269
千歳市美々４遺跡
（昭和 58 年）

11：千歳市ママチ遺跡

北埋調報 36

12：千歳市美々４遺跡

北埋調報 14

13：木古内町新道４遺跡

北埋調報 43

14：余市町フゴッペ貝塚

北埋調報 72

福島町館崎遺跡
（平成 23 年）
木古内町大平遺跡
（平成 23 年）

森町森川 6 遺跡
（平成 22 年）

北斗市館野 2 遺跡
（平成 19 年）

千歳市美々８遺跡
（平成 3 年）
遠軽町上白滝８遺跡
（平成 8 年）

千歳市ユカンボシC15遺跡
（平成７年）
森町森川 3 遺跡
（平成 16 年）

北斗市館野遺跡
（平成 16 年）

平取町ポロモイチャシ跡
（昭和 59 年）

○はじめに

北海道埋蔵文化財センター 40周年を迎えて

センターは、昭和54年９月に財団法人として設立され、平成24年に公益財
団法人となって、今年で40年を迎えます。この間、主に北海道内の遺跡調査
を実施してまいりました。この40年間で発掘した遺跡は360を数え、発行した
報告書は359冊にのぼります。調査面積は270haで、これは札幌ドーム50個分
にもなります。これらの調査の中には、新千歳空港建設工事、函館空港拡張整
備工事などの広大な面積のもの、北海道縦貫自動車道建設や北海道横断自動車
道建設など、数百キロにわたる路線を順次調査していくものなどがあります。
これらの調査によって、一地域における遺跡の変遷だけでなく、北海道全体の
様相も次第に明確になってきました。各市町村での調査と合わせ、北海道の歴
史を考古学的調査から描くことができるようになったといえましょう。その成
果の一部は、センター設立15周年、25周年記念誌『遺跡が語る北海道の歴史』
（２冊）に盛り込んであります。
この間、平成11年に北海道立埋蔵文化財センターが設立され、当財団が指
定管理者としてその運営を行っております。展示室では、重要文化財千歳市マ
マチ遺跡出土土面、美々８遺跡出土品をはじめ、これまでの調査で出土した多
くの遺物を公開しております。また、道内の遺跡に関する情報を提供し、保存
処理や分析についての基礎知識を学ぶ場とするとともに、様々な講座を開催す
るなどの普及活用活動を行ってきています。
40年を迎えるにあたり、「テエタ」特別号を「北の発掘物語−遺跡と遺物は
語る−」としました。遺跡調査をすると、発掘現場で様々な遺構や遺物に出会
い、驚かされることがあります。また、整理作業の途上で、昔の人々のいろい
ろな行動や考えを感じとることができることもあるのです。本誌には、センター
で発掘調査に携わっている調査員一人一人が、現場で感じ、考えたこと、また
整理作業によって明らかにできた、遺跡や遺物に関する思いを書いてもらいま
した。
その内容は、旧石器時代の遺跡・遺物から太平洋戦争の戦争遺産にまで及び
ます。報告書に書かなかった熱い思いも含まれておりますので、楽しんでお読
みいただければ幸いです。

公益財団法人北海道埋蔵文化財センター理事長

越田

賢一郎
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北海道の歴史年表
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○小さな玉は大きな証拠

−日本初の旧石器時代の小玉の発見−

絵を描くなどの芸術活動を行うことができるのは、地
球上の生物の中で人間（ヒト）だけ。その初源には諸説
あるが、われわれ現生人類（ホモ・サピエンス）の段階
には明確な証拠がみられる。ヨーロッパの旧石器時代に
おける洞窟壁画やヴィーナス、さらに装身具などがその
代表だが、日本の旧石器文化の遺跡・遺物には、それら
と関係するものは少ない。しかし、当センターの調査で、
洞窟壁画に使用されたものと同様な顔料や明確な装身具
が発見されている。
顔料は千歳市柏台１遺跡（平成８年）、装身具は今金

［写真２

町ピリカ遺跡（昭和58・59年）、知内町湯の里４遺跡（昭

湯の里4遺跡出土玉類（左 琥珀製垂飾は複製品
写真提供：知内町教育委員会）］

和58年）、千歳市柏台１遺跡（平成８年）で発見されて

すれて変形した「玉ズレ」や、穴に通した紐でこすれた「紐

いる。ここでは、私自ら発見したピリカ遺跡の７点の石

ズレ」が確認でき、一連の装身具として使用されていた

製小玉を主に取り上げる。

ことが分かった。

昭和58年８月、新聞に「旧石器時代の飾り玉出土
日本初

装身具に使用か」という文字が躍り、ピリカ遺

岩石の専門家によると、小玉の石材はすべてダナイト
（かんらん岩の一種）で、国内産のものとは特徴が異なり、

跡での直径１㎝に満たない小さな石製小玉の出土が報じ

さらに蛍光Ｘ線分析でも「ダナイトおよび関連岩石」と

られた。旧石器時代の装身具は、ヨーロッパ、ロシア、

同定され、いずれも大陸産の可能性が強いことが指摘さ

中国などの大陸では発見されていたが、日本では初めて。

れた。

その年代は一緒に発見されている石器から細石刃文化の

「類は友を呼ぶ」、そんな言葉が考古学の発掘調査でも

最も古い段階で、約2.4 ～ 2.2万年前と考えられる。ピ

当てはまることがある。同じ年の10月の新聞に、
「旧石

リカ遺跡では細石刃文化の石器類や石器製作の際に出る

器時代人の墓と装身具」「日本では初めて」と、知内町

大小の石片が大量に出土。直径が数㎜の小玉は調査の際

湯の里４遺跡の旧石器時代の墓と装身具の発見が報じら

に発見できず、採集した土壌の水洗・選別で、大量の小

れた。湯の里４遺跡では、墓と考えられる赤色顔料の分

砂利の中から、約５万点の剥片・砕片とともに発見され

布範囲から、石刃核４点、石製垂飾１点、琥珀製垂飾１

た。ある日、私は選別中の小砂利の一つを取り上げ、付

点、石製小玉３点が発見された。石製垂飾と小玉の石材

着していた土を竹串の先で突いてみた。すると、見事な

はピリカ遺跡の小玉と同様のダナイトで、小玉は混ぜて

穴があき、小玉であることに分かった。まさに「瓢箪か

しまえば見分けがつかないほど、そっくりである。

ら駒」ならぬ、「小砂利から小玉」。

二つの遺跡の小さな玉と垂飾は、北海道と大陸の旧石

小玉は翌年の調査でもみつかり、合わせて７個体に

器文化をつなぐ大きな証拠といえる。それらは昭和63

なった。小玉の形は円形または楕円形、丁寧に整形され、

年に一緒に発見された石器とともに重要文化財に指定さ

中央に穴が開けられている。その大きさは、最大で直径

れ、現在はそれぞれの町で展示公開されている。さらに

8.7㎜、重さ0.6ｇ、最小で直径4.2㎜、重さ0.1ｇ以下。

日本の旧石器文化を代表する遺物の一つとして、そのレ

中央の穴は2.0 ～ 2.7㎜、いずれも両側から開けられ、

プリカが東京の国立科学博物館でも展示されている。
（常務理事兼第１調査部長

断面は鼓形。完全な形の５点を観察すると、玉同士がこ

長沼

孝）

＜Informations＞
【資

料

名】小玉と垂飾

【時代・時期】後期旧石器時代
【調 査 遺 跡】今金町ピリカ遺跡・知内町湯の里４遺跡
【調 査 年 度】昭和58・59年（1983・1984年）
【掲載報告書】湯の里遺跡群

北埋調報18

美利河１遺跡

北埋調報23

【展 示 施 設】今金町ピリカ旧石器館
知内町郷土資料館
［写真１

ピリカ遺跡出土玉類（写真提供：小川忠博）］
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旧石器時代

○巨大原産地遺跡に挑む

−14トンの黒曜石との闘い−

【白滝の黒曜石】遠軽町白滝には国内最大規模の黒曜石

ません。白滝産の黒曜石は「花十勝」と呼ばれる茶色が

埋蔵量をほこる赤石山があります。その頂上付近にはお

混じるものがあり、区別しやすいものもありますが、膨

よそ220万年前の噴火の際に形成された良質な黒曜石の

大な遺物の中では容易な作業ではありませんでした。

岩体が存在し、流域に石器の素材となる原石を供給して

多くの作業員さんと来る日も来る日も作業に明け暮れ

います。

ました。土器と違い、完成形を想像することが難しく、

【白滝遺跡群の調査】調査は旭川紋別自動車道の建設に

接合することにより学習し、徐々に腕を上げていきまし

先立って平成7年度（1995年）に開始され、平成26年

た。中には、個体識別能力の高い、勘のいい人もいて、

度（2014年）の最終報告書作成まで丸20年かかりまし

これまで例のない量の黒曜石接合資料が得られました。

た。遺跡の銀座ともいえる赤石山南麓を流れる湧別川に

その後は接合資料の製作手順や遺跡の中での動きなど

沿った22遺跡（12万㎡）から669万点、14トンの黒曜

を読み解く作業を根気よく進め、ついには原産地での石

石の破片などが出土し、多い遺跡では135万点、3.5ト

器づくりの実態解明に成功しました。

ンにも上ります。そのほとんどが旧石器時代のもので、

【資料の現在】私たちが長年関わった膨大な資料は、平

これまで北海道で認識されてきた種類の石器文化が確認

成23年に国指定重要文化財「北海道白滝遺跡群出土品」

されています。同時期の原産地遺跡でこれほどの調査面

の指定を受けました。その理由は次の通りです。

積・出土遺物量は世界的にも例がありません。

「我が国の旧石器時代遺跡の中でもその内容・質量と

一つの事業期間としてはセンター最長ですが、関わっ

もに群を抜き、多数の接合資料の存在は、石器製作技法

た調査員は14名と比較的少なく、作業は調査規模のわ

の復元だけではなく、原石の搬入、素材や製品の搬出の

りに長期間にわたって少人数で進められました。特に初

あり方を具体的に物語る。我が国のみならず、世界的に

代の担当課長であった長沼さん（現常務理事兼第一調査

も希有な内容の後期旧石器時代資料として、比類のない

部長）が8年、私が11年、坂本さんが13年担当し、直

価値を持っている。」（文化庁国指定文化財等データベー

江さんに至っては18年もの間、関わりを持ち続けまし

スより）

た。私以下3人は2 ～ 30代の大半をこの調査にささげた

（第1調査部第3調査課主査

といっても過言ではありません。

鈴木

宏行）

＜Informations＞

【整理作業】作業は主に接合で、その成否が遺跡の評価
に直結します。発掘された破片は、旧石器人が遺跡を訪

【資

れ、近くの露頭や河原から拾ってきた石を割り、石器を

【時代・時期】旧石器時代

料

名】接合資料

作った時に捨てたものです。そのため、理屈ではパズル

【調 査 遺 跡】遠軽町上白滝8遺跡ほか
【調 査 年 度】平成7から26年（1995 ～ 2014年）

のようにつなぎ合わせて復元することが可能です。

【掲載報告書】白滝村白滝遺跡群Ⅰ

しかし、普通のパズルでは元が一枚の絵だとわかって

遠軽町白滝遺跡群ⅩⅣ

北埋調報 140 ～

いますが、遺物のパズルの場合、複数の個体の破片が混

北埋調報 311

【展 示 施 設】遠軽町埋蔵文化財センター展示室

じっており、その中から同一の個体を見分けなければな

北海道立埋蔵文化財センター展示室

りません。また、すべてのピースが残っているとも限り
白滝第30地点
北支湧別４
上白滝７
上白滝６
上白滝５
上白滝２

上白滝８

湧別川
奥白滝１

服部台２

［写真1

4

赤石山黒曜石露頭］

［写真2

湧別川と調査遺跡］

［写真3

接合資料（写真提供：小川忠博）
］

○石器作りと人

−接合資料を読む−

【接合資料を読む】 旧白滝5遺跡の母岩別資料708は、
石刃と呼ばれる縦長の剥片を量産する、石刃技法の資料
です。最初に石核の形をきれいに整え、その後石刃を剥
がす作業に移っています。作業前半は石刃の形が細長く
整い、打面も小型で、きれいに石核の下まで剥離が及ん
でいます。またその過程では、石核打面に角度調整や縁
辺整形のための細かな剥離を繰り返しています。鹿角な
どの良質な道具を用いた丁寧な仕事がなされ、作業に成
功しています。
しかし、作業後半に入ると様相はガラリと変わります。

［上手いと下手が共存する石刃技法の資料（母岩別資料708）」

石器作りは旧石器人にとって、生活を左右する重要な
技術です。今回のイッピンは、石器作りに関わった人び
との様子を鮮やかに読み取ることができる接合資料を紹
介します。
【接合資料と上手下手】 接合資料とは、石器製作で生じ
たカケラ（剥片）を丹念に観察し、剥片同士を付けて石
器を割る前の状態に復元したものを指します。接合資料

石刃は打面が著しく大型になり、厚く幅広に変化、打面
調整も粗雑になります。そしてなりよりも石刃の剥離が
石核の途中が止まる、ヒンジフラクチャーという失敗が
起きています。通常ヒンジが起きればその部分を除去し、
次の剥離がきちんと石核の下まで届くように調整しま
す。ですが、作り手は何ら手を打たずに作業を続け、ヒ
ンジを連発しています。前半の作業が嘘のような仕事ぶ
りで、良好な石刃がとれないまま作業を終えています。

からは石器作りに関する様々なことを詳細に読み取るこ
とができます。例えば作り手の上手い・下手などもその
一つです。
石器作りにおける上手いとは何でしょう？私は多くの
接合資料を観察し、次のように考えました。①準備の適
切さ、②加撃の適切さ、③リカバリーの適切さ、の3要
素です。①は石器を割りやすい形に予め整えておくこと。
②は適切な道具を選び、打ち欠きの角度と力を適度にコ
ントロールすること。③は失敗が生じた際に、失敗部分
をうまく除去して次の作業をスムーズにすること。この
3つが出来ていれば上手い、出来ていなければ下手とな
ります。
ところが、今回注目した資料はとても不可思議なもの
でした。上手いと下手が共存していたのです。

おなじ個体の中でみられる前・後半の違いは何を意味
しているのでしょう？私の見立てはこうです。前半は石
器作りに精通した熟練者が作り手でした。道具も良いも
のを揃え、適切に作業を進めて目的の石刃を生み出して
いきます。しかし、石核に少々気に入らない部分が生じ
たのでしょう。作業を止め、まだ充分に石割りが出来る
大きさの石核を残し立ち去ります。そこへやって来たの
が石割りの未熟な若者です。先ほどの石核を手にし、
「こ
の続きだったら自分にも上手く割れるかも」と石のハン
マーで作業を始めます。しかし技量不足のため失敗し、
無念のうちに立ち去りました。
接合資料を丹念に観察することにより、旧石器人の様
子を生き生きと読み取ることができるのです。
（第1調査部普及活用課主査

坂本

尚史）

＜Informations＞
【資

料

名】石刃技法接合資料

【時代・時期】後期旧石器時代
【調 査 遺 跡】遠軽町旧白滝5遺跡
【調 査 年 度】平成18年・平成19年（2006・2007年）
【掲載報告書】白滝遺跡群Ⅷ
稲田孝司2001『遊動する旧石器人』図39「石刃技法と石刃石器」に加筆

北埋調報302

【収 蔵 施 設】遠軽町埋蔵文化財センター
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旧石器時代

○日本最古の動物表現？

―千歳市柏台1遺跡の石製品―
なお、ロシアのコスチョンキ遺跡などでも、よく似た
石製品が見つかっています。やはり動物を頭部の作り出
しと背の形状で表現するものです。したがって、全くあ
り得ない想定ではありません。
【調査】柏台1遺跡は、南千歳駅の北東1 ～ 1.5㎞にあ
ります。新千歳空港から延びる国道337号線関連工事
に伴って、6,300㎡を発掘調査しました。結果、地表下
約4mから旧石器時代の石器集中15か所が確認されまし
た。石器群には新旧あり、古い石器群は、2.5 ～ 2.7万
年前で、皮革加工用の掻器主体の不定形剥片石器群、新
しい石器群は、2.3 ～ 2.5万年前で、槍の一部となる細
石刃を主とする細石刃石器群（蘭越型と美利河型）でし
た。

［写真１

刻みのある石製品］

【刻みのある石製品】幅8㎝以上、高さ約6.4㎝と拳より
一回り小さい、やや偏平な砂岩礫を磨き、内反りする辺
の両肩に刻みが入ったもの。発見時は、バラバラでした
（写真2）が、そのうち9点が接合しました（写真1）。た
だ、写真左側部分は見つかりませんでした。刻みは、1
面はくっきりと9本刻まれ、もう1面では不明瞭に4本刻
まれます。鈍角なV字状の溝がほぼ等間隔に刻まれるの

［写真３

で、何かを表現したものと考えられます。
刻みが毛を表していると考えた場合、内反りの辺が背

調査状況］

この遺跡では、細石刃の使用が2万年以上前に遡るこ

中で、残っていない側は頭部であった可能性があります。

とが確実となり、世界的な話題になりました。また、琥

すると、首から肩にかけての毛が目立つウマやオオツノ

珀玉、赤色顔料、焼けたシカの骨、炉跡、礫群のほか、

シカ、バイソンなど絶滅した大型哺乳類を模していたと

恵庭岳降下軽石層直下での埋没林やポドゾル土壌・構造

も考えられるようになります。旧石器時代の石製品は、

土の検出など、旧石器時代の生活を復元しうる多彩な情

数が少なく貴重なものですが、さらに、動物を模したも

報が得られました。

のとすれば、旧石器時代の日本列島では唯一のものです。
［参考文献］
福井淳一2017「千歳市柏台1遺跡の諸問題」
『斬新考古』第5号

（第1調査部第2調査課主査

福井

＜Informations＞
【資

料

名】刻みのある石製品

【時代・時期】後期旧石器時代・不定形剥片石器群
【調 査 遺 跡】千歳市柏台1遺跡
【調査遺構名】ブロック（石器集中）9
【調 査 年 度】平成9・10年（1997・1998年）
【掲載報告書】千歳市柏台1遺跡

北埋調報138

【展 示 施 設】北海道立埋蔵文化財センター展示室
国立科学博物館（レプリカ）
［写真 2 出土状況］
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淳一）

○謎多き縄文時代の兆し
１左）。反対に左肩上がりは石器を横向きに保持し内に
押し引くようにした結果現れるのです（図１右）。
ところで、北海道ではギザ尖頭器の前段階に有舌尖頭
器という小型の槍先が使われていました（図２右）。有
舌尖頭器にも斜平行剥離が施されているものがあるので
すが、興味深いことに、北海道の有舌尖頭器の加工の向
きはギザ尖頭器とは反対に左肩上がり（図２右矢印）が
大半となっています。一方で本州の有舌尖頭器や大正３
遺跡の石鏃は右肩上がりが主体です。押圧剥離の方法は
石割りの基礎的な動作で、代々教え伝えられていく製作
手法と考えられます。これらのことから、ギザ尖頭器は、
［写真１

側縁鋸歯状小型尖頭器］

形だけを真似て作られたのではなく、石割りの動作（作

近年、帯広市大正３遺跡で縄文時代草創期の爪形文土

る人？）まで変わった可能性が高いのです。旧白滝５遺

器が発見され大きな話題となりました。実は石器でも縄

跡のギザ尖頭器を残した集団には本州の縄文文化と関わ

文時代草創期を考える上で重要な遺物が出土しているこ

りの深い人が含まれていたのかもしれません。

とをご存知でしょうか。

氷期が終わりに近づき環境が激しく変動し、旧石器時

【側縁鋸歯状小型尖頭器】側縁がギザギザに加工された

代が終わりを迎えつつある中、北海道に縄文文化がどの

５㎝程度の小型の槍先です（写真１、図２ 左）。平成

ように波及していったかを考える上で、示唆に富む事例

15・18・19年に調査した旧白滝５遺跡から62点出土し

と言えるでしょう。

ました。遺跡内では掻器や彫器、石刃、石核などと共に
大きく４か所の石器製作場から発見されています。ここ
では以下、側縁鋸歯状小型尖頭器を「ギザ尖頭器」と呼
んでいくことにしましょう。

［参考文献］
小熊博史

洞窟』シリーズ遺跡を学ぶ037
長井謙治

ギザ尖頭器はこれまで道内では単発的な出土例しかな

2007 『縄文文化の起源をさぐる

小瀬ヶ沢・室谷

新泉社

2009 『石器づくりの考古学−実験考古学と縄文時

代のはじまり−』ものが語る歴史18 （株）同成社

かったため、その分布範囲や年代的な位置づけに関して
謎でした。白滝で大量に出土したギザ尖頭器をもとに調
べてみると、本州の縄文時代草創期前半（主に隆起線文
土器期）の石器と形態的・技術的に類似し、同じ文化が
北海道まで広がったものだと判明しました。
ギザ尖頭器のもう一つの特徴として、押圧剥離による
斜方向に並ぶ右肩上がりの加工（斜平行剥離：図２左矢
印）が多くみられます。実はこの斜め方向を観察する
と、石器を割る時の力の入れ方（向き）を判別すること
ができます。人の身体的な特性から右利きの場合、石器
を縦向きに保持して外に押し出すように加圧するとギザ

［図２

尖頭器のような右肩上がりの斜平行剥離となります（図

（第２調査部第２調査課主査

旧白滝５遺跡出土の槍先］

直江

康雄）

＜Informations＞
【資

料

名】側縁鋸歯状小型尖頭器

【時代・時期】旧石器時代終末期・縄文時代草創期
【調 査 遺 跡】旧白滝5遺跡
【調 査 区 名】B区・C区・D1区・D2区
【調 査 年 度】平成15・18・19年（2003・2006・2007年）
【掲載報告書】白滝遺跡群Ⅸ
白滝遺跡群ⅩⅢ
※加工は裏側に現れます。

［図１

北埋調報261
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【収 蔵 施 設】遠軽町埋蔵文化財センター

押圧剥離による石器の作り方の例］
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縄文時代

○貝殻で文様がつけられた底の尖った土器

―函館空港遺跡群―

【施文具】縄文時代に作られた土器の表面には様々な文

→国療裏Ⅰ式→空港第6地点→中野A式→鳴川式→住吉

様が付いています。それらは、製作時期や地域等によっ

町（中野B）式→根崎式へと変遷すると考えられました

ても異なります。その文様をつけるものを施文具といい

（冨永2004）。しかし、早期の土器群は層位的な出土事

ます。

例が少なく、これまでも津軽海峡を挟んだ考古学者の間

縄文時代の早期（約1万年から6千年前の4千年間）に
は施文具に貝殻を選ぶことが流行しました。
貝殻文様は、二枚貝や巻貝の貝殻の縁や殻表を利用し

で、各編年観が熱く議論されました。
また、道埋文センターの基本編年を考案したOBの大
沼忠春は、根崎式の位置に分離した石倉貝塚を据え置き、

て、土器の表面に貝を押し付けて美しく文様を描いたも

中野A式より前に標識の根崎式が位置する変遷案を提唱

のです。

しています（大沼2017）。

【尖底土器】縄文土器研究の第一人者である山内清男は、
函館市住吉町遺跡出土の貝殻文が施された底の尖った土
器をみて、「住吉式（のちに住吉町式）」を設定しました
（写真1）。
函館市住吉町遺跡から採
取された土器。口縁部が欠
損し（推定線を加筆した）、
胴部から底部の乳房状突起
までが残る。中央に菱形の
文様がみられる。

［表 1：縄文式土器の大別と細別（山内 1937）より抜粋加筆］

更に、『青森県史 考古1』では、北海道の各型式に相
［写真 1

山内の型式設定の標識資料（山内 1939）］

当する、北東北の型式の新旧関係が逆転する変遷案が提
示され（長尾2017）、北海道と本州北部との早期の土器

【調査】山内の提示した土器は、胴部に文様帯から垂下

変遷の擦り合わせが、今後も課題となっています。

する菱形をあしらった文様を特徴とする土器であり、当

このように、北の早期土器編年研究は、未だ発展途上

センターが調査した函館空港遺跡群のうち、中野A遺跡

の段階です。貴方も是非、考古学の世界に足を踏み入れ

から出土した中野A式に相当するものと考えられます。

て、貝殻沈線文土器の変遷の“謎解き”に挑戦してみま
せんか。

中 野 A 遺 跡 の H-4 か ら
出土したほぼ完形（完全な
形が残る）の土器。口縁部
直下の胴部中央付近に、上
の土器と同様の菱形文様が
みられる（北埋調報 79）。

［参考文献］
大沼忠春2017『南北海道考古学情報交換会発表資料集』
長尾正義2017『青森県史資料編

考古1』「早期中葉」

冨永勝也2004「縄文文化早期」『北海道考古学第40輯』
山内清男1939『新刷

日本遠古之文化』

山内清男1937「縄文土器型式の大別と細別」附表

（第1調査部第2調査課主査
［写真 2

勝也）

函館空港遺跡群中野 A 遺跡出土の中野 A 式土器］

当時の文章から山内の考えを推察すると、渡島半島部
の貝殻沈線文尖底土器全体を捉える様式として、住吉式
を設定したと解釈することができます（表1）。
【土器編年】当センターでは、平成3年から8年にかけて
中野A遺跡と中野B遺跡を調査し、出土した炭化材を用
いた放射性炭素年代測定が多数実施されており、前者が
古く後者が新しい傾向にあると認識されました。そこか
ら、七飯町の石本省三や横山英介による新たな発見が積
み重ねられ、器形や文様で型式細分され、ノダップ1式
8

冨永

＜Informations＞
【資

料

名】貝殻沈線文尖底土器

【時代・時期】縄文時代早期
【調 査 遺 跡】函館空港遺跡群‐中野A遺跡・中野B遺跡
【調査遺構名】H ‐ 4（竪穴住居跡）
【調 査 年 度】平成 4 年（1992 年）
【掲載報告書】函館市中野A遺跡
【展 示 施 設】市立函館博物館
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○７,800年前の土坑墓

―根室市温根沼３遺跡出土の副葬品―

［写真３

ＶＰ - １出土の副葬品 左 横から 右 底部］

【層位と年代】土坑墓（VP-1）は、縄文時代早期の包含
［写真 1

温根沼３遺跡全景］

層で確認しました。規模は長径が1.26ｍ、検出面から
の深さが0.33mで、北西から南東方向を長軸にしていま

【調査】遺跡は、根室市の市街地から南西に約９km、温

す。早期包含層の上位には摩周降下火山灰（Ma-ｆ～ J）

根沼地区の標高約16 ～ 23mの海岸段丘部に立地してい

が約30cm堆積しています。この火山灰は摩周カルデラ

ます。
「温根沼」は周囲約15kmの汽水湖で、アイヌ語

形成期における一連の噴出物で、噴出年代は約7,600年

の「onne-to：大きい・沼」に由来しています。調査は

前とされています。VP-1から採取した試料の放射性炭

ほにおい

温根沼から穂香地区を結ぶ道路建設工事に先立ち、平成

素年代測定結果は、約7,800年前という測定値を得てお

28年に実施しました。

り、火山灰との関係も矛盾のないものです。出土した土

【遺構・出土品】「土坑」とは、土に掘られた穴の総称で

器は、胴部から上が失われています。体部には成形時に

用途が不明な穴についても用います。このうち、人を埋

ついた指頭圧痕が残り、わずかに撚糸文が見られます。

葬するために地面に穴を掘った埋葬遺構を「土坑墓」と

この土器は、「意図的に一部を壊し来世のために被葬者

呼びます。その土坑が「墓」であるかの判断は、遺体層

に持たせたもの」と考えています。また、時代や地域、

あるいはその一部が残っている場合は明らかです。しか

死亡原因等によっては遺体を埋葬する際に長軸方向や埋

し、長い年月が経過し、酸性土壌の影響等により、遺体

葬頭位等に変化が生じる事が指摘されています。VP-1

が消失してしまった場合や、赤色顔料（酸化第二鉄）が

は、遺体層が確認できていないために埋葬頭位や埋葬姿

散布されていないもの、葬送形態によっては遺骸の痕跡

勢、単独葬か合葬かなどは不明です。根室半島における

が見つかりにくいものなど、その判断は容易ではありま

縄文時代早期の調査例には、同様の土坑もありましたが、

せん。今回紹介する遺構（VP-1）は、遺体の痕跡や赤

用途は明らかではありません。VP-1は、真北に対して

色顔料の散布等も認められませんが、土坑の大きさや形、

長軸が約67度西に傾いています。この方向軸は何を暗

墓特有の埋土の堆積状況からみて、「土坑墓」であると

示しているのか。日の没む方角やあの世の方向といった、

判断しました。また、坑底の西北隅からは、口側を上に

方位観や生死観と関連があるのかもしれません。

向けた状態の土器が１点出土しました。この土器は「墓」
を埋め戻す際にたまたま混入したものなどではなく、被
葬者とともに埋葬に関わって納められた「副葬品」であ
ると考えられます。

［参考文献］
岩崎卓也・前田

潮1980「北海道東部地区における考古学的

調査」筑波大学先史学・考古学研究調査報告Ⅰ
藤本英夫1971『北の墓』

（第2調査部第2調査課長

笠原

興）

＜Informations＞
【資

料

名】ＶＰ−１出土の副葬品

【時代・時期】縄文時代早期後半
【調 査 遺 跡】根室市温根沼３遺跡
【調査遺構名】ＶＰ−１（土坑墓）
【調 査 年 度】平成 28 年（2016 年）
【掲載報告書】根室市温根沼３遺跡

北埋調報342

【収 蔵 施 設】根室市教育委員会
［写真 2

ＶＰ−１土層断面（左） 土器出土状況（右）］
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縄文時代

○住居に残された石斧

―縄文時代早期・ロジン岩製石斧―

縄文時代早期の「ロジン

左）中野B遺跡・右）柏木川３遺跡

岩製石斧」を紹介します。
石斧は日常の道具で、早
期の遺跡では大体１本は出
土するような、それほど珍
しいものではありません。
それでもこの石斧には不
思議な魅力があって、見れ

に比較的近く、良い砥石に恵まれていたせいか、石を磨

ば見るほど縄文人にとって大切なものではないかと思わ

いてしか得られない独特で妖しい光沢を持っています。

せる、そんな遺物です。私は平成15年の柏木川13遺跡

石材産地の距離に関係なく、どちらの遺跡も住居の中

の調査で、初めてその石斧に触れることとなりました。

で製作した痕跡があります。壊れた石斧も擦切技法を駆

【ロジン岩とは】調査では縄文早期中葉アルトリ式に属

使し、火にかけてさらに小さな石斧に再加工を繰り返し

する住居が1軒だけ検出されました。その住居の壁際に、

ています。小型の石斧に穴をあけてアクセサリーのよう

まるで立てかけられたように石斧が出土しています。

にしたり、割れた剥片も磨いて刃をつけたりします。決

竪穴住居は直径約5.5mの円形で、深さ60㎝に掘り込
まれ、真ん中にほぼ正方形に配置された４本の柱があり

して石を無駄には扱わないのです。
【立てかけられた石斧の謎】このロジン岩のうち、鮮緑

ます。典型的な早期の住居です。石斧はその南西側の壁

色の部分は、色調がヒスイによく

に刃を上にして出土していました（写真右中）。

似ていることから「日高ヒスイ」

石斧の全長は13㎝、幅は5.5㎝。全面が磨きこまれて

と呼ばれています。よく知られ

いて、おそらく擦切って作られたであろう痕跡が側面の

る糸魚川産のヒスイは、このロ

凹凸として確認できます。そして何よりも印象深かった

ジン岩製石斧が使われなくなっ

のは、その石の鮮やかな模様でした。

た後、縄文時代前期後半ごろから、

新芽のような淡い緑を地にして、蜘蛛の巣状のアミ目
に縁取りされた白色の部分が入り込み、鮮やかな深緑の

出土状況

玉に加工され、日本全国に分布する縄文を象徴する遺物
となります。

斑点がちりばめられています。柏木川13遺跡の縄文早

ヒスイ色は今も昔も人の心をひきつける色であったよ

期人はその鮮やかな色の石をとことん磨きこんで石斧に

うです。奈良時代の万葉集に詠まれる、永遠の生命力を

しているのです。

象徴する「渟名川の底なる玉」とは、ヒスイを指す可能

この石が何か知るために、蛍光X線により分析してみ

性があることを、多くの学者が指摘しています。

ましたが、変成岩であるため明快な答えは得られません

壁に立てかけた理由は想像するしかありません。

でした。諦めきれなかったので、本を読んだり、詳しい

柏木川13遺跡の縄文人は、このロジン岩でできた石

人に聞いたりいろいろと調べていました。
何人かに訪ね歩いて、この人ならわかるかもしれない
と名前の挙がった人がいました。これは尋ねるしかあり

斧に自然の生命力を感じて、おまじないで種を植えるよ
うに、壁際にそっと立てて置いたのではないかと考えて
みましたが、みなさんはどう思いますか。
（第2調査部第3調査課主査

ません。
その方は実体顕微鏡でしばらく眺めた後、肉眼では限

立田

背景写真：ロジン岩の表面

界があるとしながら「この石は橄欖岩が蛇紋岩に代わる
過程でカルシウムを受け取ってできた交代変成岩のロジ
ン岩だろう。鮮緑色の部分は、クロム透輝石の可能性が
あり、そうだとすると、日高ヒスイを含むものとなる」
と教えてくれたのです。
このようなロジン岩を用いた石斧は、縄文時代早期中
葉、貝殻文土器によく伴います。代表例は、函館市中野
B遺跡です。石の産地とされる日高地域からは300㎞以
上の距離がありますが、並べてみても区別できないくら
いよく似た石材を用いています（写真右上）。新ひだか
町駒場7遺跡も多く出土する遺跡の一つです。石材産地
10

理）

＜Informations＞
【資

料

名】ロジン岩製石斧

【時代・時期】縄文時代早期中葉
【調 査 遺 跡】恵庭市柏木川13遺跡
【調査遺構名】H ５（竪穴住居跡）
【調 査 年 度】平成15年（2003年）
【掲載報告書】恵庭市柏木川13遺跡
【収 蔵 施 設】恵庭市教育委員会

北埋調報203

○子どもの足形の付いた遺物について

―約6千年まえの足形付土製品―
【お墓】足形付土製品が見つかるお墓の大きさは、5ｍ
を越える大形から1ｍに満たない小形のものまで様々で
す。一つの大きなお墓から複数個の足形付土製品が見つ
かるものや、土製品と一緒に小形の土器や珍しい形の石
器なども一緒に副葬されたものなどもあります。また、
この足形付土製品が副葬されたお墓の周りに、複数のお
墓が集まって作られている場合もあります。
これらのお墓は、特別な副葬品が多いこと、お墓が大
型のものもあることから、集団のリーダー的な人や英雄
的な人といった特別な人が埋葬されたと考えられます。

［写真１

美沢川流域の遺跡群で見つかった足形付土製品］

子どもの足跡が付いた「足形付土製品（あしがたつき

周囲のお墓は、血縁など関わりの深い人たちが葬られた
かもしれません。
【まとめ】足形付土製品は、実際の縄文人の子どもの足

どせいひん）」と呼ばれる特殊な土製品が北海道の縄文

跡がついていること、ほぼ6千年前のものであること、

遺跡のお墓から見つかっています。

包含層にはなくお墓の副葬に限定されることなどから、

この土製品は今から約6千年前の縄文時代のもので、
子どもの足の裏を、ハンバーグのような形の粘土の上に

お墓に副葬するために作られた特殊な遺物であったと考
えられます。

写し取り、土器のように焼き上げています。現在、新千

足形を付けたのは類感呪術の一つと考えられ、足の裏

歳空港の作られた美沢川流域の遺跡群で約8点、函館市

と同時にその子どもの性質（生命力）を土製品に写し取っ

で22点、江別市で1点、合計で6か所の遺跡から31点が

たと考えたのではないでしょうか。その土製品をお墓に

見つかっています。全てが北海道内の遺跡であることか

副葬したのは、写し取った子どもの生命力によって、亡

ら、足形付土製品は北海道を中心とした特殊な縄文文化

くなった人の再生を望んだものかも知れません。
いずれにしろ足形付土製品は、縄文時代の子どもに関

の遺物と考えられます。
【子どもの年齢】大きな特徴である足形から推定された

わる文化や習慣を知る上で貴重な遺物と言えます。

年齢は、生まれたばかりの0歳児から10歳以上と考えら
れるものまでと幅がありますがほぼ子どもに限定されま
す。この中で多いのは0 ～ 3歳ぐらいです。
【足形の種類】片足と両足の各タイプがあり、片足のも
のは左足の場合が多く、比較的大形の土製品はこの左足
のタイプで占められています。
【その他の特徴】土器のように表面に縄文が施されたも
のもあります。また、1 ～ 2か所の穴があけられており、
紐などを通して吊り下げていたとも考えられます。また、
中には脆く壊れやすい状態のものも少なくありません。

［図１

美々7遺跡 P-37 の足形付土製品と土器・石器ほか］

（第1調査部第3調査課長

皆川

洋一）

＜Informations＞
【資

料

名】 足形付土製品

【時代・時期】 縄文時代早期後葉（約六千年前）
【調 査 遺 跡】 千歳市美々 7遺跡ほか
【調査遺構名】 お墓（P-37）ほか
【調 査 年 度】 平成3年（1991年）ほか
【掲載報告書】 千歳市美々７遺跡

北埋調報77ほか

【展 示 施 設】 北海道立埋蔵文化財センター展示室
［写真２ 千歳市美々7遺跡

足形付土製品出土のお墓
（P-37）
］

11

縄文時代

○低湿地に埋もれていた大型竪穴

−千歳市キウス４遺跡Ａ地区と縄文前期大型竪穴−
旧長都沼の周縁部は、厚く堆積した泥炭土が元の地形
の高低差をなくし、一見しただけでは遺跡の存在が予想
しにくい条件となっています。キウス４遺跡Ａ地区のよ
うに、低湿地に埋もれた遺跡の存在は、縄文時代前期前
半の遺跡、加えて他の時代・時期の遺跡が，旧長都沼の
周縁部に埋もれている可能性を物語っています。

［写真 1

ALH ‐ ３（奥）・４（手前）］

【縄文前期の大型竪穴】北海道横断自動車道（道東自動
車道）千歳東インターチェンジの建設に伴い、平成９
（1997）年に行われた千歳市キウス４遺跡（A 地区）の
発掘調査で、建物跡と考えられる大型の竪穴が２軒（ALH
‐ ３・４）見つかりました。

［写真 2

A 地区の土層断面］

䝌䝛䜻䝎䜨䠄

どちらも平面は四隅が丸い長方形で、規模は長径約７
ｍ、短径３～４ｍ、深さ約 70㎝、床面積 15㎡前後を測

㐠ኳᅥ
㏻⤙㐠
㊨

ります。また、壁面上部に段状の張り出し部分があるこ
と、竪穴の周囲に掘り上げ土がめぐることに加え、炉跡
や床面の柱穴が検出されなかったことが特徴です。構築
時期は、周辺の出土遺物や竪穴の形態から、縄文時代前

䜱䜪䜽࿔ላ⩄

期前半と考えられます。ただし、竪穴の長軸方向が異な

㐠᮶⮤ິ㌬㐠

ることから、２軒の構築時期に多少の差があるかもしれ
ません。なお、ALH ‐ ４の覆土下部で採取された炭化

䜱䜪䜽䠆㻤
䜱䜪䜽䠇㻥

༐ṋ᮶㻬㻦

材の放射性炭素年代は、約 5,800 年前です。
䜱䜪䜽㻳㻤

周辺ではキウス５遺跡（Ｂ地区）、トプシナイ２遺跡
などで、同じ時期とみられる隅丸方形・長方形の竪穴が
調査されていますが、これらは小型のものが多く、ALH
‐ ３・４のように大型のものは見つかっていません。
【遺跡の立地】キウス４遺跡は馬追丘陵の西側縁辺部に

ኬᮇᖀᅗ㝛ᆀῼ㔖㒂
䛴㻘ฦ䛴㻔ᆀᙟᅒ䚺䚻
䟺ኬḿ㻜ᖳⓆ⾔䟻䛱ຊ➱

［図１

の付近は旧長都沼の東側周縁部にもあたり、かつては広

【遺

畑に姿を変えていきました。Ａ地区は縄文時代前期前半

【時代・時期】縄文時代前期前半

第に低湿地の中に埋もれていったようで、同地区の土層
断面には、低湿地に特徴的な泥炭土が１ｍ前後堆積して
いました。

12

山中

文雄）

＜Informations＞

大な低湿地でしたが、治水・干拓事業によって、水田や
には人間活動の舞台となりましたが、遺跡の廃絶後は次

㻔㻮㼐

キウス４遺跡周辺の地形と関連遺跡の位置］

（第１調査部第３調査課主査

立地します。遺跡の最も西側が A 地区で、ALH ‐ ３・
４は標高約６ｍの台地状の地形に構築されています。こ

㻓

構

名】大型竪穴建物跡

【調 査 遺 跡】千歳市キウス４遺跡（Ａ地区）
【調査遺構名】ALH ‐ ３・４
【調 査 年 度】平成９年（1997 年）
【掲載報告書】千歳市キウス４遺跡（３） 北埋調報 134
【現

況】千歳東インターチェンジ

○両面調整石器と接合資料

−木古内町大平遺跡の石器製作−

［写真１

FC-50 の接合資料（左）と両面調整石器（右）］

【両面調整石器と接合資料】写真１左は剥片集中（FC-50）

坑64基・焼土93か所・盛土遺構などが検出されました。

出土の両面調整石器（写真１右）や剥片など274点が接

遺物は、土器約120万点、石器等約57万点が出土しま

合したものです。長さ30.0㎝・幅20.9㎝・厚さ6.7㎝・

した。時期は縄文時代前期後半が主体で、中期前半、後

重さ1,937.5ｇの扁平な頁岩原石に復元することができ

期前葉、晩期後葉、擦文文化期などになります。

ました。接合する順番を見ていくと、写真１右の両面調

【剥片集中（FC）】盛土遺構から121か所確認されまし

整石器（長さ23.7㎝・幅6.6㎝・厚さ2.3㎝・重さ338.5

た。１か所から１万点以上が出土しているところもあり

ｇ）を作り出すために扁平な頁岩原石を打ち欠いていく

ます。同一母岩とみられる剥片石器・石核・剥片が含ま

様子を伺うことができます。両面調整石器は残念ながら

れることから接合作業を試みたところ、35点の接合資

途中で半ばから折れてしまい、最後には剥片と一緒に置

料（写真２）を得ることができました。なかには417点

かれていました。剥片が接合しなかった部分も含めてお

が接合し、重さが2,875ｇになるものもありました。

そらく500回を超える剥離作業がおこなわれたと推測さ

【接合資料からみえること】接合された資料をみていく

れます。その手間を考えると、作り手の縄文人の無念さ

と、縄文人がどんな原石を使っていたか、その原石から

が想像できます。

どのような順番で打ち欠いて目的の石器を作り出そうと

【出土した遺跡】大平遺跡は、北海道新幹線の建設工事
に伴って平成21 ～ 23年の３年間にわたって調査が行

していたかを知ることができます。
遺跡の近隣には良質な頁岩の原産地があることから、

われました。遺跡は大平川と孫七川に挟まれた標高８～

原石を加工して多くの石器を製作していたようです。接

12ｍの海岸段丘上に立地しており、遺跡の指定範囲で

合資料の中には両面調整石器とみられる紡錘形の空洞の

ある約40,000㎡のうち4,786㎡が調査されました。現

あるものがあります。剥片集中では大型の剥片が使われ

在は調査範囲の上を北海道新幹線が走っています。

ずに残されていることから、両面調整石器などを製作す

遺構は、竪穴住居跡53軒・土坑52基・フラスコ状土

ることが目的だったと考えられます。剥片と一緒に置か
れていた両面調整石器は失敗作だったのでしょう。大平
遺跡では813点の両面調整石器が出土しました。遺跡内
で使用するもののほかに、他の場所へ持っていかれたも
のもあるかもしれません。
（第１調査部第２調査課主査

酒井

秀治）

＜Informations＞
【資

料

名】両面調整石器・接合資料

【時代・時期】縄文時代前期後半
【調 査 遺 跡】木古内町大平遺跡
【調査遺構名】FC-50（剥片集中）
【調 査 年 度】平成 21 ～ 23 年（2009 ～ 2011 年）
【掲載報告書】木古内町大平遺跡（３）北埋調報 328
【収 蔵 施 設】木古内町教育委員会
［写真２

大平遺跡の接合資料］
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縄文時代

〇型やぶりな岩偶

―福島町館崎遺跡

日本最大の石製ヒトガタ―
【岩偶らしさ】大きさや形は型やぶりな一方、体の表現
は岩偶表現の決まりに沿っています。岩偶に不可欠な要
素である腕は、体の最も幅広い部分に、横長三角形の線
刻で、決まりどおりに描かれています。体の縦じま模様
も多くみられる表現です。そして、背中にはくぼみがあ

−

ります（写真の中央やや上、少し凹凸している部分）。
岩偶には貫通しない穴がしばしばみられ、それが片面の
みの場合は、背中側にあることがわかっています（稲野
2012）。館崎例は穴ではありませんが、これと同様の表

[ 写真１

館崎遺跡出土

岩偶（左：腹側、右：背中側）]

現と考えられます。

【岩偶とは】石を素材として「ヒトガタ」に作ったものを、

【なぜ型やぶり？】その大きさから、特異に見える館崎

岩偶と呼んでいます。道南の福島町館崎遺跡からは、型

遺跡の岩偶ですが、決まり事も守って作られていること

やぶりに大きな岩偶が出土しています（写真１）。北海

から、岩偶としての役割を担っていたと考えられます。

道渡島半島から東北地方北部で、縄文時代前期の円筒土

ではなぜ、型やぶりなのでしょう。独自性を表現したかっ

器に伴って出土するタイプのものです（図１）。一般的

たのか、あるいは特別な役割があったのか。素材を最大

には、正面から見た形が菱形で、腕を浮き彫りや線刻で

限に生かして作った結果なのかもしれません。館崎縄文

表現し、顔や足は省略されています。素材には、色が白っ

人の気持ち、想像してみませんか？

ぽく、軟らかくて加工しやすい凝灰岩や泥岩などが用い
［参考文献］

られています。

稲野裕介 1997「円筒土器に伴う岩偶（2）」『土偶研究の地平』

【どこが型やぶり？】館崎遺跡の岩偶は頭部が欠けてい
る状態で 37㎝、推定全長は約 39㎝です。館崎例出土
以前の最大のものは、青森県大平遺跡例で、現存 25㎝、

「土偶とその情報」研究論集 1
稲野裕介 2012「岩偶―東北地方縄文時代前期の岩偶の表裏に
ついて―」『季刊考古学』第 119 号

（第 1 調査部普及活用課主査

推定約 27㎝でした。館崎例はこれを大きく上回り、ま
さに型やぶりな大きさです。館崎例にはほかにも一般的
な岩偶と異なる点が目につきます。多くの岩偶は正面か

【資

がやや厚手で、ふっくらとした印象です。対して館崎例

【時代・時期】縄文時代前期末葉

は、正面から見た形が五角形で、下へすぼまりつつも、

【調 査 遺 跡】福島町館崎遺跡

体的にややゴツゴツした印象です。並べてみると、ずい
ぶん雰囲気が違います。

料

名】岩偶

【調査遺構名】TH-54覆土中層
【調 査 年 度】平成21年から平成23年
（2009～2011年）
【掲載報告書】福島町館崎遺跡

島

津

軽

20cm

10cm

館崎
［図１
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【展 示 施 設】福島町吉岡総合センター

渡

由佳）

＜Informations＞

ら見た形は菱形で下端が尖りぎみ、縁は丸みがあり、体

下端は平らです。縁は角ばりぎみで、体は薄く扁平、全

柳瀬

岩偶の背比べ （稲野 1997 図４の一部に館崎例を追加）］

○円筒土器上層式における顔を表現した土器について

［写真

顔を表現した土器］

津軽海峡に面した福島町館崎遺跡から出土した約 90

さて、土器に顔を表現しているというと、
「模様の一部

万点に及ぶ土器を整理している中で、顔を表現したとみ

ではないか」
「錯覚に過ぎないのでは」といった慎重な意

られる突起片がいくつか見つかりました。それは縄文時

見もあります。それはなぜかと言いますと、人の形をし

代中期前半の円筒土器上層式という型式の土器です。

たものではなく、土器に付帯したものだからでしょう。

館崎遺跡がたくさんの遺構遺物がみつかった特殊な遺

しかし、たとえば車や電車のフロント部分に人の顔を

跡だからこそ、特別な土器も出土するのだろうと最初は

思い浮かべた経験は誰しもあろうかと思います。車にせ

思っていたのですが、類例を調べてみたところ、同じよ

よ電車にせよ土偶のような「ヒトガタ」ではありません

うに顔を表現したとみられる土器は他の遺跡でもいくつ

けれど、人が顔を思い浮かべることはあります。

も見つかりました。もっとも多いのは渡島半島の津軽海

それは、『顔』が危険などを知らせる重要な社会記号

峡沿岸部ですが、道南から道央にかけて、北海道におい

であり、他の事物の認識とは異なって、本能的にパーツ

て円筒土器上層式が出土している範囲に広く分布してい

のまとまりで認識するようになっているからです。極端

る様子が窺われました。

な話、丸三つを逆三角に配置したものを見ても顔を思い

土器に貼りつけた粘土ひもの区画で目と口を表現した

浮かべる人は一定数いるでしょう。このことを心理学の

ものが大半ですが、他に縄を渦状に押しつけて目を表現

用語でシミュラクラ現象といいます。ですから現代の私

しているものもありました。いずれも土器の突起部分に

たちが見て『顔らしく』認識されるものは、数千年前の

表現するという共通性があり、突起を頭部と見立ててい

縄文人も『顔らしく』認識していた可能性があると考え

た可能性があります。

られます。

円筒土器上層式は、以前の土器に比べ土器の強度・耐

したがって、『顔らしい文様』の土器は、『顔』として

久性が増していて、粘土ひもでの装飾を行なうことが大

表現された可能性があるということはいえるでしょう。

きな特徴ですが、粘土ひもの貼りつけという表現幅のひ

管見では今のところ道内で 70 ～ 80 例ほどが確認され

ろがりが、顔づくりが行われるようになった背景として

ています。
（第 2 調査部第 2 調査課主査

考えられます。また、縄文時代中期前半には今の長野県

影浦

覚）

や山梨県で顔を表現した土器がたくさん作られています
ので、あるいはそういう遠方の流行が北海道にまで伝
わった可能性も考えられます。館崎遺跡では出土した黒

＜Informations＞

曜石製の矢じり１点が長野県産のものであることも分析

【資

で明らかになっていました。1 点の矢じりを根拠に中部

【時代・時期】縄文時代中期

地方と直接的な交流があったと語ることはできません
が、ブームの情報が間接的に伝わるくらいのことはあっ
たのではと思っています。

料

名】円筒土器上層式土器

【調 査 遺 跡】福島町館崎遺跡
【調 査 年 度】平成21・22・23年（2009 ～ 2011年）
【掲載報告書】福島町館崎遺跡

北埋調報333
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○記憶に残る1枚
構図と露出で、然るべきところにピントが合っており、
ブレやボケもなく、不自然でないものと考えます。私は
調査風景の写真を撮る時に、作業員さんの動きを止めて
ポーズをとってもらったりはしません。撮影されている
ことを意識させず、自然な作業風景を撮ることにしてい
ます。動きを止めることや、撮影されていることを意識
することによる緊張は、筋肉をこわばらせ、不自然なた
たずまいになりがちです。不自然さは見ている人に、緊
張感や違和感を与え、見てもらえない写真になってしま
うのです。そう言った意味でも、TK-73 の調査風景写
真は会心の出来で、テエタ 25 号の表紙に使用したこと
もあり、私の記憶に残る一枚となりました。

［写真 1 TK-73 調査状況］

【調査風景写真】遺跡の発掘調査では、遺構や遺物の記
録写真だけではなく、調査の進捗状況を記録するために
調査風景の撮影も行います。その撮影は、遺跡全体の調

［写真 2 大雨後現場の様子。遺構は守りきりました。］

査状況だけでなく、遺構の調査や遺物の検出作業など
様々です。調査風景の写真は人物を共に写し込むため、

【記憶に残るもう一つの物語】TK-73 に隣接する住居の

遺跡の広さや遺構の規模、遺物の大きさなどの比較がで

撮影を控えた 2010 年 7 月 10 日の早朝 4 時、同じ宿

きるため、記録保存を目的とした写真とはまた異なる情

に泊まっていた福井調査員にたたき起こされました。予

報を含む資料写真としての価値があると言えます。

報にはなかった大雨です。前日までに清掃作業を終わら
せ、当日は撮影するだけの状態、人骨を検出していた

【TK-73 調査風景】写真は、福島町館崎遺跡検出の土坑

TK-73 はすぐに撮影できるようにと、コンパネを乗せ

墓（TK-73）です。人骨と遺物の検出状況の写真を撮る

ただけの簡易な養生の状態でした。人骨を守る為に飛び

為の清掃作業の様子を撮影したものです。清掃も最終段

起きて現場に向かい、ずぶ濡れになりながらシートを掛

階にはいり、作業員さんも作業する事に集中しています。

けたのでした。そんな想い出もある TK-73 は、記憶に

遺構と作業員さんとの位置関係にシャッターチャンスを

残る遺構でもあるのです。

感じた私は、そっと脚立を据え、4 × 5 フィールドカ

（第 1 調査部第 2 調査課主査

吉田

裕吏洋）

メラを設置し、はやる気持ちを抑えながら、構図とピン
トを合わせ、撮影している事に気付かれない様にシャッ
ターを切り、モノクロとカラーポジフィルム各 2 枚、
計 4 カットの撮影を終わらせたのでした。
【記憶に残る記録写真】記録保存とは記録するだけでは
なく、その記録を広く公開し多くの人の記憶に残してこ
そ真の記録保存になると考えます。記録写真も同様に、
多くの人の目に触れ、記憶に残ってこそ真の役割を果た
すものと考えています。そのためには見てもらえる写真
でなければなりません。見てもらえる写真とは、適切な
16

＜Informations＞
【資

料

名】遺構撮影4×5ポジフィルム

【時代・時期】縄文時代前期末葉
【調 査 遺 跡】福島町館崎遺跡
【調査遺構名】TP-73
【調 査 年 度】平成21・22・23年（2009 ～ 2011年）
【掲載報告書】福島町館崎遺跡
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○石棒

ー音威子府村咲来２遺跡出土の呪術具ー

［写真２

花巻市先屋遺跡、鎌倉時代のお墓］

岩手県花巻市にある鎌倉時代のお墓で、このタイプの
石棒を利用した例があります。端部の凹部がローソクを
据えるのに丁度良かったようで、折れた石棒のそれぞれ
の端を上向けにし、一対の燭台としています。また岐阜
県旧宮川村金精神社遺跡は、石棒のタイプは違いますが、
近所の柱状節理を素材にして石棒を作る工房でした。縄
文時代の石棒が、脇にある現代のお社に祀られています。
縄文後期人が中期石棒を拾って来ることもあり得ます。
［写真 1

咲来２遺跡出土石棒］

【咲来 2 遺跡】この遺跡は音威子府村にあります。天塩
川の水害を防ぐ対策工事に際して調査となりました。音

【石棒】縄文時代の祈りの道具と言われている石棒です。

威子府村は旭川市と稚内市のほぼ中央にあります。今ま

日本中で出土し、棒という形状が男性をかたどったとさ

での例から比べると随分と北からの出土です。しかし前

れています。石棒にもいろいろなタイプがありますが、

段階の円筒土器は日本海側沿岸礼文島まで分布しますか

これは棒状で両端が叩き潰されてやや凹んでいるタイプ

ら、日本海沿岸から天塩川をさかのぼってきたものとす

です。両端の凹みは女性を表現している可能性がありま

ると、これまでの分布傾向や時期と同じと言えます。伴

す。抽象的表現ですので、このことは、単体でみてもわ

う土器は、同時期の二種類の土器です。ひとつは円筒土

かりません。しかし、両端のくぼみがもっと丁寧に作ら

器と大木式土器が融合後にさらに在地化した文様の土器

れている例が別の遺跡から出土しています。また同時期

です。道北の柏木川式相当・モコト式・智東 B 式など

に、石冠様石器という、男性と女性を組み合わせて表現

と呼ばれます。もう一種類は道東北で成立した北筒式土

した別種類の石製品があるのですが、これとこの石棒と

器様式のうちトコロ６類と呼ばれる型式です。

の折衷型石製品があります。さらに同時期の別タイプ、

［参考文献］

北陸の石棒は男性や女性がもっと具体的に表現されます。

酒井宗孝・井上雅孝 2005「伝説の五輪塔−花巻市先屋遺跡

秋田県男鹿市大畑台遺跡では日本海伝いにやってきた北

の初期五輪塔について」『岩手考古学』第 17 号

陸系石棒と今回取り上げた型の石棒が両者似たような出

岐阜県宮川村教育委員会 1995『国道 360 号線バイパス改修工

土状況を示します。今回の石棒は、青森県・秋田県・岩

事に伴う発掘調査概報』

手県の北東北地方と北海道は渡島半島を中心に石狩低地
帯（おおよそ札幌から苫小牧にかけて）まで見られます。
作られ始める時期は縄文時代中期中葉です。三内丸山遺

（第 1 調査部第２調査課主査

【資

東北地方や、北海道南部から道央部、北海道日本海沿岸

【時代・時期】縄文時代中期後半

は礼文島まで分布します。この円筒土器に、大木式土器

【調 査 遺 跡】音威子府村咲来２遺跡

地域に丁度合致します。この型の石棒が頻繁に作られた
のはそれ以降、縄文時代中期中葉から後葉にかけての可
能性が高いのですが、後期前半まで遺構に伴って出土し

統）

＜Informations＞

跡で有名になった、中期前半の円筒上層式土器は本州北

という東北地方発祥の渦巻き文様が影響を与えた時期と

大泰司

料

名】石棒

【調査遺構名】包含層

遺物のまとまり

【調 査 年 度】平成2年から平成3年（1990から1991年）
【掲載報告書】
音威子府村咲来２遺跡咲来3遺跡
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【収 蔵 施 設】音威子府教育委員会

ます。ただし、これは再利用している可能性もあります。
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縄文時代

○不思議な形の土器

ー千歳市キウス７遺跡の異形台付土器ー
【遺構・遺物】竪穴住居跡 44 軒、土坑 169 基、大型土
坑 5 基、Ｔピット 6 基、焼土 364 か所、集礫 2 か所、
埋甕 1 か所、
道跡 3 筋、
柱穴群 1 か所などを検出しました。
遺物は、土器・石器など約 16 万 6,000 点の遺物が出土
しました。縄文時代後期・晩期のものが主体でほかに縄
文時代早期・中期、続縄文時代のものがありました。
現在は、
「キウス・パーキングエリア」になっています。
【下部単孔土器】この土器の近くには写真 4 の真ん中の

［写真 1

Ｈ−５出土異形台付土器］

【異形台付土器】平成 7 年の調査では、火事で焼けた竪
穴住居跡がみつかりました。覆っている土の中に焼けた

土器も展示しています。この写真に写っている３つの土
器は「下部単孔土器」といい、平成 5 年のキウス 7 遺
跡の調査で見つかったものです。徳利のような形をして
おり、下のほうに孔がひとつあけられています。

土や炭化材が広がっていることから、火事で焼けて、そ
のまま廃棄されたものと考えられています。この住居跡
（Ｈ - ５）の床で変わった土器がみつかりました。
小さな窓が二つある台付きの底をもつ土器で、北海道
立埋蔵文化財センターの展示室で展示されています。
【調査】北海道横断自動車道の建設に伴う千歳市中央で
の発掘調査は、平成 5 年にキウス 7 遺跡とオサツトー
1 遺跡から始まりました。かつての沼のほとりからコム
カラ峠の西側にかけて、西からオサツトー 1 遺跡、キ
ウス 4 遺跡、キウス 5 遺跡、キウス 7 遺跡が連なって
いました。キウス 7 遺跡は、キウス川とその支流に挟

［写真 4

まれた舌状の丘陵にあります。調査範囲は東西 350 ｍ、
南北 180 ｍに及び、平成 5 ～ 10 年度 21,949㎡の調査
を行いました。

下部単孔土器］

【用途・分布域】これらの土器は、普段の生活で使う道
具ではなくて、呪術や儀礼のときに使われる道具である
といわれており、関東や東北地方に多く分布しています。
展示室では、異形台付土器には「ホッケマ式土器」、下
部単孔土器には「手稲式土器」という土器型式を表示し
ています。どちらも縄文時代後期中葉の土器型式ですが
「手稲式土器」のほうが少し古い型式になります。この
頃は関東地方から北海道の道央部まで同じような土器が
使われていました。どんな人たちが、どんなときに、ど
のようにして使っていたのでしょうか。いろいろと想像
しながら、展示室でごゆっくりご覧ください。

［写真 2

（第２調査部第 1 調査課長

コムカラ峠からキウス 7 遺跡遠望］

鎌田

＜Informations＞
【資

料

名】異形台付土器

【時代・時期】縄文時代後期中葉
【調 査 遺 跡】千歳市キウス７遺跡
【調査遺構名】H5（竪穴住居跡）
【調 査 年 度】平成7年（1995年）
【掲載報告書】千歳市キウス７遺跡（３）北埋調報105
【展 示 施 設】北海道立埋蔵文化財センター展示室
［写真３

18

異形台付土器出土の様子］

望）

○四足の土器
出入口付近から住居跡中央部にかけて炭化材が広がって
いました。これらの状況から、住居使用後に死者の弔い
や、家を意図的に焼く「家送り」といった、住民や住居
に関わる儀礼が行われていた可能性があると考えられま
す。四足の土器はこうした特別な時に用いるお供え用の
器として作られたのでしょう。
【類例と由来】 縄文時代後期で四つ足のある土器とし
て、千歳市キウス４遺跡や秋田県に形状が近似するもの
があります。ほかに宮城県～神奈川県にも例があります
［写真 1

四脚付方形浅鉢形土器］

が、上面観が楕円形のものや、小型円筒形の器に太い足
が付くものなど形状が大きく異なり、直接的な関係は見

【四つ足の土器】 縄文時代を通して、一般的な土器の形

出せません。

は「深鉢」や「鉢」ですが、縄文後期以降には変わった

「足付きの四角い器」で思いつくものに、「方鼎」と呼

形のものも多くみられるようになります。その一つに、

ばれる中国の青銅器があります。かつて縄文時代の大陸

鶴居村下幌呂１遺跡出土の土器があります。この土器は、

系文物の一つとして検討されました。しかし大型の調理

①上面観が長方形でしかも浅鉢形、
②棒状のやや長い脚が４か所ある、

器である点など、大きく異なります。
いっぽう同じころの道内では、土器以外で四足のもの

という点で珍しいものです。大きさは約 13 × 10cm、

があります。札幌市手稲遺跡では、「オロシガネ状土製

高さ約 6cm うち足の長さが約 2cm あります。口縁は４

品」という皿状の特殊な土製品に足がつくものがありま

辺それぞれの中央部をくぼませています。文様は、口縁

す。さらに同様の形の石製品が小樽市忍路土場遺跡など

および底との境に刻み列がめぐり、その間に羽状の縄文

各地にあります。また同遺跡では、四角い皿に足が付い

を施しています。足はやや傾斜し、平坦な場所に置くと

た木製品も出土しました。

やや不安定です。浅鉢本体もわずかに湾曲しており、土
器づくりの乾燥時に収縮したものと考えられます。
また土器の胎土には、釧路地域独特の赤黒い細かな丸

鶴居村下幌呂 1 遺跡の四脚付方形浅鉢形土器は、こ
のような石製品や木製品の影響を受け、さらに独自の工
夫を加えて作られたと考えられます。

みのある砂利が含まれています。土器の文様等は道央部
の型式が伝わってきたものとみられますが、製作は地元
の粘土を用いて行われていることが分かります。
【出土した遺跡】 この土器は、釧路湿原のほとりにある
鶴居村下幌呂１遺跡で出土しました。縄文時代後期の長
径約９ｍの大型楕円形の竪穴住居跡において、壁際付近
で横倒しの状態で見つかりました。この住居跡では、同
じく壁際付近から土器１個体と漆塗りの櫛が出土し、
［写真 3

小樽市忍路土場遺跡

木製四脚付皿］

（第 2 調査部第 2 調査課主査

阿部 明義）

＜Informations＞
【資

料

名】四脚付方形浅鉢形土器

【時代・時期】縄文時代後期中葉
【調 査 遺 跡】鶴居村下幌呂1遺跡
【調査遺構名】Ｈ−12（竪穴住居跡）
【調 査 年 度】平成21年（2009年）
【掲載報告書】鶴居村下幌呂1遺跡

北埋調報287

【展 示 施 設】鶴居村ふるさと情報館みなくる
［写真 2

土器が出土した竪穴住居跡］

19

縄文時代

○赤い土器の不思議

ー八雲町野田生１遺跡

赤彩注口土器ー
着する材料に漆も使われていることがわかりました。当
時の優れた工芸技術とともに縄文人の高い美意識をもう
かがい知ることができる、まさに縄文の「逸品」です。
【出土状況】実はこの土器、もともと完形のまま出土し
たわけではありません。竪穴住居の床面上で見つかった
のは本体部分で、頭の飾りと注口部は本体から離れて出
土しました。注口部は隣接する竪穴住居跡の覆土（竪穴
を埋めた土）中に埋まっていました。そして頭の飾りは
なんと 50m も離れた土の中で見つかったのです。

［写真 1

赤彩注口土器］

【犯人は縄文人？】土器が壊れて部品だけが移動したの
でしょうか。いや、犯人は縄文人かも知れません。

【土器の発見】道南の八雲町にある野田生１遺跡。約

出土状況から推測すると、土器の突起部分をポキポキ

３千年前、縄文時代後期の竪穴住居跡でこの土器は発見

と二つ折りとった犯人は、本体を住居床面に置き、折っ

されました。出土したときは土色にくすんで見えました

た注口部は隣の住居の中に落とします。このとき、隣の

が、写真撮影のために水をかけた瞬間、当時の姿を取り

住居は少し埋められていたようです。そして、少し離れ

戻したかのような鮮やかな赤が印象的でした。

た何もないところに頭飾り部分を置いたと思われます。

【赤彩土器】赤彩土器とは表面を丁寧に磨いたうえに赤
い顔料を塗ったもので、縄文時代のものは、土瓶のよう
な注口土器や巻貝形など特殊なかたちの土器に見られま
す。そのほとんどが破片の状態で見つかっています。野
田生１遺跡の土器は完形のまま残った赤彩土器としてき
わめて貴重なものと言えます。
【形と文様】形はダルマ形で、上半部は「ハサミ」の形
をした突起を頂点に、円い筒形の口縁部、アーチ形にし
た 4 本の突起など、装飾的なパーツが並びます。注口
部のある下半部にはコーヒー豆のような瘤の貼付けも巡
らされます。球体全面に描かれる弧線の波は「微隆線」
と呼ばれ、ミミズ腫れのように粘土紐を細く浮き出す高
度な技法が用いられています。
分析により、赤い彩色には水銀朱が施され、顔料を定

［写真 3

赤彩注口土器出土状況（AH-11 床面）］

犯人はなぜこのような行動に及んだのでしょうか。実
はこれまでにも、土器の一部を欠く、穴をあけるなどの
縄文人の行動が指摘されてきました。本体の隣に出土し
た鉢形土器にも打ち欠いたところが見られます。
貴重な土器をも壊してしまうという行動の背景にはど
んな思いがあるのでしょう。調査を通してこのような発
見を類例として積み重ねていくことで、いつか縄文人の
心の中にまで迫ることが出来るかもしれません。
（第 1 調査部第 3 調査課主査

J
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料

名】赤彩注口土器（高さ31.4、最大幅22cm）

【時代・時期】縄文時代後期
AH-11

北

【調 査 遺 跡】八雲町野田生１遺跡
【調査遺構名】竪穴住居跡（AH-11）

AH-10
10

20m

竪穴住居跡

【調 査 年 度】平成12年（2000年）
【掲載報告書】八雲町野田生1遺跡 北埋調報183
【収 蔵 施 設】八雲町郷土資料館（道指定有形文化財）

［写真 2・図 2
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野田生 1 遺跡と土器の出土位置］

浩）

＜Informations＞
【資

K72

藤井

○縄文の衣服を考える

−出土した縄文の布―

［写真 1 繊維製品（編布）］
せんい

［写真 3

あみぬの

【繊維製品（編布）】これは縄文時代の川の跡から見つかっ
あ

縞模様のある布片］

とも 40㎝四方くらいになります。大きめのハンカチく

た繊維製品です。植物の繊維の糸を使って編んだ縄文時

らいの大きさです。さらに、糸の跡だけが残っていた部

代の布の一部で、今から約 3,300 ～ 3,500 年前のもの

分を合わせると約 90 × 45㎝になり、ストールやスカー

です。布は所々がちぎれた状態で 1.25 × 0.6 ｍの広さ

フくらいの大きさになります。

から見つかり、元は一枚の大きな布地と考えられます。
やわ

だんりょく

たく

【編み方】布はそれら二種類の糸を巧みに使い分けて編

見つかったときはとても柔らかく弾力があり、草の繊維

んでいます。編み方は細い糸と太い糸をヨコ糸に、細い

で出来ているため、イガイガとした硬さはありましたが、

糸をタテ糸に使い、綟り編という技術で編んでいます。

まるでニットのような手触りでした。

綟り編は、ゴザや簾などを編むときの技術で、ヨコ糸を

もじ

あみ

すだれ

から

タテ糸で絡めながら編んでいきます。この布で使われて
かざ

いる編み方には少なくても 12 種類があり、飾り編みや
し

刺しゅうのようにみえる編み方もあります。
もよう

がら

【色・模様・柄】布の色は黒で、描かれたような模様は
ありません。ですが、布地には 12 種類の編み方を組み
しま

合わせることで、幅約 0.6 ～ 1.2㎝の縞模様を何本か作
り出しています。また縞模様にもいくつかの種類があり
む

ます。色が黒いのは蒸し焼きなどの加工が施されている
ためと考えられます。防虫や防寒のためかもしれません。
うるし

［写真２

繊維製品出土状況］
どうおう

え にわ

かしわぎ

【縄文の衣服】これまで縄文時代に見つかった布は、漆
のごみやかすを取り除くための布や土器の底に作るとき
しきもの

【調査】布がみつかった道央の恵庭市柏木川４遺跡の調

の敷物の跡が残ったものなどの作業用でした。ですが、

査は柏木川の河川改修のために行いました。場所は柏木

これはストール大の大きな一枚の布で、縞模様があり、

川通と道央自動車が交差する北東側です。繊維製品は貴

縄文時代の衣服の生地と考えて良い大きさと装飾です。

重で繊細な遺物のため、その調査と保存の処置には３年

縄文人が黒地に縞模様の衣服を着ていたとしたら、シッ

の時間がかかりました。

クでおしゃれな人たちだったのでしょう。

そうしょく

そざい

【布の素材とサイズ】布を編んでいる糸の素材は、マイ

（第２調査部第１調査課主査

佐藤

剛）

けんびきょう

クロスコープや電子顕 微鏡などで細かく観察したとこ
ろ、植物の繊維でした。北海道で自生している植物のな
かでは、エゾイラクサとツルウメモドキ、カラムシの繊
維の可能性が考えられます。それらの植物から取った繊
よ

たば

＜Informations＞
あみぬの

【資

布を編んでいます。糸の太さは二種類を使っていて、細

【時代・時期】縄文時代後期中葉から後葉

い糸は約 1.1 ～ 2.2㎜で、太い糸は約 2.8 ～ 3.5㎜です。
細い糸はタコ糸ぐらい、太い糸は太めの毛糸ぐらいの太
さでしょうか。布の厚みは約４～６㎜です。布の大きさ
は、編み方のわかる一枚の布切れとしては最大約 5.0 ×

料

せんい

維をねじり合わせたり（撚る）、束にしたものを糸にして、

名】繊維製品（編布）

【調 査 遺 跡】恵庭市柏木川4遺跡
【調査遺構名】旧河道Ⅰ
【調 査 年 度】平成16年から平成18年（2004 ～ 2006年）
【掲載報告書】恵庭市柏木川4遺跡
（4） 北埋調報第264集
【収 蔵 施 設】恵庭市郷土資料館

10.6㎝のものがあり、すべてを貼り合わせると少なく
21

縄文時代

○痕跡から読み解く

―竪穴住居跡の出入り口―
道南のこの時期の遺跡は海岸からほど近い段丘上の海
側へ下る緩斜面に住居があります。出入口は概ね海に面
して作られています。斜面の高いほうには壁がしっかり
と深く掘り込んでいるのですが、出入口のある低いほう
には壁が少ししか確認できません。函館市臼尻 C 遺跡
では、出入口の方向に住居を作るときに掘り上げた土を
置き、壁の高さを均等にしています。出入口の踏み段
として、玄関は掘り残す方法をとっています。2 条の溝
は、この掘り残し段の土留め板が設置されていたもの

［写真 1

竪穴住居跡］

で、青森県八戸市風張遺跡では板材の痕跡が検出されて

【竪穴住居跡】木古内町札苅７遺跡から検出された縄文

います。札苅 7 遺跡では杉の植林や牧草地の造成があり、

時代後期後葉の住居跡は楕円～円形で数軒、海側の壁の

地表面が削られ、掘り残しの段が壁の張り出しとなる、

真ん中が少し内側に張り出す形をしています。この形は

痕跡のみの検出でしたが、さきの方法で家が作られてい

出入口構造と言われおり、出入口を挟むように 2 条の

たと推測されます。

溝がある家もあります。長軸 6 ｍ×短軸 5 ｍ程で床面
の中央よりやや出入口側に地床炉があり、これを囲むよ
うに 4 本の柱跡があります。この時期の特徴の一つです。
【遺跡】いさりび鉄道札苅駅の北約 400 ｍ、低位の海岸
段丘と後背の丘陵地形との間、標高 18 ～ 35 ｍの海成
段丘上の緩斜面に立地します。調査では主に縄文時代後
期後葉の竪穴住居跡や土坑などの遺構、それに伴う遺物
と盛土遺構、縄文時代晩期の遺物集中を検出しています。

［写真４

竪穴住居跡からみつかった出入口の構造］

【いまから 3,200 年前】遺跡周辺の古植生は今と違う林。
海を臨む出入口から潮回りを見て、縄文の大人たちは浜
へ漁に出たのでしょう。子供は遊んだ後、浜風に煽られ
ながら家の中へ入っていったのでしょうか。
今から 3,200 年くらい前の、オーシャンビューの一
軒家。木古内町の海を思い出し、このような暮らしだっ
［写真２

札苅７遺跡遠景］

【遺物】この住居跡の床面から、大小の深鉢形土器、台

たのかしら、と想像したりします。
［参考文献］

付きの鉢、注口土器などが出土しました。道央の堂林式

函館市教育委員会・函館市文化財事業団

という土器型式に併行するものです。

尻 C 遺跡」
青森県八戸市教育委員会

2007 「函館市

2008 「風張（1）遺跡Ⅵ」

（第２調査部第 1 調査課主査

袖岡

淳子）

＜Informations＞
【資

料

名】竪穴住居跡

【時代・時期】縄文時代後期後葉
【調 査 遺 跡】木古内町
［写真３

竪穴住居跡から出土した堂林式土器］

【出入口と構造】縄文時代の竪穴住居の玄関。海側の壁
が少し内側に張り出しているのはどういうことだろう？
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札苅7遺跡

【調査遺構名】H-4（竪穴住居跡）
【調 査 年 度】平成25年から平成29年（2013 ～ 2017年）
【掲載報告書】未刊

臼

○何の形？
写真 1 の 1 ～４は平たい石材を二等辺三角形に加工
した上辺にそって 3 カ所の穿孔を施した垂飾です。1 は

［写真 2

1・2 垂飾

3 ヒト大臼歯］

3 はヒトの右下顎第 2 大臼歯の標本ですが、１と酷似す
［写真 1

1 ～ 4 垂飾

5 サメの歯

6 模式図］

る形状であるとみてとれます。2 は、1 ほぼ同形で、1
を簡略化したものにみえます。人歯に穿孔した垂飾は、

包含層から、2 ～ 4 は被葬者が身に着けていたものです。

弥生時代の例がありますが、縄文時代ではみつかってい

このような三角形の垂飾は異形垂飾とも言われます

ません。これが人歯模造品ならば、いずれそのような製

が、サメ歯模造品とみられることが多いようです。縄文

品もみつかるかもしれません。

時代には、サメ歯の歯根部に穿孔した製品が全国的に見

写真 3 は低地の包含層から出土した垂飾で、遺跡から

つかっています。この遺跡では歯根部の骨質部が風化し、

出土した玉類 1,521 点中最も複雑な形状のひとつです。

エナメル質部だけが残るサメ歯が 293 点出土していま
す。5 は同遺跡出土の最大のサメ歯で、体長 3 ｍほどの
ホホジロザメの上顎歯です。並んでいる模式図と比べる
と歯根がきれいに無くなっていることが解ります。この
歯はサメ歯模造品の形状に近いもので、上顎歯の最も前
側に位置する歯です。模造品では、サメ歯の特徴のであ
る鋸歯状の構造が省略されていますが、よく観ると、3
の頂部には歯根部の表現がみられます。サメ歯が見つか
る場所のほとんどは、埋葬されたヒトの頭部周辺で、頭
［写真 3

部の装飾に利用されていたとみられます。サメの歯自体

動物形垂飾］

がある種の刃物なので、首飾りとして胸を飾るのは危険

頂部や下端の側面に細かい刻みを加え、左右に突出した

だったからかもしれません。サメ歯模造品のうち、2 は

装飾には文様も刻まれています。動物にみえるという意

404 号土坑の被葬者の頭部の上側から、3、4 は 411 号

見もあり、観察したところ、横にすると、よこたわるア

土坑の被葬者頭部の左右脇からそれぞれが小玉 1 点と

ザラシの姿にみえます。アザラシなどの海生哺乳類は当

重なってみつかり、どれも被葬者の頭部や耳の装飾に利

時の人々にとって重要な獲物の一つで、その姿を写した

用されていたとみられます。同形の模造品が 4 点あり、

垂飾を造ることは十分に考えられます。

縄文時代後期後葉の定型的な製品ともみえそうですが、
同時期の道内の遺跡で同様の石製品はみつかっていませ
ん。近い時期のもので、余市町大川遺跡の縄文時代晩期
前葉の墓で１点の出土例があります。
写真 2 は 553 号土坑から出土した垂飾です。この墓
は、2 体合葬墓で、向かって右側に石棒とともに埋葬さ
れていた被葬者の首飾りに利用されていた 35 個の玉類
のなかの 2 点です。1 は、上部のふくらみに頂部から十
字の刻みを施し、下端は浅い溝で 2 つに分けたもの。2
は上部に 4 つの凸部を作出し、その下に十字に穿孔を

（第１調査部第２調査課長

土肥

研晶）

＜Informations＞
【資

料

名】垂飾類

【時代・時期】縄文時代後期後葉
【調 査 遺 跡】恵庭市西島松５遺跡
【調査遺構名】P404・411・553号土坑・包含層
【調 査 年 度】平成13年から平成15年（2001 ～ 2003年）
【掲載報告書】恵庭市西島松5遺跡（3） 北埋調報209
恵庭市西島松 5 遺跡（6）北埋調報 260
【収 蔵 施 設】北海道立埋蔵文化財センター

加えたものです。
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縄文時代

○クリと縄文人

ー道央部からみつかったチョット小粒のクリ子葉ー
町鳴川右岸遺跡、八雲町花岡３遺跡、千歳市キウス５遺
跡、キウス７遺跡では、火災にあい、焼失した竪穴住居
跡に残された炭化材の分析から、クリ材が建材として利
用されていたことがわかりました。縄文時代後期頃には、
焼失した竪穴住居跡（キウス７遺跡 H-5）からみつかっ

［写真 1

千歳市キウス７遺跡出土クリ子葉

左：表面

右：裏面］

た炭化材の樹種同定結果から現在の植生限界である道央
部にクリが到達していたことがわかっています。

【クリ子葉】平成 7 年調査でみつかった縄文時代晩期タ
ンネトウＬ式期の焼土（LF-81）をサンプリングし、フ
ローテーション法で水洗いした結果、炭化したクリの子
葉がみつかりました。残存していた子葉の大きさは、長
さ 10.4mm、幅 11.6mm。

［写真 3

【食用のクリ】「九里より（四里）うまい十三里」という

千歳市キウス７遺跡出土炭化クリ材］

言葉が江戸時代にだじゃれとして生まれるまで、十三里

【縄文時代の温暖化・寒冷化】 縄文時代前期から中期に

（さつまいも）以外で甘い物の代表としては、九里（クリ）

かけての温暖化に伴い、生育圏を北に伸ばしてきたクリ

が重用されていました。特にその中で実が大きく、ブラ

ですが、中期末以降の寒冷化は、生態として厳しい条件

ンド化しているのは、丹波栗。その中には幅が 50mm

になったことが伺えます。竪穴住居跡の建材が、クリ材

を超えるものもあり、出土例には炭化による縮小がある

から在地のハンノキ・トネリコ類に戻る例。そして、今

ことを差し引いても 5 倍近くの差があります。ドング

回示したクリ子葉の大きさが非常に小さい例は、厳しい

リやトチノミなどは、食用にするには、あく抜きの作業

環境になりつつも、わずかに残存していたクリのあり方

が必要ですが、クリは、必要としません。クリの甘みは、

を表しているのかもしれません。

ブドウ糖やショ糖由来。ビタミンＢ１、Ｂ２，Ｃなどを

【クリと人との関わり】クリの花粉は、虫媒でひろがる

含み、体に安定と活力をもたらし、カロリーも高いと、

もので、なかなかみつかることはありません。その点で、

有用性の高い食材であることがわかっています。

前述した三内丸山遺跡で、ある時期において、ほぼクリ

【クリの用途】実を食用する以外にも、クリは建材とし

花粉しかみつからず、純林の様相を示している状況は、

ての利用度も高い。縄文時代中期の遺跡、青森県三内丸

人間による管理がなされていないと生じないものです。

山遺跡の大型建物跡や物見やぐら状の建物跡と考えられ

現在においても、甘味を愛するひとたちを引き付けて

る施設は、クリ材を利用して建てられていました。クリ

やまないクリ。過去から現在まで、ヒトが手間をかけ、

材は、虫に強く、腐りにくく、水に強いという建材とし

関わり続けた思いは、これから未来の私達の生活に何か

て非常にすぐれた特性があったためと考えられます。

ヒントを与えてくれるものと考えています。
［参考文献］
山田悟郎 1997「北海道の縄文時代遺跡から出土した堅果類．−
クリについて」『北海道開拓記念館研究紀要』25
三野紀雄 2001「先史時代における木材の利用（5）」『北海道
開拓記念館研究紀要』29

［写真２ 青森県三内丸山遺跡 大型掘立柱建物跡と大型住居跡］
（写真提供：青森県教育庁文化財保護課）

吉川昌伸 2011「クリ花粉の散布と三内丸山遺跡周辺における縄文
時代のクリ林の分布状況」
『 植生史研究 』第18巻2号

（第１調査部普及活用課主査

【クリの伝播】北海道にはもともとクリは自生していま
せんでした。山田悟郎の研究では、縄文時代前期中葉頃、
本州から伝播し、道南の木古内町新道４遺跡などでみつ
かっています。三野紀雄の炭化材研究によると、北海道

直孝）

＜Informations＞
【資

料

名】クリ子葉

【時代・時期】縄文時代晩期後葉

で自生する野球のバットに利用するタモノキを含む、ハ

【調 査 遺 跡】千歳市キウス７遺跡

ンノキ・トネリコ類が建材として利用されていますが、

【調査遺構名】LF-81（焼土）

クリが本州から伝播すると、建材がクリ材に変化してい

【調 査 年 度】平成7年（1995年）

くことがわかっています。

【掲載報告書】千歳市キウス７遺跡（３）北埋調報105

当センターで調査した道南から道央の遺跡でも、七飯
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倉橋

【収 蔵 施 設】北海道立埋蔵文化財センター

○クルミからわかること

−遺跡の年代を測る―
【放射性炭素年代測定法】 遺跡の年代を測る方法とし
て、現在最も広く行われているのが放射性炭素年代測定
法です。これは試料に含まれる炭素Ｃ 14 の濃度から、
「今（この測定法が開発された西暦 1950 年）より何年前」
を測る方法です。木材・種子・骨・土壌など炭素を含む
有機物が試料に用いられます。

［写真１

Ｐ− 179 出土の炭化クルミ］

【炭化クルミ】 平成 17 年、江別市対雁２遺跡の調査で、
土坑Ｐ− 179 の内部より、焼けて炭化したオニグルミ
の殻が大量に出土しました。完形のものが見られないこ
とから、中身の食べられる部分を取り出した後に廃棄さ
れ、焼かれたものと考えられます。時期は、周辺より出
土した土器から縄文時代晩期後葉と推測されます。
［写真 3

Ｐ− 179 炭化クルミ出土状況］

【調査】 対雁２遺跡はＪＲ江別駅の北西約４㎞の石狩川
左岸に位置しています。旧豊平川と石狩川本流の合流地

【クルミから年代を測る】 Ｐ− 179 より出土した大量

点にあり、河川堆積による自然堤防上に形成されました。

の炭化クルミは、その年の秋に実ったものを収穫して処

石狩川改修事業の対雁築堤工事に伴い、平成 11 ～ 19・

理したと考えられるので、どれも同じ年代値を示すは

23 年度に 19,796㎡の調査を行いました。

ずです。そこで、20 個のクルミを抽出し、さらに１個
のクルミを 20 分割してそれぞれに年代測定を行いまし

【遺構・遺物】 遺構は、土坑 321 基、焼土 1,810 か所、

た。その結果、20 個のクルミは 2,492 ± 22 ～ 2,562

土器集中２か所、集石 45 か所を検出しました。遺物は

± 22yBP、20 分 割 の ク ル ミ は 2,495 ± 21 ～ 2,554

土器・石器等約 36 万点が出土しました。これらの時期

± 22yBP とバラツキが見られたのです。縄文時代晩期

は縄文時代晩期中葉～続縄文時代前葉にわたり、特に多

後葉は年代測定値が横並び、あるいは逆転する現象が見

いのは晩期後葉です。焼土の土壌水洗選別を行ったとこ

られ、「2400 年問題」と呼ばれています。原因はまだ

ろ、シカ・クマ・海獣類などの動物骨、サケ・マス・ウ

わかっていません。このように放射性炭素年代測定は不

グイなどの魚骨、オニグルミを主体とする堅果・種子な

安定な面もあるため、年代を推定する目安の一つとして

どが大量に得られました。住居跡や墓が見つかっていな

は有効ですが、検出層位や出土遺物、他の遺構との切り

いことから、この遺跡は定住的な集落ではなく、狩猟・

合いなども含めて総合的に判断することが必要です。

漁労・採集などの生業を季節的に行う、キャンプサイト

（第２調査部第１調査課主査

芝田

直人）

であったと考えられます。

＜Informations＞
【資

料

名】炭化クルミ

【時代・時期】縄文時代晩期後葉
【調 査 遺 跡】江別市対雁２遺跡
【調査遺構名】Ｐ−179（土坑）
【調 査 年 度】平成17年（2005年）
【掲載報告書】江別市対雁２遺跡（7）北埋調報226
江別市対雁２遺跡（9）北埋調報240
【収 蔵 施 設】北海道立埋蔵文化財センター
［写真 2

調査の様子（平成 17 年度）］
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続縄文時代

○続縄文時代初頭の副葬品

―芦別市滝里遺跡群―
玉は「平玉」が主体です。平面が円形で、平べったい
ボタンのような形状で、直径は６～ 10㎜、厚さは１～
３㎜程度のものが多くみられます。平玉は少ない土坑墓
で約 100 点、多い土壙墓（滝里安井遺跡 P-22）で４千
点近く出土します。写真１のような出土状況などから、
たくさんの平玉を紐に通してネックレスとして使ってい
たと想定しています。琥珀の色は赤茶色で、保存処理を
すると茶色に近くなってしまうのですが、処理前に乾燥

［写真１

滝里４遺跡 P- ５出土琥珀製平玉］

上の写真、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、

を防ぐために水漬けすると非常にきれいな深い赤色にな
ります。この「赤色」が重要だったのだろうと改めて思
います。

赤茶色の平たい玉が数珠状に５連つらなっています。そ

「琥珀」は、北海道では旧石器時代から縄文時代を通

の数、千点以上！これは続縄文時代の土坑墓から出土し

して装身具として利用され、続縄文時代前半に出土数は

た琥珀製の平玉です。

ピークをむかえます。この時期の琥珀玉は道央部から道

【滝里遺跡群】芦別市の旧滝里地区は空知川中流域、空

東北部の沿岸部や大きな河川の流域でみられ、苫小牧市、

知大滝上流のやや開けた山間にあります。滝里遺跡群は

日高町、釧路市、北見市、江別市、余市町などで多数の

この地区の遺跡の総称で、ダム建設に伴って 22 か所の

琥珀玉が副葬された土坑墓がみつかっています。

遺跡が平成元年から 10 年まで調査されました。縄文時

滝里遺跡群で琥珀玉が多く出土する理由は明確にはわ

代早期から続縄文時代までの遺構、遺物が多数検出され、

かりませんが、石狩川第一の支流で、道東と道央部をつ

その中でも縄文時代晩期から続縄文時代初頭にかけての

なぐ空知川中流域の交通の要所であることが、関連して

土坑墓が多く調査され、多様な副葬品が注目されました。

いるのかもしれません。

【副葬された石鏃】土坑墓には遺体は残っていませんで
したが、土器や大型レキ、石鏃、ナイフ形石器、スクレ
イパー、磨製石斧、砥石、黒曜石の破片など多様な遺物
が、多量にみられました。滝里安井遺跡では土坑墓から
130 点もの石鏃が出土しました。これらは大きさや形
状が揃っており、黒色と赤みがかった色の黒曜石を使っ
て二色（比率は黒４：赤６）の石鏃を作っていることか
ら副葬用に作成されたものと考えられます。
［写真３ 滝里 12 遺跡 P-23 出土の水漬けした琥珀製平玉］

（第２調査部第１調査課主査

愛場

和人）

＜Informations＞
【資

料

名】石鏃、琥珀製平玉

【時代・時期】縄文時代晩期から続縄文時代初頭
【調 査 遺 跡】芦別市滝里安井遺跡、滝里４遺跡、
［写真２

滝里安井遺跡 P-15 出土の石鏃］

【琥珀玉】 この時期の副葬品で特徴的なものに最初に述
べた琥珀製の玉があります。琥珀玉が副葬された土坑墓
は滝里安井遺跡で３基、滝里４遺跡で２基、滝里 12 遺
跡で３基、滝里 26 遺跡で１基、滝里 33 遺跡１基の計
10 基あり、出土点数は１万点を超え、全道的にみても
突出して多くなっています。
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滝里12遺跡
【調査遺構名】滝里安井遺跡P-15、滝里４遺跡P-5、
滝里 12 遺跡 P-23
【調 査 年 度】平成８・９・10年（1996 ～ 1998年）
【掲載報告書】芦別市滝里遺跡群Ⅷ

北埋調報123

芦別市滝里遺跡群Ⅸ

北埋調報 137

【収 蔵 施 設】芦別市星の降る里百年記念館

○麻の実が練り込まれた深鉢

―千歳市キウス3遺跡のアサ種実圧痕続縄文土器―

［写真 2

シリコン型の電子顕微鏡写真］

そして、埋包された季節は、アサの播種が春の終霜（千
歳は 5 月上旬）以後であり、その 4 か月後に収穫しま
すから、収穫後の 9 月上旬以降から土器素地が凍結し
ない 10 月までの間と考えられます。ただし、越年して
5 月～ 10 月に埋包した可能性もあります。その場合は、
作付けしなかったまたは余剰の種子かもしれません。
種子を多量の混入する土器例は皆無です。この土器に
は炭化物が付着し、器表が赤変していることから、煮炊
に使用されのちに破損し廃棄されています。その製作は
稀であるにもかかわらず使用方法は通常でした。
［写真１

麻の実圧痕（下段：外底面）］

【調査について】遺跡がある千歳市は北海道の西部、い
わゆる石狩低地帯の南端にあり、遺跡は千歳市街東南隅、

【土器について】深鉢にはきわめて多量の圧痕が、器表

JR 千歳駅から約８km 離れたチャシ川（モウシ川）源頭

内外と破断面にあったので、器表の圧痕はシリコンゴム

部の左岸に位置します。遺跡名となった地名はアイヌ語

を用いて型取りする「レプリカ法」を、土器内部に潜在

で ｢キナウシ :kina-us-i: 草・群生する・ところ｣ です。

する圧痕は軟 X 線撮影装置を、用いて検出しました。

新千歳空港から延びる国道 337 号線関連工事に伴って、
平成 25 年には 3,663㎡、次年には残り 1267㎡を調査

圧痕の数は圧痕 514 個あり、そして潜在像は 309 個

しました。

認められました。1cm 当たりに 1.29 個包含されてい
3

（第 2 調査部長

鈴木

信）

ます。土器片残存率は 81.5％ですから完形土器であっ
た場合は 823 個× 1.23 ＝ 1013 個包含されているこ
とになります。

＜Informations＞
【資

【種子の埋包について】種子は、粘土紐づくり（= 土器
成形）以前、粘土が塊の状態の時に、水浸けにより少し
肥大した状態で埋包されました。アサは播種後 5 ～ 6
日で胚葉が出ます。顕在圧痕には出根が観察できなかっ
たので、種子埋包の時点は、埋め込まれて土器が焼成さ
れるまでの 5 ～ 6 日間と考えられます。

料

名】麻の実圧痕土器

【時代・時期】続縄文時代前葉･H317期
【調 査 遺 跡】千歳市キウス3遺跡
【調査遺構名】土器集中2
【調 査 年 度】平成25年（2013年）
【掲載報告書】千歳市キウス3遺跡・キウス11遺跡
北埋調報323
【収 蔵 施 設】北海道立埋蔵文化財センター
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擦文文化期

○動物の付いた土器とガラス玉

［写真１

ほにおいたてあなぐん

−根室市穂香竪穴群出土の動物意匠付土器とガラス玉−

動物意匠付土器］

【動物意匠付土器】縄文時代後期の土器で、住居跡など

［写真２

竪穴住居跡出土ガラス玉などの出土の様子］

【擦文文化期】擦文文化期後期の竪穴住居跡を 26 軒調

の遺構の近くからみつかりました。底の部分は失われて

査しました。遺物は擦文土器や鉄製品、礫などの他に、

いますが、それ以外はほぼ完全な形です。土器の口の部

竪穴住居跡（H-11）の床近くから、ガラス玉などがま

分に動物の頭をかたどった４か所の突起が付けられてい

とまって出土しました。一部は連珠状になっており、１

るのが大きな特徴で、平成 15 年に根室市指定の有形文

点ずつ取り上げ調べたところ、ガラス玉 57 点の他に、

化財となりました。

銅製品８点、ヒスイ製の勾玉１点、孔のあいた石が 1

【調査】穂香竪穴群は、自動車専用道路である「根室道路」

点で、全部で 67 点ありました。ガラス玉はしずくの形

の建設に伴い平成 13 ～ 15 年度に調査が行われました。

をしたもの（滴玉）が１点で、他は全て丸い形（丸玉）

当センターの根室市内での初めての発掘調査で、縄文時

でした。色は青色が多く他に紺色、白色などもあります。

代中期～後期と擦文文化期後期の二つの時期の集落跡が

道内の続縄文時代～擦文文化期の遺跡でガラス玉が出土

みつかりました。

した例は 30 か所近くありますが、これだけ多量に、し

【縄文時代】竪穴住居跡 11 軒、土坑 20 基、平地住居跡

かも銅製品や勾玉が一緒に出る例はほとんどなく貴重と

と考えられる盛土遺構 10 か所などの遺構を調査しまし

いえます。用途は、出土した様子から紐を通して使った

た。遺物は「北筒式土器」という縄文時代中期から後期

装飾品と考えられます。この装飾品を、アイヌの人々が

に主に道東で使われた土器や、石器などが出土しました。

使ったタマサイ（首飾り）につながるものであるという

そして、写真の「動物意匠付土器」は北筒式土器の口縁

見解もあります。

部に動物を模した突起が付けられていました。４か所の

【終わりに】穂香竪穴群では、縄文時代の動物意匠付土

突起の動物はみな異なり、どれもなかなか愛嬌がありま

器と擦文文化期のガラス玉類という二つの珍しい遺物が

す。その内一つはクマと考えられます（下の写真）。動

出土しました。どちらも、根室地域の縄文時代や擦文文

物意匠付土器は道東では少なく、今のところ北筒式土器

化期の人々の歴史を考える上で大切な遺物です。動物意

では唯一の出土例であるため、珍しいものといえます。

匠付土器は根室市歴史と自然の資料館に展示されていま
すので、根室に行った際はぜひ見に行って下さい。
（第２調査部第２調査課主査

広田

良成）

＜Informations＞
【資

料

名】動物意匠付土器・ガラス玉類

【時代・時期】縄文時代後期前葉・擦文文化期後期
【調 査 遺 跡】根室市穂香竪穴群
【調査遺構名】包含層・H-11(竪穴住居跡)
【調 査 年 度】平成13年から平成15年（2001から2003年）
【掲載報告書】根室市穂香竪穴群

北埋調報170

【収 蔵 施 設】根室市歴史と自然の資料館
［写真３
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動物意匠クマ？］

○300年前の川に仕掛けられた漁具

［写真１

―千歳市根志越5遺跡の枝材集中―

［写真２

ⅢＢＣ -6］

ⅢＢＣ -12］

【枝材集中】枝材集中は、樽前 a 降下軽石層（1739 年）
直下のアイヌ文化期に、川の作用により堆積した灰色
シルト質土層で 14 か所（ⅢＢＣ - １～ 14）が検出さ
れました。そのうち４か所は残存状態が良く、原形を
推定できるものでした。直径１cm ほどで長さ約 60 ～
70cm に切り揃えられた枝が、縄で縛られて簾状になっ
ており、その上に重石の礫が数個置かれて、周囲に枝が
散乱している状態で検出しました。
【調査】根志越５遺跡は、JR 千歳駅から北北東へ約４㎞、

［復元イメージ］

千歳川の右岸に位置します。昭和 30 年代の長都沼干拓
以前は長都原野と呼ばれる未開の泥炭地でした。

【用途】川に仕掛けられた、籠状の漁具と考えられます。

現地調査は根志越地区遊水地工事に伴い平成 26・

約 300 年前に、樽前 a 降下軽石によって埋まる以前の

27・28 年に行われ、千歳川右岸堤防に接して東西に長

トメト川（現在は千歳川改修に伴い「原野第５支線排水

い 50 × 160m の範囲でした。遺跡は低湿地のため、調

川」）に仕掛けられていました。

査区を鋼矢板で締切り、内部の湧水を常にポンプで汲出
しながら調査を行いました。

捕獲対象は、千歳川と流入河川で生息する魚介類を考
えると、二ホンザリガニ、モクズガニ、スジエビなどが
想定されます。その中でもモクズガニは、昔は千歳市内
でも普通に見かけることができ、現在でも九月下旬から
十月にかけて、インディアン水車の魚止めの柵において、
産卵のため海へ下っていくことが確認されます。
モクズガニは古来食用とされており、現在でも全国各
地で漁が行われています。身は少ないが美味であること
が知られ、同属異種の上海蟹（チュウゴクモクズガニ）
は中国の高級食材として有名です。
（第１調査部第１調査課主査

［写真 3

菊池

慈人）

平成 27 年度の調査］

【遺構・遺物】遺構は縄文時代中期を主な時期とする竪

＜Informations＞

穴住居跡４軒、土坑 18 基、Ｔピット７基、焼土３か所、

【資

土器集中 11 か所、礫集中 20 か所、剝片集中 13 か所

【時代・時期】アイヌ文化期

を検出し、遺物は土器・石器が約 21,000 点出土しまし
た。またアイヌ文化期の遺構で枝材集中の他には、立杭
21 か所、杭穴 12 か所、礫集中１か所を検出し、遺物
は木製品が約 500 点、また鉄斧・マレｸの鉄製品も出土

料

名】枝材集中

【調 査 遺 跡】千歳市根志越５遺跡
【調査遺構名】枝材集中
【調 査 年 度】平成26年から平成28年
（2014～ 2016年）
【掲載報告書】千歳市根志越５遺跡

北埋調報349

【収 蔵 施 設】北海道立埋蔵文化財センター

しました。
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アイヌ文化期

○千歳市美々８遺跡から出土したアイヌ文化の線刻画
この線刻画は、アイヌの成人男性が行う、勇壮なメカ
ジキ漁と深く関係するものです。メカジキは、海の神様
（レプン・カムイ）として数編の神謡が残されています。
これらは、漁の安全と豊漁を祈願する護符であったのか
も知れません。メカジキの吻体は、回転式離頭銛（キテ）
の素材のほか、古くは太く鋭い吻体をチャシ（居城）の
防柵としたと言われます。平取町にあるオキクルミカム
イの伝承が残される崖にハヨピラ［ハイ（hay）メカジ
キの吻
［写真１

早櫂の出土状況］

ある日、現場の水中ポンプの雑音に混じり、
「やっぱり、

オ（o）を置く

ピラ（pira）崖］の地名が残

されています。太平洋に面した日高町シノタイ遺跡の調
査では、メカジキの吻が柵のように並んで出土しました。
メカジキは７月から 11 月にかけて胆振から日高沿岸

私のところに出てくれたんだね！」と喜びにあふれる作

を回遊し、白老沖から幌別沖が好漁場でした。漁場まで

業員さんの声が聞こえました。そこには周囲の木製品と

は、車櫂（カンジ）で漕ぎ、魚影を発見すると早櫂に持

明らかに色調の異なる赤褐色の櫂が、泥炭層から色鮮や

ち替えて静かに近づきました。車櫂ではパシャパシャと

かに顔を出していたのです。櫂には、その作業員さんと

波音が立ち、メカジキが逃げてしまうからです。

関わりの深い、約 300 年の時を経た美しいアイヌ文様

肉は通常煮て食べますが、乾燥させて保存食としたり、

が刻まれていました。これを目の当たりにした私は、体

眼球の皮や背骨の髄などを鉈（タシロ tasiro）等でたた

中の血液が激しく駆け巡り、櫂を持つ手が震えたことを

き、ギョウジャニンニク（キトピロ pukusa）と混ぜ合

今も覚えています。やっと、幾多の苦労が報われたと思

せたチタタップと言う料理が特に珍重されたようです。

いました。当時の低湿地における発掘調査は、危険と困

現在のところ、伝世民具の中にメカジキの線刻画が残

難を極めるものでしたが、美々８遺跡の重要性を内外に

されたものは皆無です。失われたアイヌ民具や生活復元

納得させるに相応しい、光彩を放つ遺物の発見でした。

は、今後の低湿地遺跡調査を中心に、考古学的な調査研

この櫂（早櫂：サッカイ）の真直ぐと伸びる長い柄

究にゆだねられる部分が大きくなるでしょう。

は、土中で二つに分断され、柄の後部も折れ曲がってい
ました。残念ながら、水掻部の先端は少し欠けていまし
た。平面形はカナディアンカヌーのシングルパドル似た
肩の張り出すタイプで、断面形は薄い凸レンズ状です。
肩部直下の表裏には、肩の稜線に沿った、明瞭なアイウ
シ文の彫刻が見事でした。また、水かき中央部には、長
い吻体をもつカジキマグロの線刻画が、精緻に描かれて
いました。線刻画の大きさは長さ 22.9㎝、幅 6.8㎝です。
背鰭が鎌のように張出し、腹鰭が無いことから、すぐに
メカジキ（シカリプ sirkap）と判りました。魚類図鑑
と見比べると特徴的な部位が、寸分たがわずに描かれて

［写真２

いました。全体を修復してみると幅が 14.1㎝、全長は
193.9㎝もありました。素材には、赤みを帯びたサクラ
属の板材を使用していました。柄部の末端側には、所有
者を示す「II X II」の印（シロシ

sirosi）も刻まれてい

ました。柄が極端に長いことから、舷側部の高い板綴舟
（イタオマチプ

itaoma-cip）に使用していた櫂と考えら

れます。ほかには、車櫂を受ける台部分（タカマチ）に
もシリカプの線刻画が残されていました。
樽前山噴出の火山灰に厚く埋もれていた美々８遺跡低
湿部の出土品 1,164 点は、アイヌ文化の貴重な遺物と
して平成 17 年に重要文化財に指定されました。
30

車櫂受台と櫂のメカジキの線刻画］

（第１調査部普及活用課長

田口

尚）

＜Informations＞
【資

料

名】メカジキの線刻が描かれた早櫂ほか
（平成17年

重要文化財に指定

）

【時代・時期】アイヌ文化期
【調 査 遺 跡】千歳市美々 8遺跡低湿部
【調査遺構名】建材群
【調 査 年 度】平成3年から平成5年（1991 ～ 1993年）
【掲載報告書】千歳市美々 8遺跡低湿部

北埋調報83

【収 蔵 施 設】北海道立埋蔵文化財センター

○森町の畑

ー森川3遺跡ー
子が検出され、花粉分析でイネ科、アブラナ科、キク亜
科の花粉が検出されました。ダイコン、カブなどの作物
が植えられた可能性も考えられます。
【どんな畑？】畑面には多くの炭がありました。焼き畑
の可能性が指摘されています。畝の列が交錯している所
があるので繰り返し使われているのは確実ですが、どの
くらいの期間使われたかは定かではありません。畑に残
されたものは農具の痕、真鍮製のキセル、鉄製のタガネ・
釘です。畑が営まれていた時期にはアイヌ・和人ともに
森町付近に住んでいたようで、これらのものは和人から
アイヌにも流通していたので、アイヌの畑か和人の畑か
の決定打にはなっていません。広い畑ですが手掛かりは
意外に少ないのでした。

［写真１

森川3遺跡

畑跡全景（平成14年度）］

平成 14 年 5 月、調査区を前にして我々調査員は少々
戸惑っていました。それは地面に火山灰の縞々が入って
いたためではなく、全面に広がっていたからです。想定
外の大規模遺構の検出は、発掘計画の練り直しを意味す
るのです。幸い以前に八雲町栄浜 3 遺跡の現場を見て
いたのでこれが畑の畝跡であることは理解できました。
【調査した遺跡】森川 3 遺跡は平成 14 ～ 16 年で 5040
㎡の発掘調査を行いました。なお、畑の下からは続縄文
時代～縄文時代の土坑・焼土・竪穴住居跡が多数がみつ
かっています。
【時期・規模】森川 3 遺跡やすぐそばの上台 2 遺跡の畑

［写真２

畝跡に残る農具痕（矢印部分）］

【森町の畑】本遺跡も含め森町では 5 遺跡から畑跡がみ
つかっています（鳥崎遺跡・上台２遺跡・森川 5 遺跡・
森川６遺跡）。時期はいずれも近世で、鳥崎遺跡は海岸

は軽石層（Ko-d）を取り除いたところでみつかりました。

線から約 30m の標高 16m の海岸段丘上にあり、他の

また、下に掘り進んでいくと別の火山灰（B-Tm）に行

遺跡は海岸線から 2 ～ 2.5km 内陸の標高 80 ～ 115m

き当たります。つまり Ko-d より古く、B-Tm より新し

の台地上に位置します。畑の総面積は２万㎡を超えてい

いのです。Ko-d は駒ヶ岳の 1640 年噴火による降下軽

ます。近世の森町では漁業だけでなく、農業も盛んだっ

石で、B-Tm は中国北朝鮮国境にある白頭山が 10 世紀

たことがこれらの畑から分かります。

半ばに噴火して出たものということが現在分かっていま
す。この七百年間のいずれかの時期に畑が作られたので
す。Ko-d を取り除いたらすぐ畑が検出されたことなど
から 17 世紀に近い年代の畑だろうと考えています。規
模は遺跡の全面、日当たりの良い緩斜面です。そして調
査区外にも畑は広がっています。
【何を植えたか】作物の採取痕は見出せませんでしたけ
れど、畑の土からはオニグルミ、キハダ、サンショウ属、
ブドウ属、マメ科、アカザ属の種子が、畑と同時期の焼
土からはアワの実、イネ科果実、ヒユ属種子などが見つ
かりました。アカザ、ヒユは畑によく生える雑草で、畑
ではイネ、アワ、マメ科の植物を栽培していた可能性が

［引用・参考文献］
横山英介 2009『考古学から見た北海道の焼畑』
北海道考古学研究所創立５周年記念事業会

（第 1 調査部第 1 調査課長

中山

昭大）

＜Informations＞
【時代・時期】近世（16世紀後半か）
【調 査 遺 跡】森町

森川3遺跡

【調査遺構名】畑
【調 査 年 度】平成14年から平成16年（2002 ～ 2004年）
【掲載報告書】森町
森町

森川３遺跡

北埋調報222

森川3遺跡（2） 北埋調報234

【収 蔵 施 設】森町教育委員会

あります。上台２遺跡ではアワ、アカザ、マタタビの種
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アイヌ文化期

○ コタンにまつわるエトセトラ

―千歳市で発掘した船と畑―
と柵で囲われ、
河道からは鍬 ・
箕・杵・桶・曲物・
炉鉤といった木
製品も発見され
ています。残念
ながら何を栽培

［写真１

オルイカ２のアイヌ平地住居跡］

［写真３

していたかはわ

キウス５の畑跡］

かっていませんが、アイヌコタンにも畝畑が伴うことが

【コタン跡の発掘】平成 3 年以降、千歳市では美々 8 遺跡・

わかってきました。和人文化から取り入れたものでしょ

オルイカ２遺跡・ユカンボシ C15 遺跡・キウス９遺跡・

う。住居（チセ）に小屋構造（セム）が付くのは農耕の

祝梅川上田遺跡など、アイヌコタン跡の発掘が相次ぎま

発達によるものとの説があり、『蝦夷生計図説』にはセ

した。地ならしした平地に木柱を内傾させて差し込み並

ムの中で農耕に関わる作業をする絵がのせられていま

べた跡や中央部の炉、石や鉄の道具類の集中などが住居

す。祝梅川上田遺跡の畝畑痕跡に近いチセ跡にはこの遺

（チセ）があった証拠になります。4 ～ 6 本の柱跡の組

跡で唯一のセム構造が伴っています。

み合わせは倉庫の存在を示しています。物送り場や柵列・
広場状の空間も確認されています。美々８遺跡・ユカン
ボシ C15 遺跡の低湿部からは、柱や杭をはじめとした
建材類がまとまって出土しました。
【アイヌ期の準構造船】美々８遺跡低湿部からはほかに
も、アイヌ期の木製品が多量に発見され、これらのもの
は国の重要文化財となっています。アイヌの自家製品だ
けでなく、漆工品をはじめとした本州産品が多種混在す
ることが特徴です。さらに準構造船の存在を示す船底・

［図１
蝦夷生計図説の船図・収穫図］
（転載許可：函館市中央図書館、
北海道出版企画センター）

舷側板・構造材・車櫂と軸受けなどの関連具・あかくみ
などが見つかり、ユカンボシ C15 遺跡では櫂操作部を

【アイヌ文化研究への視角】自然を崇拝し共生するとい

設置した長さ約 4 ｍの船縁材も出土しています。美々

う、従来のアイヌ文化への見方は間違ってはいないで

８遺跡では船着き場が検出されています。内陸部の千歳

しょう。そこに加えてアイヌの人々は広く交易しながら、

でこのような資料が発見されたことは当時、長さ 10 ｍ

他文化を理解、吸収し、農耕によって物質・精神生活を

級の船が、内陸と太平洋・日本海を行き来し交易活動を

維持し展開していたこともまた確かなようです。アイヌ

おこなっていたことを物語っています。

文化への多方面からの視角が今後も楽しみです。

【アイヌ期の畝畑】キウス５遺跡からは畝のある畑跡を
検出し、祝梅川上田遺跡でも類似の痕跡を確認していま

［参考文献］
秦檍丸 1823『蝦夷生計図説』
（北海道出版企画センター 1990）

す。キウス５遺跡のものは、耕作適地である小河川が切

（第 1 調査部第 1 調査課主任

三浦

正人）

り開いた洪水堆積平坦面に立地しており、約 500㎡に 4
～ 10 本の畝で構成された畑が 7 面ほど作られています。
畝間には鋤・鍬による耕作跡も見られます。周囲は河道

＜Informations＞
【遺

構

名】アイヌコタン跡・船材・畝畑跡

【時代・時期】アイヌ文化期
【調 査 遺 跡】千歳市美々 8遺跡・オルイカ２遺跡・
ユカンボシC15遺跡・キウス９遺跡・
キウス５遺跡・祝梅川上田遺跡
【調 査 年 度】平成3 ～ 20年（1991 ～ 2008年）
【掲載報告書】北埋調報83・102・114・128・133・
159・176・189・192・221・238・
251・252・268・300
【展 示 施 設】北海道立埋蔵文化財センター
［写真２
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C15 の船底・船縁出土状況］

○サロベツ川のチャシ跡
N

孤島式などに分
8.0

類されることが

7.
0
6.0
5.0
4.0
3.0

丘頂式、面崖式、

あります。
0
7. 0
6.
5.0
4.0

0

3.

調査は主に３

3.

7.0

0

4.
0

6.

0

5.0

名の職員で二手

チャシ跡の壕

に分かれて実
［写真１

サロベツ川の様子］

【音類（おとんるい）竪穴群】（公財）北海道埋蔵文化

0

施しました。私
[ 図１

は単独で砂丘を

竪穴

25m

音類 2 号チャシ跡実測図］

財センターでは、開発行為に伴う記録保存の発掘調査の

踏査して竪穴を探し、もう一方は発見した竪穴を記録し

ほかに、北海道立埋蔵文化財センターの指定管理者とし

ました。10 月の調査でしたが、蜂や蚊に追われ、背丈

て展示や講演会などの活動を行っています。その中で「重

ほどある笹やシダ類が行く手を阻み、巨大なオス鹿と出

要遺跡確認調査」として、北海道史を考えるうえで重要

くわし睨みあいとなったり、湿原に足を取られ動けなく

と思われる遺跡の現状調査を実施しており、幌延町「音

なったりしながら歩き回りました。竪穴が密集する地区

類竪穴群」の調査もその一つでした。

を見つけ周辺を精査したところ、突然、深さ１ｍほどの溝

この調査で、これまでサロベツ川沿いでは未発見だっ

に落下しました。溝は直線状に10m ほど続いたので、溝

たチャシ跡を３か所で発見しました。その中の「音類２

の中を何度も歩き、これは、もしやチャシ跡ではないか

号チャシ跡」について、発見時の状況などを紹介します。

と思い、持っていた GPS 機器で位置を記録しました。

遺跡は、幌延町の天塩川支流のサロベツ川と日本海に

写真２は再確認のため現地へ入った雪解け後の翌年４

挟まれた南北約６km、東西約１km 範囲の砂丘上に立地

月の様子です。このチャシ跡は調査中の２番目に見つ

しており、以前より、地表から確認できる住居跡と思わ

かったものなので「音類２号チャシ跡」と名付けました。

れる竪穴が数百もあることが知られていました。

後日、
測量したのが上の図です。壕が「L」字状を呈し、

調査の主な目的は、竪穴がいくつあってどのような広

深さは 0.5 ～１m ほどで主体部の規模は約 14m × 14m

がりを持つのかを確かめることで、平成 17 年から 21

の東側に向く丘先式のチャシです。竪穴がある砂丘の大

年までの５か年で実施しました。調査の結果、796 軒

半は、サロベツ川方向の北東へ緩やかに傾斜しています

の竪穴を発見し、その範囲は隣町の豊富町側へ広がって

が、この砂丘だけは先端部にピークがあり、あたかも独

いることを確認しました。竪穴群の主な時期は表面採集

立丘のような特異な地形です。壕の一部は切れており、

資料から、おおよそ９世紀から 10 世紀の擦文文化期と

チャシ内部への出入り口と考えられます。
このチャシ跡を含む遺跡範囲とその周辺は、自然の姿

考えられます。
【音類２号チャシ跡】これからお話しするチャシ跡は、

がとてもよく残されています。そのため平成 15 年に利

竪穴群の時期より数百年後の 16 世紀から 18 世紀ころ

尻礼文サロベツ国立公園の特別保護地区（最も厳しい行

に、アイヌの人々によって作られたものです。チャシと

為規制が必要な地域）に指定され、平成 17 年にはラム

はアイヌ語で、砦、館、柵、柵囲いの意味があるといい

サール条約湿地に登録されました。
（第２調査部第３調査課長

ますが、その内容の詳細についてはよくわかっていませ

村田

大）

ん。北海道内には、550 か所ほど確認されており、伝承
や地名のみ知られているものなど含めると 700 か所ほ
どになります。特に日高、十勝、釧路、根室地方に多く
分布しています。作られた場所の地形や形から、丘先式、

＜Informations＞
【遺

構

名】チャシ跡

【時代・時期】アイヌ文化期
【調 査 遺 跡】幌延町音類竪穴群
【調査遺構名】音類2号チャシ跡
【調 査 年 度】平成17年から平成21年
（2005年～ 2009年）
【掲載報告書】「幌延町音類竪穴群」
重要遺跡確認調査報告書第6集
「幌延町・豊富町音類竪穴群Ⅱ」同第7集
【調査資料保管施設】北海道立埋蔵文化財センター
［写真２

音類 2 号チャシ跡（白線内が壕）］

33

現

代

○現代の遺物

−戦時中の野外刑務所の出土品―
ます。この解決のカギも『海軍かまたき出世物語』で見
つかりました。「二十一

酒の分捕り作戦開始」（123

～ 126 頁）に、一年かけても飲みきれない量の倉庫の
酒を、基地の開隊の祝賀会（昭和 14 年）でケチる上官
から、スマートにだまし取ったエピソードが面白おかし
く記されています。この時、基地の建設に汗を流した受
刑者に対しても、区別することなく労をねぎらい、酒類
を提供したと推測しています。瓶類は隠すために排水桝
に埋められたのでしょう。
［写真１

アンカリトー９遺跡 掩体壕１］

平成 20（2008）年、国道 337 号線（道央圏連絡道路）
の建設工事に伴い、陸上自衛隊北部方面隊東千歳駐屯地
（第７師団）の近く、千歳市祝梅地区のアンカリトー９
遺跡の発掘調査で、「掩体（えんたい）壕（ごう）」と仮
称した遺構は、太平洋戦争中（昭和 14 ～ 19 年頃）に
千歳海軍航空基地の建設に従事した受刑者の「野外刑務
所」との結論に至りました（テエタ第 39 号

平成 29

年９月１日発行）。決め手は、この基地の設立に携わっ
た海軍軍人の斎藤兼之助の回想録『海軍かまたき出世物

［写真３

アンカリトー９遺跡 掩体壕２ 出土

名札］

語』（講談社 1983）の「道路や滑走路などは札幌刑務
所の服役者を多数参加させて、建設を急いでいた」との
記述です。

名札は２枚出土し、楕円形で長軸の長さは約５㎝で
す。カタカナと苗字が記されているものと無記入のもの

ここで出土した遺物から、この遺構での人間活動につ
いて考えてみます。

で、形状や大きさや孔の位置から、当初、兵士の簡易版
の認識票と判断しました。しかし、軍品は部隊等の番号

発掘調査では土中に残された柱や杭、組まれた木・釘・

のみを記すことが一般的なようで、これではないようで

レンガ等の建築材がみつかりました。加えて、出入口近

す。書かれている文字に注目してみますと「町田」の頭

くの排水桝から、ビール瓶が多量に出土し、ほかに清酒・

文字「マ」の一音が、独立してカタカナ表記されていま

ブドウ酒・サイダーの瓶、缶詰、獣骨（ブタ）等の飲食

す。これは他者が読み間違えないようにとの意図が感じ

品、そして白色のプラスチック製の名札、南京錠、歯ブ

られ、受刑者が着用したものではないかとの結論に至り

ラシ等も出土しました。

ました。

ビール瓶の底を数えたところ、少なくとも 54 本あり

新しい時代の遺跡の調査は、援用できる他分野の情報

ました。商標は大日本・日本鉱泉・キリン・サクラ・フ

が多く、追求を重ねるほど、より多くの史実に出会える

ジとあり、昭和初期の会社名です。ここで、戦時の食糧

と感じました。

難の状況で、受刑者が酒類を口にできたのか疑問が生じ

（ 第１調査部第１調査課主査

末光

正卓）

＜Informations＞
【資

料

名】野外刑務所（掩体壕）の出土品

【時代・時期】昭和14年頃（太平洋戦争時）
【調 査 遺 跡】千歳市 アンカリトー９遺跡
【調査遺構名】掩体壕
【調 査 年 度】平成20年（2008年）
【掲載報告書】千歳市 アンカリトー７遺跡
アンカリトー９遺跡 北埋調報268
テエタ第39号（平成29年９月１日発行）
【展 示 施 設】北海道立埋蔵文化財センター展示室
［写真２
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アンカリトー９遺跡 掩体壕２ 排水桝出土遺物］
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刊行 北埋
年度 調報
60

32

所在地
知内町

報

告

書

名

湯の里３遺跡

55

１

白老町
登別市

社台１遺跡・虎杖浜４遺跡・千歳４遺跡・
富岸遺跡

60

33

木古内町 建川１･新道４遺跡

55

２

江別市

大麻１遺跡

60

34

木古内町 札苅遺跡

55

３

千歳市 美沢川流域の遺跡群Ⅳ（美々４・美々５・
苫小牧市 美々６・美々７・美沢１・美沢３）

61

35

（美々３）･フレぺﾂ遺跡群Ⅱ
（美
千歳市 美沢川流域の遺跡群Ⅹ
苫小牧市 沢５）･ペンヶナイ川流域の遺跡群（美沢10･美沢11）

56

４

岩見沢市 東山５遺跡

61

36

千歳市

ママチ遺跡Ⅲ

56

５

江別市

吉井の沢の遺跡（吉井の沢１･大麻24･
大麻25）

61

37

上磯町

矢不来２遺跡

56

６

音更町

友進遺跡

61

38

登別市

亀田公園遺跡

56

７

千歳市

美沢川流域の遺跡群Ⅴ（美々８）

61

39

江別市

西野幌３遺跡

57

８

千歳市

美沢川流域の遺跡群Ⅵ（美々８）

61

40

鷹栖町

嵐山２遺跡

57

９

千歳市

ママチ遺跡

61

41

砂川市

空知太２遺跡

57

10

三石町

旭町１遺跡

61

42

深川市

向陽２遺跡

57

11

白老町

虎杖浜３遺跡

61

43

57

12

登別市

千歳５遺跡

62

44

千歳市 美沢川流域の遺跡群XI（美々８）･ペンヶ
苫小牧市 ナイ川流域の遺跡群Ⅱ（美沢11･美沢13）

57

13

登別市

川上B遺跡

62

45

函館市

石川１遺跡

58

14

千歳市

美沢川流域の遺跡群Ⅶ（美々４･美々９）

62

46

函館市

桔梗２遺跡

58

15

美深町

楠遺跡

62

47

上磯町

矢不来天満宮跡

58

16

浦河町

栄丘遺跡

62

48

江別市

59

17

千歳市

美沢川流域の遺跡群Ⅷ（美々４･美々５）

62

49

深川市

音江２遺跡

59

18

知内町

湯の里遺跡群（湯の里２･湯の里３･湯
の里４☆･湯の里５･湯の里６）

62

50

深川市

国見２遺跡

59

19

礼文町

62

51

深川市

内園２遺跡

59

20

登別市

川上B遺跡

62

52

59

21

登別市

千歳５遺跡

63

53

小樽市

忍路土場遺跡・忍路５遺跡

59

22

63

54

江別市

西野幌12遺跡

59

23

今金町

63

55

深川市

納内６丁目付近遺跡

60

24

千歳市

63

56

深川市

国見２遺跡（Ⅱ）

60

25

江別市

63

57

深川市

東広里遺跡

60

26

平取町

63

58

苫小牧市

60

27

登別市

63

59

今金町

美利河１･ ２砂金採掘跡

60

28

63

60

深川市

納内３遺跡

60

29

H１

61

伊達市

牛舎川右岸遺跡･稀府川遺跡

60

30

上ノ国町 小岱遺跡

１

62

60

31

上ノ国町 豊田西遺跡

１

63

礼文島幌泊段丘の遺跡群（東上泊･上泊
３･上泊４）

尻岸内町 中浜E遺跡
美利河１遺跡 ☆
美沢川流域の遺跡群Ⅸ（美々２・美々４・
美々８）
西野幌11遺跡
ユオイチャシ跡･ポロモイチャシ跡、ニ
風谷遺跡
川上B遺跡･C地区

岩見沢市 野々沢C遺跡
砂川市
焼山２遺跡･宮村２遺跡･茶志内４遺跡
奈井江町

木古内町 建川２･新道４遺跡

西野幌11遺跡・西野幌13遺跡・西野幌
14遺跡・下学田遺跡

木古内町 新道４遺跡

美沢川流域の遺跡群XII（美沢３）

千歳市 美沢川流域の遺跡群・XIII（美々３･美々
苫小牧市 ８･美沢３）
深川市

納内６丁目付近遺跡Ⅱ
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発掘調査報告書一覧

刊行 北埋
年度 調報

36

所在地

報

告

書

刊行 北埋
年度 調報

名

所在地

報

告

書

名

１

64

伊達市

谷藤川右岸遺跡

６

96

千歳市

オサツ２遺跡（１）･オサツ14遺跡

S63

65

仁木町

モンガク丘陵の遺跡群（モンガクA･モ
ンガクB･モンガクF）

７

97

函館市

中野B遺跡

Ｈ１

66

余市町

栄町５遺跡

７

98

芦別市

滝里遺跡群Ⅵ

１

67

余市町

登町２遺跡･登町３遺跡

７

99

函館市

西桔梗１遺跡

２

68

伊達市

牛舎川右岸遺跡･稀府川遺跡･谷藤川右
岸遺跡

７

100

千歳市

ユカンボシC ９遺跡

２

69

千歳市 美沢川流域の遺跡群・XIV（美沢３・美々
苫小牧市 ３・美々８低湿部）

７

101 苫小牧市 フレぺッ遺跡群Ⅲ

２

70

清水町

上清水４遺跡･共栄２遺跡･共栄３遺跡

７

102

千歳市

美沢川流域の遺跡群ⅩⅧ（美々８遺跡）
☆

２

71

芦別市

滝 里 遺 跡 群 Ⅰ（ 滝 里23･滝 里38･滝 里
39）

７

103

千歳市

オサツ２遺跡（２）

２

72

余市町

フゴッペ貝塚

７

104

千歳市

キウス５遺跡（２）B地区

３

73

音威子府村 咲来２遺跡･咲来３遺跡

７

105

千歳市

キウス７遺跡（３）
☆

３

74

芦別市

滝里遺跡群Ⅱ（滝里７遺跡･滝里32遺跡）

７

106

豊浦町

高岡１遺跡（３）・高岡２遺跡

３

75

恵庭市

ユカンボシE ４遺跡

７

107

豊浦町

東雲遺跡

３

76

清水町
芽室町

上清水２遺跡･共栄３遺跡･東松沢２遺
跡･北明１遺跡

８

108

函館市

中野B遺跡（Ⅱ）

３

77

千歳市

美沢川流域の遺跡群・XV（美々３･美々
７ ☆･美々８･美々８低湿部）

８

109

函館市

石倉貝塚

３

78

七飯町

大中山13遺跡

８

110

芦別市

滝里遺跡群Ⅶ

３

79

函館市

中野A遺跡

８

111

七飯町

大中山13遺跡（３）

４

80

芦別市

滝里遺跡群Ⅲ（滝里32遺跡･滝里33遺
跡）

８

112

七飯町

鳴川右岸遺跡・桜町遺跡

４

81

恵庭市

ユカンボシE ５遺跡

８

113

千歳市

美沢川流域の遺跡群ⅩⅨ
（美々４遺跡）

４

82

芽室町
音更町
池田町

北明１遺跡（２）･西昭和２遺跡･十日
川５遺跡

８

114

千歳市

美沢川流域の遺跡群ⅩⅩ
（美々８遺跡）
☆

４

83

千歳市

美沢川流域の遺跡群ⅩⅥ（美々７･美々
８･美々８低湿部）
☆

８

115

千歳市

キウス５遺跡（３）

４

84

函館市

中野A遺跡（Ⅱ）
☆

８

116

千歳市

キウス５遺跡（４）B地区・C地区

５

85

芦別市

滝里遺跡群Ⅳ（滝里10遺跡･滝里11遺
跡･滝里31遺跡）

８

117

千歳市

キウス７遺跡（４）

５

86

千歳市

ユカンボシC ２遺跡

８

118

恵庭市

ルルマップ15遺跡

５

87

七飯町

鳴川右岸遺跡

８

119

千歳市

キウス４遺跡

５

88

豊浦町

高岡１遺跡

９

120

函館市

中野B遺跡（Ⅲ）

５

89

９

121

上磯町

茂別遺跡

５

90

千歳市

オサツトー１遺跡･キウス７遺跡

９

122

函館市

西桔梗１遺跡（２）

６

91

豊浦町

高岡１遺跡（２）

９

123

芦別市

滝里遺跡群Ⅷ
遺跡（３）
☆

６

92

千歳市

キウス５遺跡･キウス７遺跡（２）･ケ
ネフチ８遺跡

９

124

千歳市

キウス４遺跡（２）

６

93

七飯町

大中山13遺跡（２）

９

125

千歳市

キウス５遺跡（５） A ー２地区

６

94

芦別市

滝里遺跡群Ⅴ

９

126

千歳市

キウス５遺跡（６） B地区・C地区

６

95

苫小牧市

９

127

千歳市

キウス７遺跡（５）

千歳市 美沢川流域の遺跡群ⅩⅦ（美沢３遺跡･
苫小牧市 美々８遺跡）

滝里４遺跡（１）

ぺンケナイ川流域の遺跡群Ⅲ
遺跡

美沢15

滝里４遺跡（２）

美沢16遺跡

滝里９遺跡･滝里19遺跡

滝里安井遺跡・滝里４
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年度 調報
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報

告

書

名

刊行 北埋
年度 調報

所在地
江別市

報

告

書

名

９

128

千歳市

ユカンボシC15遺跡（１）
☆

12

160

対雁２遺跡（２）

９

129

恵庭市

ユカンボシE10遺跡

12

161 赤井川村 日の出４遺跡・日の出10遺跡

10

130

函館市

中野B遺跡（Ⅳ）

12

162

八雲町

山崎４遺跡

10

131 長万部町 富野３遺跡

12

163

八雲町

山越２遺跡

10

132

恵庭市

ユカンボシE ７遺跡

12

164

八雲町

野田生５遺跡

10

133

千歳市

ユカンボシC15遺跡（２）
☆

12

165

八雲町

山崎５遺跡

10

134

千歳市

キウス４遺跡（３） A ☆・H・K・I 地
区

13

166

八雲町

山越３遺跡・山越４遺跡

10

135

千歳市

キウス４遺跡（４） A ２地区

13

167

八雲町

野田生２遺跡

10

136

千歳市

キウス５遺跡（７）
・キウス７遺跡（６）

13

168

鵡川町

宮戸４遺跡

11

137

芦別市

滝里遺跡群Ⅸ（滝里２遺跡ほか）
☆

13

169

白滝村

白滝遺跡群Ⅲ☆

11

138

千歳市

柏台１遺跡☆

13

170

根室市

穂香竪穴群☆

11

139 長万部町 花岡２遺跡・花岡３遺跡

13

171

八雲町

野田生４遺跡

11

140

白滝村

白滝遺跡群Ⅰ☆

13

172

白老町

虎杖浜２遺跡（２）

11

141

上川町

日東遺跡

13

173

千歳市

チプニー１遺跡・チプニー２遺跡

11

142

八雲町

シラリカ２遺跡

13

174

千歳市

ケネフチ９遺跡

11

143 長万部町 豊野６遺跡

13

175

八雲町

栄浜１遺跡

11

144

千歳市

キウス４遺跡（５）

13

176

千歳市

ユカンボシＣ15遺跡（５）
☆

11

145

深川市

内園６遺跡

13

177

江別市

対雁２遺跡（３）

11

146

千歳市

ユカンボシC15遺跡（３）

14

178

恵庭市

西島松５遺跡

11

147

江別市

対雁２遺跡（１）

14

179

恵庭市

西島松９遺跡

11

148

千歳市

キウス４遺跡（６）

14

180

千歳市

キウス４遺跡（９）

11

149

芽室町

北伏古２遺跡

14

181

八雲町

落部１遺跡

11

150 赤井川村 都遺跡

14

182

森町

本内川右岸遺跡

11

151

和寒町

東町遺跡

14

183

八雲町

野田生１遺跡☆

12

152

千歳市

キウス４遺跡（７）Q地区

14

184

根室市

穂香竪穴群（２）

12

153

鵡川町

米原３遺跡・宮戸３遺跡・米原４遺跡

14

185

鵡川町

米原４遺跡（２）・宮戸４遺跡（２）

12

154

白滝村

白滝遺跡群Ⅱ☆

14

186

厚真町

浜厚真３遺跡

12

155

八雲町

ポンシラリカ１遺跡・黒岩３遺跡

14

187

千歳市

キウス４遺跡（10）

12

156

千歳市

ウサクマイN遺跡

14

188

千歳市

オルイカ１遺跡

12

157

千歳市

キウス４遺跡（８）

14

189

千歳市

オルイカ２遺跡☆

12

158

白老町

虎杖浜２遺跡

14

190

森町

濁川左岸遺跡

12

159

千歳市

ユカンボシC15遺跡（４）
☆

14

191

森町

本茅部１遺跡

Ｂ地区
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14

192

千歳市

ユカンボシＣ15遺跡（６）
☆

17

224

恵庭市

西島松５遺跡（４）

14

193

江別市

対雁２遺跡（４）

17

225

千歳市

チプニー２遺跡（３）

15

194

恵庭市

西島松５遺跡（２）

17

226

江別市

対雁２遺跡（７）
☆

15

195

白滝村

白滝遺跡群Ⅳ☆

17

227

共和町

上リヤムナイ遺 跡・リヤムナイ３遺 跡（２）

15

196

森町

倉知川右岸遺跡

17

228

早来町

大町２遺跡

15

197

森町

石倉２遺跡

18

229

恵庭市

柏木川４遺跡（２）

15

198

根室市

穂香竪穴群（３）

18

230

釧路町

東陽１遺跡

15

199

森町

本茅部１遺跡（２）

18

231

江別市

対雁２遺跡（８）

15

200

白老町

ポンアヨロ４遺跡

18

232

北斗市

矢不来７遺跡・矢不来８遺跡

15

201

鹿部町

大岩５遺跡

18

233

森町

三次郎川右岸遺跡

15

202

鵡川町

米原４遺跡（３）・宮戸４遺跡（３）

18

234

森町

森川３遺跡（２）
☆

15

203

恵庭市

柏木川13遺跡☆

18

235

北斗市

矢不来６遺跡・矢不来11遺跡・館野４
遺跡

15

204

江別市

対雁２遺跡（５）

18

236

遠軽町

白滝遺跡群Ⅶ☆

15

205

森町

石倉３遺跡・石倉５遺跡

18

237

北斗市

館野遺跡（１）

15

206

千歳市

オルイカ１遺跡（２）

18

238

千歳市

祝梅川上田遺跡・梅川２遺跡☆

15

207

千歳市

チプニー２遺跡（２）

18

239

占冠村

占冠原野１遺跡

16

208

森町

濁川左岸遺跡（２）

18

240

江別市

対雁２遺跡（９）
☆

16

209

恵庭市

西島松５遺跡（３）
☆

18

241

白老町

虎杖浜２遺跡（３）

16

210

白滝村

白滝遺跡群Ⅴ☆

18

242 赤井川村 板小屋沢遺跡・日の出２遺跡

16

211

恵庭市

柏木川４遺跡・柏木川13遺跡（２）

18

243

下川町

前サンル１遺跡

16

212

根室市

穂香川右岸遺跡

18

244

北斗市

矢不来８遺跡（２）・矢不来10遺跡

16

213

遠軽町

栄野１遺跡・新野上２遺跡

18

245

白糠町

上茶路遺跡

16

214 北檜山町 生渕２遺跡

19

246

森町

濁川左岸遺跡（３）

16

215

江別市

対雁２遺跡（６）

19

247

森町

石倉１遺跡

16

216

森町

上台２遺跡

19

248

恵庭市

西島松３遺跡・西島松５遺跡（５）

16

217

森町

上台１遺跡

19

249

恵庭市

柏木川４遺跡（３）

16

218

森町

森川４遺跡

19

250

遠軽町

白滝遺跡群Ⅷ☆

16

219

森町

三次郎川左岸遺跡・石倉５遺跡（２）・
石倉４遺跡

19

251

千歳市

キウス５遺跡（８）
☆

17

220

共和町

リヤムナイ３遺跡（１）

19

252

千歳市

キウス９遺跡☆

17

221

千歳市

オルイカ２遺跡（２）
☆

19

253

千歳市

梅川４遺跡（１）

17

222

森町

森川３遺跡☆

19

254

釧路町

天寧１遺跡

17

223

白滝村

白滝遺跡群Ⅵ☆

19

255

江別市

対雁２遺跡（10）
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19

256

白老町

虎杖浜２遺跡（４）

23

288 富良野市

中五区１遺跡・中五区２遺跡・中五区
３遺跡

19

257

北斗市

矢不来６遺跡（２）・矢不来９遺跡・矢
不来11遺跡（２）

23

289

下川町

北町Ｊ遺跡（２）

20

258

下川町

サンル４線遺跡

23

290

松前町

福山城下町遺跡

20

259 むかわ町 穂別Ｄ遺跡

23

291

更別村

香川遺跡

20

260

恵庭市

西島松５遺跡（６）
☆

23

292 木古内町 大平４遺跡（２）・蛇内２遺跡（２）

20

261

遠軽町

白滝遺跡群Ⅸ☆

24

293 木古内町 木古内２遺跡（２）

21

262

白老町

24

294 木古内町 札苅５遺跡

21

263

遠軽町

白滝遺跡群Ⅹ☆

24

295

北斗市

館野６遺跡（１）

21

264

恵庭市

柏木川４遺跡（４）
☆

24

296

江別市

対雁２遺跡（11）

21

265

恵庭市

西島松２遺跡

24

297

千歳市

祝梅川小野遺跡（２）
・梅川１遺跡（２）

21

266

森町

石倉１遺跡（２）

24

298

長沼町

南六号川左岸遺跡

21

267

千歳市

オルイカ２遺跡（３）

24

299

千歳市

キウス５遺跡（10）

21

268

千歳市

アンカリトー７遺跡・アンカリトー９
遺跡☆

24

300

千歳市

祝梅川上田遺跡（２）
☆

21

269

千歳市

梅川４遺跡（２）

25

301 木古内町 札苅６遺跡

21

270 富良野市 学田三区２遺跡・学田三区３遺跡

25

302

遠軽町

白滝遺跡群XIII

21

271

下川町

サンル４線遺跡（２）

25

303

北斗市

館野２遺跡

21

272

北斗市

矢不来８遺跡（３）
・矢不来９遺跡（２）
・
矢不来10遺跡（２）
・矢不来11遺跡（３）

25

304 木古内町 木古内遺跡

22

273

遠軽町

白滝遺跡群XI

25

305 木古内町 釜谷８遺跡

22

274

釧路町

天寧１遺跡（２）

25

306

千歳市

梅川４遺跡（３）

22

275

北見市

北上４遺跡

25

307

千歳市

祝梅川小野遺跡（３）
・梅川１遺跡（３）

22

276 苫小牧市 美沢16遺跡（２）

25

308

長沼町

幌内D遺跡

22

277

25

309

長沼町

幌内A遺跡

22

278 木古内町 木古内２遺跡

26

310

北斗市

当別川左岸遺跡

22

279

26

311

遠軽町

白滝遺跡群XIV 旧白滝３遺跡

22

280 木古内町 大平遺跡７・大平４遺跡

26

312

北斗市

押上１遺跡

23

281 木古内町 蛇内２遺跡

26

313

厚真町

朝日遺跡

23

282

北斗市

館野遺跡（２）

26

314 せたな町 せたな町大成区

23

283

北斗市

館野２遺跡

26

315

遠軽町

金山６遺跡

23

284

千歳市

キウス５遺跡（９）

26

316

湧別町

シブノツナイ２遺跡

23

285

千歳市

祝梅川小野遺跡（１）
・梅川１遺跡（１）

26

317

根室市

トーサムポロ湖周辺竪穴群（１）

23

286

遠軽町

白滝遺跡群XII

26

318

厚真町

オニキシベ１遺跡

23

287

鶴居村

下幌呂１遺跡☆

26

319

厚真町

イクバンドユクチセ２遺跡

森町

下川町

虎杖浜２遺跡（５）・ポンアヨロ４遺跡
（２）

遠軽町ホロカ沢Ｉ遺跡☆

森川６遺跡

北町Ｊ遺跡

Ａ地区・Ｂ地区

都遺跡
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27

320 木古内町 新道４遺跡（４）

30

352

27

321 木古内町 大平遺跡（２）

30

353 木古内町 札苅５遺跡（２）

27

322

厚真町

シュロマ４遺跡

30

354

根室市

根室市

27

323

千歳市

キウス３遺跡☆・キウス11遺跡

30

355

根室市

別当賀一番沢川遺跡

27

324

根室市

トーサムポロ湖周辺竪穴群（２）

30

356

厚真町

オコッコ１遺跡（２）

27

325

厚真町

イクバンドユクチセ３遺跡

30

357

厚真町

厚幌２遺跡

27

326

厚真町

富里３遺跡

30

358

厚真町

鯉沼２遺跡

28

327

北斗市

館野６遺跡（２）

30

359

長沼町

12区C遺跡

28

328 木古内町 大平遺跡（３）
☆

28

329 木古内町 大平遺跡（４）

28

330 木古内町 泉沢５遺跡

28

331 木古内町 大平４遺跡（３）

52

28

332 木古内町

亀川５遺跡

53

28

333

福島町

館崎遺跡☆

28

334

知内町

湯の里２遺跡（２）

28

335

厚真町

上幌内３遺跡

28

336

厚真町

厚幌１遺跡・幌内６遺跡・幌内７遺跡

28

337

長沼町

28

338

厚真町

オコッコ１遺跡（１）

28

339

新得町

屈足17遺跡

28

340

根室市

幌茂尻１遺跡

29

341

厚真町

29

342

根室市

29

343 木古内町 幸連３遺跡

29

344 木古内町 釜谷10遺跡

29

345

厚真町

上幌内４遺跡・上幌内５遺跡

29

346

厚真町

オニキシベ３遺跡

29

347

下川町

上名寄８遺跡

29

348

千歳市

トプシナイ２遺跡・イカベツ２遺跡

29

349

千歳市

根志越５遺跡☆

29

350 木古内町 泉沢６遺跡

30

351

伊達市

幌内Ｋ遺跡・レブントン川左岸遺跡・
レブントン川右岸遺跡・南９号線遺跡

豊沢５遺跡・富里１遺跡・豊沢10遺跡・
豊丘２遺跡
温根沼３遺跡☆

西関内３遺跡
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苫小牧市 美沢川流域の遺跡群Ⅰ（美々４・美々５・
・千歳市 美々６・美々７・美沢１・美沢３）
苫小牧市 美沢川流域の遺跡群Ⅱ（美々４・美々５・
・千歳市 美々６・美々７・美沢１・美沢３）

‐

苫小牧市 美沢川流域の遺跡群Ⅲ（美々４・美々５・
・千歳市 美々６・美々７・美沢１・美沢３）

54

‐

苫小牧市 フレぺッ遺跡群（美沢４・美沢５）

54

‐

江別市

大麻１遺跡・西野幌１遺跡・西野幌３
遺跡・東野幌１遺跡

公益財団法人北海道埋蔵文化財センター
これまでの実績
昭和 54（1979）年度から平成 30（2018）年度まで
調査遺跡数 363
調査遺跡所在市町村 64
調査面積 2,686,503㎡ （約 269ha）
発行報告書（北埋調報番号付 + 番号なし 合わせて） 364 冊
○出土資料が重要文化財に指定されたもの
・土面 / 北海道千歳市真々地町第 310 号土壙墓出土
（千歳市ママチ遺跡出土）重文指定年月日 :1988.6.6
・北海道湯の里 4 遺跡土壙出土品
（知内町湯の里 4 遺跡出土）重文指定年月日 :1991.6.21
・北海道美利河１遺跡出土品
（今金町美利河１遺跡出土）重文指定年月日 :1991.6.21
・北海道美々８遺跡出土品
（千歳市美々 8 遺跡出土）重文指定年月日 :2005.6.9
・北海道白滝遺跡群出土品
（遠軽町白滝遺跡群出土）重文指定年月日 :2011.6.27
○出土資料が道有形文化財に指定されたもの
・滝里遺跡群出土遺物
（芦別市滝里遺跡群出土）指定年月日 2000.4.14
・赤彩注口土器
（八雲町野田生 1 遺跡出土）指定年月日 2007.3.20
・二風谷遺跡群出土品
（平取町二風谷遺跡出土）指定年月日 2012.3.19

