
カント・レラ 北黄金貝塚

２０１１年度 遺跡見学会実施報告
今年度の遺跡見学会は、「噴火湾の貝塚とだて噴火湾縄文まつり」をテーマとして、８月２８日（日）に実

施しました。今回は５５名のご参加をいただき、登別市・伊達市・洞爺湖町の遺跡や発掘現場、展示施設
を巡りました。残暑の厳しい一日で、屋外での見学時間が長かったため、参加者の方々は疲労困憊のご
様子でした。しかし、各担当者による熱心な解説に聞き入り、人の背丈よりも厚く堆積した貝層の断面
を目の当たりにして、見応えのある遺跡見学会だったと満足いただけたようです。参加者の方々は、登
別市富岸川右岸遺跡の密集した落とし穴群から推測されるエゾシカ猟、伊達市北黄金２遺跡や洞爺湖町
入江貝塚の貝層に見られる季節的な漁撈サイクルなどから、縄文時代の人々の生業や食生活に思いを馳
せていらっしゃいました。また、だて噴火湾縄文まつりの会場でのイベントや昼食も楽しい思い出とな
りました。今年度は千歳市在住の南悦子さんに参加体験記をお願いしました。
〔見学コース〕

１．登別市のぼりべつ文化交流館カント・レラ（菅野修広氏）
２．伊達市北黄金貝塚・北黄金２遺跡（大島直行氏・湯川枝里子氏）
３．だて噴火湾縄文まつり ＊昼食
４．伊達市噴火湾文化研究所「縄文エコミュージアム」（湯川枝里子氏）
５．伊達市有珠６遺跡（湯川枝里子氏）
６．洞爺湖町入江・高砂貝塚（角田隆志氏）

休日にもかかわらず対応してくださった各担当の方々にお礼申し上げます。

ＩＳＳＮ０２８５－４７６７

目 次
２０１１年度 遺跡見学会実施報告…………………………………………………………………………１
参加体験記：南悦子さん「遺跡見学会に参加して」………………………………………………３

２０１１年度 遺跡調査報告会のお知らせ…………………………………………………………………３
月例研究会のお知らせ……………………………………………………………………………………４
北海道考古学会創立５０周年に向けて……………………………………………………………………５
北海道考古学会の歩み（１）……………………………………………………………………………５
事務連絡……………………………………………………………………………………………………６
入会者のお知らせ………………………………………………………………………………………６
会費納入のお願い………………………………………………………………………………………７
会誌編集委員会からのお知らせ………………………………………………………………………７
その他……………………………………………………………………………………………………７

第 １０１ 号

２０１１．１１．１８

― １ ―



北黄金２遺跡 だて噴火湾縄文まつり

噴火湾文化研究所 有珠６遺跡

入江・高砂貝塚館 入江貝塚公園
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参加体験記：「遺跡見学会に参加して」

南 悦子

８月２８日の朝、札幌駅よりバス２台で出発した。バスには昨年度までの遺跡見学会で見慣れた顔がチ
ラホラ。同じく千歳市から参加したＫさんと並んで座り、目的地までおしゃべりを楽しむ。「遺跡の発掘
現場で遺物を見るのはやはり、いいね。洗われてきれいになって、博物館のガラスケースの中に納まっ
ているとなかなかイメージが湧かない。」そんなＫさんの言葉にうなずく。
最初の見学地は登別市の『カント・レラ』。学芸員の菅野さんの説明によれば、カントは天空、レラは

風の意味だという。何と壮大で美しい名前を付けたものか。施設は廃校になった中学校の校舎を利用し
たもので、展示物もそれほど多くはないが、解説パネルなどは非常に見やすく工夫されている。
登別市を後にして、バスは伊達市の北黄金貝塚へ。調査中の北黄金貝塚２遺跡を見学する。調査員の

湯川さんの身長がスッポリ隠れるくらいの深いトレンチを覗くと、断面にカキ貝や土器、石器がギッシ
リと重なっており、まるでお菓子のミルフィーユのようだ。ふと視線を落とすと、覗き込む私たちの足
元にも白い貝殻があちこちに散らばっている。この辺り一面が貝塚である事に改めて気づく。古い時代
から新しい時代へ、貝塚はその時代を生きた人間の生活を伝える「タイムマシン」なのかもしれない。
だて噴火湾縄文まつりの会場では、楽器のライブ演奏が行われ、ホタテの貝焼き、古代米の弁当、焼

きそばなどが売られていた。ホタテ貝に醤油を垂らして焼いた貝焼きを買った。ビールを買うか、ちょっ
と迷ったが、眠くなりそうな気がして、断念。間もなく、会場のやぐらの上からたくさんの餅をまく縄
文餅まきが始まった。
縄文時代に米はないから、餅はもちろん、なかったろうが、縄文時代の人々も豊穣を神に感謝して、

みんなで大騒ぎする祭りをきっと楽しんだことだろう。私も持参の袋に、降ってくる餅を拾いまくった。
終わって数えたら２１個もあり、豆餅も交じっていてうれしかった。見学会担当の芝田さんに威張って報
告したくらいである。
午後からは伊達市噴火湾文化研究所の「縄文エコミュージアム」と有珠６遺跡を見学した後、洞爺湖

町の入江・高砂貝塚へ。今日は本当に貝塚づくしの見学会だと思った。今回見学した貝塚のことを自分
のブログに書いたら、九州出身の人が、福岡には貝塚駅があるというコメントを寄せてきた。そういえ
ば釧路にも貝塚という地名がある。日本中に貝塚があるのかもしれないが、この北海道の噴火湾沿いほ
ど大規模なものは少ないのではなかろうか。それほど長い間、海の恵みを受けて暮らしてきたというこ
とか。または近年まで開発の手が伸びなかったから、大規模なまま残されたのか。
入江貝塚は最近新聞に紹介されたのを見て、ぜひ来たかった遺跡である。トンネルをくぐってガラス

越しに貝塚の断面を観察する。先ほど見学した伊達の貝塚に比べて貝が少なく、土器や石器が多い。こ
こは貝が少ないので『黒い貝塚』と言われるという、学芸員の角田さんの説明に納得。入江貝塚で見つ
かった１５基の墓のうち、１基にポリオに感染した成年女子の人骨があったと聞く。幼少時に感染し、肢
体不自由な体で十数年生きたと考えられている。家族か集落の人か、誰かが彼女を助けて生き長らえさ
せたのだろう。４，０００年近い昔に、あたたかい情愛を通わせる人々がいた。その想像が今を生きる私たち
の胸をもまた熱くする。
資料館や遺跡で丁寧に解説してくださった担当職員の方々や、今回の遺跡見学会を企画・実施してく

ださった北海道考古学会の運営委員の方々に感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

２０１１年度 遺跡調査報告会のお知らせ
今年度行われました北海道内の遺跡調査についての報告会を以下の通り開催いたします。
開催にあたり、例年通り発表遺跡の資料と地域ごとの発掘調査の概況を掲載した資料集を刊行します。

また、報告会終了後には懇親会を用意しておりますので、こちらもぜひご参加下さい。

○日 時：２０１１年１２月１７日（土）１０：００～１７：００（開場９：３０）
○場 所：北海道人文科学総合研究棟Ｗ１０１号室

＊北海道大学総合博物館正面の向い側です
＊公共の交通機関をご利用下さい
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○参加費：無料（資料集は１，０００円で領布予定です）
○報告遺跡（予定）
《午前》 （ ）内は主な時代

木古内町 大平遺跡 （縄文時代前～中期）
木古内町 札苅６遺跡 （縄文時代中～後期）
北斗市 押上１遺跡 （縄文時代中～後期）

《午後》
江別市 対雁２遺跡 （縄文時代晩期）
伊達市 北黄金２遺跡 （縄文時代前期）
洞爺湖町 入江・高砂貝塚 （縄文時代後期）
札幌市 Ｋ３９遺跡 （擦文時代）
北斗市 矢不来館跡 （中世）
伊達市 カムイタプコプ下遺跡 （近世アイヌ文化期）

○懇親会：１７：３０～（北海道大学百年記念会館「きゃら亭」）３，５００円
○その他
当日書籍等の販売・チラシ等の配布を希望する方は事務局までご一報下さい。

※本報告会は、道民カレッジ連携事業です。

月例研究会のお知らせ
【報告】
第２回月例研究会
○日 時：７月３１日（日）１５：００～１６：４０
○場 所：北海道大学総合博物館中会議室
○発表者：上屋眞一氏（恵庭市教育委員会）
○テーマ：ユカンボシＥ１１遺跡の調査－矢柄と一括石鏃について－
○発表者：菅野修広氏（登別市教育委員会）
○テーマ：あの世の認識－竪穴住居跡とくぼみ利用の意味－

第３回月例研究会
○日 時：９月２５日（日）１５：００～１７：００
○場 所：北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ５１７
○発表者：藪下詩乃氏（有限会社アルケーリサーチ）
○テーマ：彫器の使用痕分析－美利河１遺跡Ａ地点Ⅰ石器群の事例から－
○発表者：役重みゆき氏（東京大学大学院人文社会系研究科）
○テーマ：蘭越型細石刃石器群の技術構造と適応戦略

第４回月例研究会
○日 時：１０月３０日（日）１５：００～１７：００
○場 所：北海道大学総合博物館中会議室
○発表者：増田隆一氏（北海道大学大学院理学研究院）
○テーマ：北海道のＤＮＡ考古学：その発展性と課題
○発表者：青野友哉氏（伊達市噴火湾文化研究所）
○テーマ：縄文晩期・続縄文期における殯様構造を持つ墓の出現過程について

【今後の予定】
第５回月例研究会
○日 時：１１月２７日（日）１５：００～
○場 所：北海道大学総合博物館中会議室
○発表者：林勇介氏（湧別町教育委員会）
○テーマ：擦文文化における竪穴住居跡の様相―道東の遺跡を事例に―（仮題）
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○発表者：簑島栄紀氏（苫小牧駒澤大学）
○テーマ：平安日本と擦文社会（仮題）

第６回月例研究会
○日 時：１月２９日（日）１５：００～
○場 所：北海道大学総合博物館中会議室
○発表者：高瀬克範氏（北海道大学大学院文学研究科）
○テーマ：カムチャッカ半島南部出土土器の年代
○発表者：百瀬響氏（北海道教育大学札幌校）
○テーマ：河野広道の北方文化論と時代区分（仮題）

第７回月例研究会
○日 時：２月２６日（日）１５：００～
○場 所：北大人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ５１７
○テーマ：卒論・修論発表会

第８回月例研究会
○日 時：３月２５日（日）１５：００～
○場 所：北大人文・社会科学総合教育研究棟Ｗ５１７
○発表者：村本周三氏（斜里町埋蔵文化財センター）
○テーマ：縄文時代中期末葉の津軽海峡（仮題）

※日時、場所などの詳細は、決定次第、北海道考古学会ホームページでお知らせいたします。
※会員の皆様で、月例研究会での研究発表を希望する方は北海道考古学会事務局（hokkaidokoukogakkai
@m９．dion.ne.jp）までご一報ください。

北海道考古学会創設５０周年に向けて
北海道考古学会は２年後の平成２５年に創設５０周年を迎えます。これまで本会では、会誌『北海道考古

学』を通じて、北海道とその周辺地域に関する考古学的課題について検討を進めるとともに、研究会や
見学会を開催し、研究者だけでなく一般の方にも普及活動を続けてきました。
北海道考古学会では来るべき５０周年に向けて、今号の『だより』から、これまでの会の歩みについて

「北海道考古学会の歩み」と題した連載を開始することにしました。この連載に関連ある写真や資料を
おもちの方は、ぜひとも編集担当までお知らせください。次号、あるいは５０周年の記念行事の際に紹介
させていただきます。会員の皆様のご協力をお願いいたします。
第１回目である今回は、本会副会長である大谷敏三氏にご寄稿いただきました。

北海道考古学会の歩み（１）

大谷 敏三

北海道には考古学、人類学の講座、研究施設が存在せず、研究は各地の同好者や小さなグループが細々
と続ける調査・研究に支えられていた。
北海道考古学は松浦武四郎を始め多くの人によって形づくられてきたが、なかでも大きな足跡を残し

たのは河野常吉である。常吉は開拓期の北海道各地を踏査し、発掘調査にもとづく地道な考古学研究を
導いたことで知られ、その成果は『北海道先史時代遺跡』などに残されている。
また、大正８年には常吉を中心に北海道人類学会が生まれ、わずか１巻１号であるが『北海道人類学

会雑誌』が発行されている。
常吉没後、常吉の子息の河野広道や高倉新一郎、名取武光、犬飼哲夫らによって常吉の偉業を顕彰す

る「犀川会」がつくられ、『蝦夷往来』が刊行され、学脈が継承されている。『蝦夷往来』は昭和６年か
ら同１０年まで、北海道を主題とする論文が掲載され、全１４冊を刊行されている。とりわけ考古学に関す
る論文は多く、北海道考古学の骨格づくりに大きな役割を果したとの指摘が多い。
戦後、北海道考古学の大きな転機は昭和２２年から３年にわたったモヨロ貝塚の調査であった。この調
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査には東京大学の駒井和愛や北海道大学の児玉作左衛門・大場利夫・名取武光や河野広道など道内外の
多くの研究者が参加した大規模な発掘調査であった。
駒井はその後、音江、忍路などストーンサークルや墳墓遺跡を組織的に調査する。
河野広道は、モヨロ貝塚、東釧路貝塚、朱円栗沢遺跡、御殿山遺跡など多くの調査を手掛け、名取武

光とともに北海道先史文化を層位的、編年的に説明しようと試みている。戦後１０年に及ぶ浪々の生活を
終えて北海道学芸大学札幌分校の教授となり、多くの考古学研究者を育てた。
また、北海道大学の医学部解剖学教室の児玉作左衛門、大場利夫は市立函館博物館とともに、函館市

サイベ沢遺跡の調査を皮切りに、住吉遺跡、梁川町遺跡、春日町遺跡など、縄文時代の早期から後期に
かけての一連の良好な遺跡を調査し、とくにサイベ沢遺跡の調査では、道南部の縄文時代後半の土器編
年を探るうえでの基礎的資料をもたらしている。
一方、函館市立中学校（現函館東高校）、札幌第二中学（現札幌西高校）、札幌南高校、伊達高校、静

内高校などの郷土史研究会が各地で活発な活動を続けていた。それらを指導したのが高等学校で教鞭を
とっていた千代肇、奥野清介、島田喜造、峰山巌、藤本英夫らの人々である。こうした活動からその後
北海道考古学の中核をなす多くの研究者が排出する。
こうした各地の同好者や小さなグループが細々と続けてきた北海道考古学をまとめる役割を果したの

は北海道教育委員会の稲垣守社会教育課長であった。稲垣課長は文部省から道に出向していた。本州で
は高度経済成長による道路、鉄道などの建設に伴う事前調査が行われるようなっていた。そうした流れ
に対応した動きであった。
稲垣課長の要請を受け、昭和３８年５月２６日、定山渓温泉の教職員保養施設の「渓泉閣」に在道の考古

学研究者１１名と道の埋蔵文化財担当者が集まった。その顔ぶれは扇谷昌康、大場利夫、斉藤武一、沢四
郎、武内収太、竹田輝雄、千代肇、藤本英夫、松下亘、峰山巌、米村哲英であった。
会合の決定により、設立準備委員会を設置され、以後、１０月１８日まで大場利夫を中心に、松下、竹田

が会則案・入会案内等設立準備を進め、昭和３８年１０月１９日、拓銀本店ホールで北海道考古学会は設立総
会を開催されている。
総会では発起人の挨拶のあと会則、事務局、会費、役員などが決められている。会長には大場利夫が

就任し、以下のような役員が選出されている。副会長〔峰山巌、武内収太〕、〔監事〕新岡武彦、北構保
男、〔顧問〕児玉作左衛門・三森定男・名取武光・※米村喜男衛、（※後日追加）、〔幹事〕※藤本英夫・扇谷
昌康・千代肇・石川辰也・佐藤忠雄・沢四郎・野村崇・桧山みどり・※河野本道・出村文理・竹田輝雄・
加藤晋平・米村哲英（※後日辞退）であった。
事務局は道庁内の北海道文化財保護協会に置かれた。行政主導であったことが窺われる。
北海道考古学を先導していた河野広道はこの年の７月に亡くなっていた。
北海道大学文学部北方研究施設に考古学の講座が開設されるのは、これから３年後の昭和４１年のこと

であった。主任教授には医学部講師の大場利夫が就任している。
（敬称略）

参考文献
右代啓視 ２００７「北方文化へのまなざし－河野広道がみた北方世界―」『北海道開拓記念館だよりVol．３６
No．３』

北海道新聞社 １９７６『人脈北海道－学会編（下）－』
松下 亘 １９８４「「北海道考古学会」創設のころ」『北海道考古学』第２０輯
米村 衛 ２００４『北辺の海の民 モヨロ貝塚』（シリーズ『遺跡に学ぶ』００１）新泉社

入会者のお知らせ
≪新入会員≫ ※敬称略
鈴木 建治（札幌市） 時田太一郎（函館市）
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会費納入のお願い
会の運営には、会員の皆様のご協力が不可欠です。会費の年内納入にご協力いただきますようお願い

申し上げます。また、本年度を除く過去３年以上の会費が納入されていない会員には、北海道考古学会
誌を送付しておりません。会費納入を確認後、送付いたします。

郵便局口座番号：０２７７０―６―８３５８ 加入者名：北海道考古学会
年会費：（一般）５，０００円 （学生）３，５００円

会誌編集委員会からのお知らせ
『北海道考古学』第４８輯（２０１２年３月刊行）への積極的なご投稿をお待ちしています。原稿の締め切

り日は２０１１年１２月２４日（土）（必着）ですが、編集の都合上１１月２６日（土）（延期しました）までに会誌編集
委員会事務局（千歳市教育委員会埋蔵文化財センター、担当高橋、０１２３―２４―４２１０、詳細はだより第１００号
参照）宛に事前連絡をお願いいたします。

会誌第４７輯の編集後記に大井晴男氏の研究ノートの査読経緯を記載しましたが、これに対し大井氏か
ら「倫理上の懸念」等の記述については不適切であるとの指摘がありました。この記載は、原稿で用い

・・・・・・・・・・
られた語句の一部が本誌の査読規程上の倫理項目に抵触するおそれがあったので、執筆者にその点を確
認した上で、編集委員会の考えを記したものであり、誤解を招きかねない記述をお詫びします。決して
一般的な倫理上のことを述べたものではありません。
今後とも査読作業について、会員のみなさまのご理解を賜りたいと考えております。

その他
〔特別委員会について〕
今年度特別委員会について以下のように決定しましたのでご報告致します。

国際交流特別委員会 委員長 天野哲也氏 ２号委員 高倉純

― ７ ―



北海道考古学会だより 第１０１号 ２０１１年１１月１８日 発行

発行所 北海道考古学会（ホームページ：http : //www.h7.dion.ne.jp/~hokkouko/）

事務局：〒０６２―０８１０ 札幌市北区北１０条西７丁目

北海道大学大学院文学研究科北方文化論講座 小杉研究室気付

TEL/FAX：（０１１）７０６―４０００

E−mail ：hokkaidokoukogakkai@m9.dion.ne.jp

印 刷 北海道図書企画 （０１１）６６８－１１３１
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