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オホーツク文化の研究 ４

目 梨 泊 遺 跡 



 
 

 

 

 

第Ⅰ部 目梨泊遺跡の調査 

 

  



 
 

第１章 目梨泊遺跡について 

 

第１節 枝幸町のオホーツク文化関係遺跡 

 

 目梨泊遺跡は、北海道北部オホーツク海に面する枝幸町にある。北緯45°02′37″・東経142°30′21″に位置し、

地籍は北海道目梨郡枝幸町字目梨泊43-5、694-1、694-3、695番地であり、現況は一部道路用地および国有鉄道敷地の

他は国有未開地である。 

 遺跡は枝幸町の北端に近く、北に隣る浜頓別町との境をなす神威岬の南約２km、西北に斜内山から神威岬につなが

る低い山地を負い、オホーツク海に面して細長くのびる、遺跡付近で海抜15～30m程の海岸段丘上に位置している。 

 枝幸町管内には、オホーツク文化にかかる遺跡が多い(第１図)。すなわち、北海道の北端に位置する稚内市管内、

特にその宗谷湾に面する海岸線には、すでにこのシリーズの第１巻『オンコロマナイ貝塚』に述べた1)ように、いくつ

かのオホーツク文化にかかる遺跡が知られ、明らかにその密集地帯をなしているが、これらと、本書にその調査につ

いて報ずる目梨泊遺跡を含むいくつかのオホーツク文化関係遺跡の知られる枝幸町との中間に位置する頓別平野には、

これもすでにふれた猿払川河口の比較的小規模な浜猿払本間牧場遺跡2)を除いて、これまで、オホーツク文化にかかる

遺跡は知られていない。もちろん、今後この地域で新たな遺跡が発見される可能性が絶対にないとは断定できないが、

われわれ北海道大学文学部附属北方文化研究施設の度重なる踏査を含めて、これまでの遺跡分布調査の精度から考え

て、ほぼこの地域には、上記浜猿払本間牧場遺跡の事例を除いて、オホーツク文化にかかる遺跡は残されなかったも

のと判断してよいのではないかと思われる。つまり、ここには、稚内市管内の関係遺跡群から枝幸町管内の関係遺跡

群までの間に、60km余におよぶ遺跡分布の空白地帯が認められることになるわけである3)。一方、枝幸町に知られる関

係遺跡群の南東端に位置する音標岬遺跡4)からオホーツク海岸沿いに南東にむかって紋別市栄遺跡5)に至るまでの間

には、やはり約60kmにおよぶ遺跡分布の空白地帯が認められるようである6)。上記栄遺跡以東の地域におけるオホーツ

ク文化関係遺跡の分布密度7)から考えれば、こうした空白地帯の存在は無視できない意味をもっているというべきであ

ろう。 

 こうした状況の中でみた時、枝幸町管内におけるオホーツク文化にかかる遺跡の多さは、注目すべきもののように

思われる。それは、当然他の地域におけるそれとは異なる一群であり、相互に有機的な関連をもつ遺跡群だったと考

えることができるであろう8)。そして、もしそうに考えるとすれば、本書にその発掘調査の結果を報じようとする目梨

泊遺跡は、そうした遺跡群のうちのひとつとして、つまり、枝幸町管内に分布するいくつかのオホーツク文化関係遺

跡との相関的な関係において、理解されなければならない筈である。したがって、ここではまず、枝幸町管内に知ら

れるオホーツク文化関係遺跡について概観することから、本書の記述をはじめることにしたい。 

 頓別川川口にひろがる頓別平野およびそれからオホ-ツク海に沿うて南東につながる砂丘は、海岸近くに位置する突

兀たる山容の斜内山から東南東に延びて神威岬に達する山地に遮られる。そして、神威岬より南東では海岸線はやや

相貌をあらためるのである。すなわち、神威岬の南約１kmの地点からはじまる海抜15～30mの海岸段丘は、背後に低い

山地を負い、100mから場所によっては数百米の幅で、細長くオホーツク海に沿うてのびている。すでに述べたように、

目梨泊遺跡はこの海岸段丘上に位置しているわけである。 

 以下に詳細を報ずるように、目梨泊遺跡では、いわゆる貼付浮文系土器を伴う竪穴住居址群の存在が知られている。

加えて、本遺跡では、竪穴住居址を伴わない形で、刻文・沈線文系土器群も、また発見されているのである。おそら

く、こうした遺跡の状態は、本遺跡が、異なる集団によって・時期を異にして・異なった性格のものとして、形成さ

れたものであったことを示しているかと考えられる9)。海岸線に沿うて細長く続く段丘は、目梨泊の現在の集落を過ぎ

て、ヤマウス付近でいったん途切れるが、これを過ぎて大泊付近から再びあらわれ、落切・問牧・野近志・ウスタイ

ベと、それぞれに小差はあっても、ほぼ類似の景観が続く。この間、目梨泊遺跡から12km程の間、類似の地形的環境

にもかかわらず、これまでのところ、オホーツク文化にかかわる遺跡は知られていない10)。 
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第 1 図　枝幸町管内および周辺のオホーツク文化関係遺跡
（カシミール 3D Ver 9.2.8.23819 [9.2.8] 山旅倶楽部 1/20 万図を基に作製）
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 ウスタイベ岬を廻ると、海沿いの景観はやや変化をみせる。海岸に沿うてひろがる段丘地形は幅をひろげ、１kmな

いしそれ以上の奥行きをもつようになる。同時に、現在の枝幸市街の南からは、海岸砂丘がみられるようになり、し

だいに幅をひろげて、幌別川川尻にまで達している。枝幸市街には、２個所でオホーツク文化関係遺跡が知られる。

そのひとつは前記海岸砂丘上に形成された枝幸港遺跡であり、他は長林寺遺跡である。 

 枝幸港遺跡は、現在の漁港にむかってゆるく傾斜する砂丘上に残されているが、市街地および漁港関連の施設など

によって、そのかなりの部分は潰滅しているのではないかと疑われる。遺跡のひろがりも、これまで充分に確認され

ているとはいえないようである11)。これまでに、土器・石器等および若干の動物遺存体が採集されているが、比較的

資料の多い土器群についてみると、沈線文および沈線文＋刻文の文様をもつ例および僅かに円形刺突文をもつもの・

貼付浮文をもつものが発見されている12)。なお、これまでのところ、竪穴住居址は確認されていない。 

 長林寺遺跡は、前記枝幸港遺跡から南西に600m程はなれて、小流に臨む段丘端部に立地している。現状は耕地とな

っているが、その表面には縄文期・続縄文期の資料を含めて土器片・石器等の散布が認められる。包含層・遺構の状

況等は詳かでない。筆者等の1967年度踏査時点での表面採集資料によれば、オホーツク文化にかかる資料は土器片の

みであるが、それらのうちには円形刺突文例・型押文例・刻文例・爪形文例などが発見されている。上述のように、

遺構の存否が確認されているわけではないが、少なくとも地表面から確認できるような状況では、やはり竪穴住居址

は残されていない。 

 以上、枝幸市街に知られる２個所のオホーツク文化関係遺跡は、これまで竪穴住居址が確認されていないことでは

共通しているといえそうである。筆者等のこれまでの調査・研究の成果13)から考えれば、これら２遺跡はいずれもシ

ーズナル＝キャンプであって、竪穴住居址を遺していなかったものと考えてよいのではあるまいか。ただし、これら

２遺跡がいずれもシーズナル＝キャンプであった、つまり性格を同じくする遺跡であったとすれば、両者は、その僅

か600mという距離から考えて、おそらく同時に存在したわけではなかったと推定される。もちろん、僅かな表面採集

の資料のみによって断定的にいうわけにはゆかないが、あえていうとすれば、まず長林寺遺跡にシーズナル＝キャン

プがあり、次いでこれに替る形で枝幸港遺跡が形成されたのではないかと考えられる。 

 幌別川は、その名前にもうかがえるように、この附近では前述の頓別川と並ぶ規模の河川である。その流域面積も

やや広く、河口附近には、最大幅３km程におよぶ氾濫原を作っている。そして、この氾濫原を扼するように、前記枝

幸港遺跡のあたりから続く砂丘が細長く南東にむかって延びる。現在の幌別川は、この氾濫原を曲流し、その南東端・

南側の段丘沿いの部分でこの砂丘を貫いて海に注いでいる。この幌別川川口地域には、いずれも竪穴住居址を遺す、

二つのオホーツク文化にかかる遺跡が残されている。 

 そのひとつは、川口から約1.5km程入った位置にある川尻北チャシ遺跡である。遺跡は、この附近で、ミズゴケ・モ

ウセンゴケ・ショウジョウバカマ・サギスゲなどのスゲ類・エゾリンドウ・イソツツジ・ハイイヌツゲ・エゾカンゾ

ウ・ヤチハンノキなどの生える、典型的な道北の湿原となっている幌別川の氾濫原の中に島嶼のように残る小丘上に

立地している。この小丘は、氾濫原の周辺に発達する段丘から河川の浸蝕によって切離されたものである。小丘は、

基底部で南西－北東方向に100m余、これと直交する方向に45m程を測り、最高点の標高は12m強、頂部には狭い平坦面

が残されている。頂部にはチャシにかかわる遺構と考えられる壕の他に、４つの竪穴が遺存していた14)。本遺跡につ

いては、1971年10月枝幸町教育委員会と北海道大学文学部附属北方文化研究施設による共同の発掘調査が実施されて

おり、地表面から確認される竪穴のうちの二つがオホーツク文化にかかる竪穴住居址であることを、また、完掘され

た２号竪穴が円形刺突文をもつものを主体とする土器群他を共伴する、北海道のオホーツク文化の頭初の段階に位置

する時期のものであることを、確認している15)。本遺跡から調査の結果発見されているオホーツク文化関係資料、就

中その土器群に、おそらく２号竪穴住居址発見のそれとは共伴しないであろう僅かな特例を除いて16)、より新しかる

べき型式論的特徴であると考えられる刻文・爪形文・沈線文等をもつものが発見されていないことから考えれば、他

にも重複するものがあるかもしれないが、地表面から確認される４つの竪穴は、それらが同時にあったかどうかはと

もかく、いずれも、北海道のオホーツク文化の頭初の時期に遺されたものであったと考えられよう。 

 幌別川川口地域に残るもうひとつのオホーツク文化関係遺跡はホロベツ砂丘遺跡17)である。遺跡は、前記砂丘の南

東端・幌別川川口に臨む位置にある。本遺跡は、おそらく、そのかなりの部分が國道の建設工事および幌別川架橋工

事のために破壊されているかと思われる。1967年、筆者等の踏査の時点には、国道より海側の砂丘上では、ここでも

かなりの破壊がおよんでいた可能性が考えられたが、その地表面には多くのオホーツク式土器を含む遺物の散布が認
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められ、なお遺跡の一部が遺存していることが予想された。筆者は、これまで、繰返し、この遺跡がオホーツク文化

にかかる竪穴住居址を遺す集落遺跡であろうと述べてきた18)が、それは、主として、その環境・立地からする推測の

結果であった。しかし、1918年刊行の『北海道史(附録地図)』の『第二類 第十一 下幌別の遺跡』の項にすでに、『幌

別川河口両岸の段地に数十個･･･(中略)･･･の竪穴存す』という付記があり、所掲の『附近の地勢』図をも参照すれば、

その数・配置は必ずしも正確ではないかもしれないが、本遺跡には、当時なお竪穴が遺されていたことがうかがわれ

る19)。こうした記録から考えれば、このホロベツ砂丘遺跡は、オホーツク文化にかかる竪穴住居址を遺す集落遺跡だ

ったと判断して誤りないであろう20)。ちなみに、筆者等の表面採集の資料によれば、本遺跡で発見される土器群は刻

文系文様をもつものが主体をなすようである。 

 さて、ここに述べてきた幌別川川口地域の二つのオホーツク文化関係遺跡は、二つながら竪穴住居址群を遺すこと

からみれば、いずれも、集落遺跡と見なければならないことが明らかであろう。そして、ここでも、再び両者の間隔

は１km程にすぎず、両者が同時に共存していたと考えることは困難のように思われる。この場合も、両者は時期を異

にしていた、たぶん、川尻北チャシ遺跡の集落がまず形成され、後に、それがホロベツ砂丘遺跡に移ったものと考え

ることができそうである。 

 幌別川川口を過ぎてさらに南東に続く沿岸には、再び、オホーツク海岸沿いに細長く続く発達した段丘地形が続く

ようになる。段丘の奥行きは、前記ウスタイベ岬の北よりはやや広く、ほぼ１km前後の幅で続いている。しかし、段

丘の末端はここでも10m前後の崖となって海岸線に接していることでは変りがない。崖下の海岸には、僅かな砂浜・砂

利浜がひろがるのみである。 

 オホーツク文化関係遺跡は、幌別川川口からしばらくの間は確認できない。ようやく、幌別川川口から直線距離で

５km強離れて、徳志別川川口左岸遺跡21)に出会う。 

 遺跡は、段丘を開析して海に注ぐ徳志別川の左岸段丘上にある。徳志別川によって開析された崖にも、またオホー

ツク海に面する崖にも近く、字義どおり、段丘端部に位置している。徳志別川川口の左右両岸にはいずれも、擦文文

化にかかるものと推定される竪穴群が遺されているが、本遺跡は左岸の竪穴群・いわゆる徳志別遺跡とは200m余離れ、

周辺には竪穴らしい凹所は認められない。筆者等は、1967年秋に１m×１mのボーリングピットを開けたが、地表から

50cm強の深さにまで遺物の包含が認められている22)。遺物は土器片がほとんどであり、僅かな続縄文期の土器片の他

は、いずれもオホーツク式土器と思われる。文様をもつ例は刻文系文様をもつ例のみであった。その他、附近の中学

生(当時)の採集資料によると、刻文例以外に、円形刺突文例・沈線文例・貼付浮文例各１点が認められている。 

 これらの所見から考えれば、この徳志別川川口左岸遺跡は、遺跡としてはそれほど大きな規模をもつものではなく、

また竪穴住居址は遺されていないものと判断して差支えないであろう。つまり、この遺跡もまた、前述の枝幸市街に

知られる２遺跡と同様に、シーズナル＝キャンプだったものと考えてよいと思われる。 

 徳志別からさらに南東にのびる沿岸は、再びそれまでの景観と大きな差をもってはいない。沿岸部には細長く、末

端で10m前後の崖を作ってオホーツク海に臨む平坦な段丘が続き、段丘崖の下の海岸には僅かな海浜が拡がるのみであ

る。そして、この段丘を開析して、海岸線にまた段丘の傾斜に直交して、ほぼ平行する多くの小河川がオホーツク海

に注いでいるが、ここでもまたオホーツク文化関係遺跡は確認できない。 

 次のオホーツク文化関係遺跡が確認されるのは、幌別川川口から30km・徳志別川川口からでも19kmほど隔った音標

においてである。 

 音標川川口の東には、この附近の単調な海岸線の景観には珍らしく、僅かではあるがオホーツク海に突出した岬が

ある。筆者等は1967年春の踏査の時点に、この音標岬に西側基部・漁港に降る道路の切通しで、沈線文＋刻文の文様

をもつオホーツク式土器の大破片を採集している23)。また、同年秋には、この岬の平坦部に数個の１m×１mのボーリ

ングピットを開けて遺跡の位置・範囲の確認に努めたが、いくつかのピットで土器片・石片等が発見され、さらにオ

ホーツク文化に典型的な有孔石錘をも表面採集しているにもかかわらず、われわれは、なお顕著な包含層ないし遺構

を確認しえていない24)。しかし、ここに述べてきた状況からみて、この音標岬のいずれかの地点にオホーツク文化に

かかる遺跡が遺されていることは、ほとんど、確かであると思われる。ここでは、正確な包含層あるいは遺構の位置・

範囲を確認しないまま、この岬の全域を指して音標岬遺跡と呼んでおくことにしたい。なお、この音標岬一帯ではこ

れまで竪穴は全く確認されていない。したがって、現状では、この遺跡も、またシーズナル＝キャンプと考えられる

べきもののようである25)。 
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 音標川川口からさらに南東にのびるオホーツク海沿岸地帯の景観は、これまでに述べてきた枝幸町管内のそれと基

本的に変らない。沿岸部にはさらに、段丘端部が10m前後の崖となってオホーツク海に臨む幅狭く・細長く続く段丘地

形がみられるのである。その崖下には、僅かな海浜が拡がるにすぎない。もちろん、そこには幌内川・雄武川・興部

川・藻興部川などのやや大きな規模の河川も注いでおり、それらの河口部にはそれぞれある広さの氾濫原がひろがら

ないわけではないが、それも、間もなく、また元の単調な景観に戻ってしまうのである。そして、すでに述べたよう

に、この地域には、上記のある規模の氾濫原をもつ諸河川の河口部を含めて、これまでになおオホーツク文化関係遺

跡は確認されてはいないのである。 

 

 筆者はさきに、オホーツク文化が、特にその後半の時期に、北海道北部と道東部で異なった展開をもったことを指

摘し、特に、道東部におけるそれが『道東型のオホーツク文化』ともいうべき独自の様相をもつにいたったこと、そ

して、それが他とは『‘歴史的な意味の差’をもつ人間集団』をその背景にもっていたことを想定した26)。筆者は、さ

らに加えて、そうした『道東型のオホーツク文化』ともいうべきものの成立が、その地域におけるいわゆる貼付浮文

土器群の出現とほぼ時を同じくしていたことにも注意した。逆にいえば、貼付浮文土器群を指標として、上にいう『道

東型のオホーツク文化』・その荷負者達の存在を推定することも、また不可能ではないと思われる。したがって、ここ

では、貼付浮文土器群を伴う遺跡とそれ以外の遺跡とが‘異なる人間集団’によって残されたものであったことを想

定し、上に述べてきた枝幸町管内のオホーツク文化関係遺跡群について、それぞれに関して、そのあり方を検討して

おくことにしたい。 

 貼付浮文土器群以外のオホーツク式土器群、すなわち刺突文系・刻文系・沈線文系の土器群については、枝幸町管

内に知られるいずれの遺跡でもその例をみることができる。その点から考えれば、そうした土器群によってうかがわ

れる‘人間集団’は、そのそれぞれについて時間的なズレはありうるにせよ、枝幸町管内のいずれの遺跡にもその足

跡を残していたことになる。しかし、それぞれの遺跡におけるそのあり方は、けっして同様ではないようにみえる。

それぞれの遺跡のあり方からみると、これらの遺跡群は、大きく竪穴住居址(群)の確認されている遺跡と、少なくと

もこれまでそれが確認されていない遺跡とに区分できそうである。 

 これらのグループについて、これまでに竪穴住居址の確認されている遺跡は、川尻北チャシ遺跡とホロベツ砂丘遺

跡の二つである。しかし、すでに注意したように、両者は、おそらく同時に併存したわけではなく、まず川尻北チャ

シ遺跡が、ついでそれに替る形でホロベツ砂丘遺跡が形成されたものと考えられるので、ある一時点をとってみれば、

そのいずれかひとつだけがあったものとみてよいのであろう。他の枝幸町管内の諸遺跡ではこのグループの竪穴住居

址は確認されていないので、少なくとも、これらのグループに関しては、川尻北チャシ遺跡＋ホロベツ砂丘遺跡が、

枝幸町管内に集中的に認められる一群のオホーツク文化関係遺跡群の唯一の集落遺跡だったと考えられることになる。 

 本書に報ずる目梨泊遺跡に関しては、すでに述べたように、確認されている竪穴住居址はいずれも貼付浮文土器群

を伴うもののようであって、これらのグループの竪穴住居址は確認されていない。つまり、これらのグループについ

ては、目梨泊遺跡はシーズナル＝キャンプとしてあったものと考えられてよさそうである。また、枝幸町管内のその

他のオホーツク文化関係遺跡・枝幸港遺跡・長林寺遺跡・徳志別川川口左岸遺跡・音標岬遺跡についても、それぞれ

の項に述べたように竪穴住居址の存在は確認されておらず、それぞれの遺跡の状況から考えて、実際、竪穴住居址は

残されていなかった、つまり、それぞれシーズナル＝キャンプとしてあったことを想定してよいかと思われる27)。さ

らに、これもすでに述べたように、筆者は、これらのうち長林寺遺跡と枝幸港遺跡が同時には存在しなかった、つま

りまず長林寺遺跡が遺され、後に、これに替って枝幸港遺跡が形成されたものと考えようとするので、結局、枝幸町

管内には、ある一時点をとってみれば、北西から南東に目梨泊遺跡・長林寺遺跡・徳志別川川口左岸遺跡・音標岬遺

跡の４つのシーズナル＝キャンプがあったことになろう。 

 結局、このグループに関しては、枝幸町管内の関係遺跡群は、川尻北チャシ遺跡あるいはホロベツ砂丘遺跡にあっ

た集落と、これに対応する形であった目梨泊遺跡・長林寺遺跡あるいは枝幸港遺跡・徳志別川川口左岸遺跡・音標岬

遺跡の４つのシーズナル＝キャンプというかたちに整理することができそうである。そして、こうした枝幸町管内に

おけるオホーツク文化関係遺跡群のあり方は、すでにわれわれが検討してきた礼文島におけるそれ28)および宗谷湾沿

岸とその附近におけるそれ29)と、きわめてよい一致をみせる、つまり、それらと等質な、筆者のいわゆる一『地域集

団』によって残された一群の遺跡群だったと理解することができよう。 
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 そう考えようとする場合、集落遺跡の遺される幌別川川口地域を中心としてシーズナル＝キャンプと考えられる諸

遺跡が海岸線に沿うてほぼ対称的なかたちで分布していることには、あるいは、それなりの意味があるのかもしれな

い。すなわち、幌別川川口から北西に６km程の所に長林寺遺跡および枝幸港遺跡が・南東に６km程の位置に徳志別遺

跡があり、さらに、目梨泊遺跡は北西20km程にあり、一方音標岬遺跡は南東25km程の位置にある。ついでにいえば、

目梨泊遺跡と長林寺遺跡あるいは枝幸港遺跡の間は約14km・長林寺遺跡あるいは枝幸港遺跡と徳志別川川口左岸遺跡

の間は約12km・そして徳志別川川口左岸遺跡と音標岬遺跡との間は約19kmであり、大差のない間隔で分布するようで

ある。筆者は、先に一『地域集団』のシーズンナル＝キャンプが、その集落から一定の距離の範囲内にあること、ま

た、相互にある間隔をおいて立地していたことを考えた30)が、ここにみられる遺跡分布は、特別な地形的・環境的な

制約がないかぎり、そして枝幸町管内の場合、すでにのべたように、比較的均質な、あるいはむしろ単調なといって

もよい地形的・環境的倏件の下にあると思われるのだが、そうした倏件の下では、上にいう二つの要件を充足する最

も合理的なかたちだったのかもしれない31)。その意味では、枝幸町管内におけるオホーツク文化関係遺跡の分布は一

『地域集団』によって遺された遺跡群のひとつの典型的なあり方を示しているということもできるのではあるまいか。 

 ただし、長林寺遺跡と枝幸港遺跡については、すでにそれらが時期を異にしてあったことを考えたのだが、他の３

つのシーズナル＝キャンプと考えられる遺跡、目梨泊遺跡・徳志別川川口左岸遺跡・音標岬遺跡が、この地域におけ

るオホーツク文化の存続期間を通して併行してあったかのどうかは、必ずしも、明らかであるとはいえない。たとえ

ば、ここに報ずる目梨泊遺跡については、後に詳細を述べるが、これまでの調査の結果によってみれば、刺突文系文

様をもつものを主体とするような土器群の存在は考え難いようであって、川尻北チャシ遺跡に集落があった時期には、

ここにはなおシーズナル＝キャンプが成立していなかった可能性が強いように思われる。そして、こうした事例を考

慮にいれるとすれば、僅かな表面採集の資料のみによって確定的にいうわけにはゆかないが、音標岬遺跡についても、

これまでに刺突文系土器が発見されていないことからみて、あるいは、北海道におけるオホーツク文化の当初の時期

にはシーズナル＝キャンプとして成立していなかった可能性が考えられてよいのかもしれない。そう考えるとすれば、

まず川尻北チャシ遺跡に集落があった期間には長林寺遺跡と徳志別川川口左岸遺跡にシーズナル＝キャンプが作られ、

集落がホロベツ砂丘遺跡に移った後に、それと同時であったかのどうかは明らかではないが、目梨泊遺跡・音標岬遺

跡にもシーズナル＝キャンプが作られるようになった、また、これもどの時点かは明らかでないが、長林寺遺跡にあ

ったシーズナル＝キャンプが枝幸港遺跡に移ったと考える、そういう経過を想定することも、あながち、考えられな

いことではないのではないのかもしれない。むろん、あらためていうまでもないが、こうした想定が成立しうるか否

かは今後の調査・研究に俟たなければならないであろう。 

 一方、貼付文土器群によって示されるグループに関しては、これもすでにみてきたように、目梨泊遺跡に竪穴住居

址群を遺していること、つまり、そこがこうしたグループに関して集落としてあったことが知られている。枝幸町管

内の他の関係遺跡にはそうした例は知られていないので、目梨泊遺跡は、このグループに関して、この地域で唯一の

集落だったことになろう。 

 貼付文土器は、さきにみたように、他に、枝幸港遺跡および徳志別川川口左岸遺跡でも発見されている。しかし、

これら２遺跡におけるそのあり方が明らかでないため断定的にはいえないが、これらの資料が、目梨泊遺跡のこのグ

ループの集落と時間的に対応するものであったかどうかには、疑問がある。すなわち、貼付文土器群が盛行する道東

地域において、このグループにかかわるものと考えられる竪穴住居址を遺さない遺跡・シーズナル＝キャンプが確認

されている事例はこれまでに知られていないし、一方、道北地域のいくつかの遺跡では、沈線文をもつものを主体と

する土器群に共伴するかたちで、少数ではあれ貼付文土器が発見される例が知られている32)からである。上の２遺跡

でこれまでに知られている貼付文土器はかなり少数にとどまっているので、それらは、特徴を異にする他のオホーツ

ク式土器群に共伴するものであった可能性が大きいように思われる。 

 結局、これまでに知られる資料によってみれば、枝幸町管内に遺された貼付文土器群によって示されるグループの

遺跡は、本書に詳細を報ずる、集落としての目梨泊遺跡のみであったと考えられる。このグループが、この地域に集

落遺跡のみを遺し、シーズナル＝キャンプを作っていなかったらしいことは、北海道東部の各地におけるそのあり方33)

と一致するものであるといえる。しかし、その集落がひとつだけ孤立する形であることは、道東部におけるそのグル

ープの『地域集団』のあり方34)とは、ある差がありそうである。ちなみにいえば、目梨泊遺跡は貼付文土器群によっ

て示されるグループの竪穴住居址群を遺す遺跡＝集落としては、最北に位置するものである。 
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 以上に述べてきたところによって、枝幸町管内に分布する、明らかに他とは異なる一群をなすと思われる、オホー

ツク文化関係遺跡群の中での目梨泊遺跡の位置はほぼ明らかにしえた、あるいは、それについてほぼ明らかな見とお

しをうることができたものと考える。 

 すなわち、オホーツク文化の荷負者達がこの地域に姿を現した当初の時期には、目梨泊遺跡はなお利用されてはい

なかったと思われる。この遺跡が彼等によって利用されるようになったのは、おそらく、彼等のこの地域における中

核的な集落が、川尻北チャシ遺跡からホロベツ砂丘遺跡に移って以後だったであろう。オホーツク文化の荷負者は、

夏を中心とする季節の主として魚撈のためのシーズナル＝キャンプとしてこの目梨泊遺跡を利用しはじめたのだと思

われる。あるいは、一年の他の期間・冬を中心とする季節にも、海獣狩猟のためのテンポラリー＝キャンプとして遺

跡が利用されることがあったかもしれない。目梨泊遺跡は、ついでオホーツク文化の荷負者によって定着的な集落と

して利用されるようになる。しかし、この遺跡に集落を形成した集団は、おそらく、ホロベツ砂丘遺跡に集落を、そ

して、この遺跡にシーズナル＝キャンプを遺していた‘集団'・ないしその直接の後裔ではなかった可能性が大きい。

そこでは、‘人間集団’の交替があったらしい、つまり、かつてあった‘集団’は、たぶん、道北部の他のオホーツク

文化の荷負者達、たとえば宗谷湾沿岸およびその附近にあった‘集団’などの動向と連動するかたちで、ある時期に、

この地域・枝幸町管内から撤退していたと思われる35)のであり、『目梨泊遺跡におけるその集落の形成は、道東型のオ

ホーツク文化・その荷負者達のこの地域への新たな進出の結果だったと考えられよう』36)。 

                                    （大 井 晴 男） 

 

   

 1) 大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究１、オンコロマナイ貝塚』東京大学出版会、1973。 

 2) 浜猿払本間牧場遺跡については、1969年、北海道大学文学部附属北方文化研究施設で小規模な発掘調査を行っている。その結果、

刻文系土器群を主とする遺物群が発見されたが、竪穴住居址は確認されていない。詳細は、あらためて報告することを予定してい

る。 

 3) 前註２にいうように、浜猿払本間牧場遺跡は、竪穴住居址が認められないことに加えて、遺跡の規模も小さく、またその位置か

ら考えても、従来オホーツク文化に関して知られる集落遺跡・シ-ズナル＝キャンプとは、やや性格を異にする遺跡かと疑われる。

筆者は、下記の論文で、『(ふたつの地域集団の間の･･･筆者註)何らかの交渉にかかわる遺跡だったかもしれない』と述べたことが

ある。遺憾ながら、われわれはなおこれを裏づける積極的な資料・データをえてはいないが、こうした推測によって考えれば、『地

域集団』を示唆する一群の遺跡群のあり方から考えて、本文にいうように、両者・宗谷湾沿岸の遺跡群と枝幸町の遺跡群の間には、

明らかな遺跡分布の空白地帯があることになろう。 

  大井晴男「オホ-ツク文化の社会組織｣『北方文化研究』第12号、1978、93～138頁。 

 4) 北海道大学文学部附属北方文化研究施設の踏査による。 

  なお、本遺跡は、筆者が、これまで『音標遺跡』の名で論文等にふれてきた遺跡である。しかし、北海道教育庁遺跡台帳では、

音標川川口右岸の別の遺跡をさして、すでに『音標遺跡』の名称を与えているので、以下、混乱を避けるために、この名称を用い

ることにする。 

 5) 小柳正夫・因幡勝男「栄遺跡略報｣『もうぺっと』創刊号、紋別郷土史研究会、1969、3～15頁。 

 6) もっとも、この間にオホーツク文化にかかわる資料が全く知られていないわけではない。たとえば、雄武町沢木および興部町沙

留では、いずれもオホーツク式土器が採集されたことがあるといわれており、われわれもそのいくつかを実見している。しかし、

われわれの踏査ではその出土地点を遂に確認することができなかったのであり、現状では遺跡の存否について疑問符をつけざるを

えない。かりに、そこに遺跡がある(あるいはかつてあった)としても、きわめて小規模のものだったのではあるまいか。もちろん、

たとい小規模のものであれ、遺跡がある(あるいはあった)とすれば、その意味は当然考えられなければならないであろうが、ここ

に考えようとするある地域的範囲の中の遺跡群という視点からは、極論すれば、あえて無視しても差支えないのではないかと考え

ている。その後、北海道開拓記念館の調査によって雄武竪穴群遺跡の一部にオホーツク文化にかかる竪穴住居址が確認され、ま

た、紋別市郷土博物館の調査によって雄武川川尻遺跡で貼付文土器群を共伴する竪穴住居址が確認されているようであって、上

の議論は、明らかに、改変を必要とする。関係する問題については、第Ⅱ部に議論しているので、参照されたい。〕 

 7) 前註３引用の大井論文参照。 
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 8) こうしたみとおしについては、前註３引用の大井論文他にすでにふれたことがある。 

 9) 委細は後にあらためて詳論する予定である。こうした理解については、すでに大井がいくつかの論文等にふれたことがある。た

とえば下記の論文等を参照されたい。 

  大井晴男「遺跡・遺跡群の型式論的処理について―オホーツク文化の場合―」『北海道考古学』第18輯、1982、55～81頁。 

 〔なお、その後の北海道開拓記念館の調査によって、目梨泊遺跡から300ｍほど南に離れて、ウバトマナイチャシに、円形刺突文

土器群を共伴するオホーツク文化にかかる竪穴住居址が確認されている。目梨泊遺跡の形成を考えるためには、無視できないとこ

ろであろう。関係する問題については、これも、第Ⅱ部に議論しているので、参照されたい。〕 

10) 松下亘氏他は、下記の報文で、ウスタイベ附近の海浜での発掘調査の結果を報じたうちに、続縄文期の遺物に混って、『オホー

ツク式土器に対比される公算が大きい』資料があったことを報じておられる。しかし、氏等の記述のしかたにもうかがわれるとお

り、この資料がオホーツク文化の荷負者によって残されたものか否か、かならずしも明らかであるとはいえないようである。とも

に報告された石器・骨角器他の資料を考慮しても、その事情は同様である。つまり、現状では、この地点にオホーツク文化の荷負

者がいずれかの遺跡を残したと断言するわけにはゆかないことになる。さらに今後検討を必要としようが、ここでは、この遺跡は

オホーツク文化にかかるものではなかったと考えて、論を進めておくことにしたい。 

    松下亘・中村斎・野村崇・中田幹雄・赤松守雄・山田悟郎・平川善祥・門崎允昭「枝幸町ウスタイベ遺跡予備調査報告｣『開拓

記念館調査報告』第９号、北海道開拓記念館、1975、35～78頁。 

  なお、北海道教育庁遺跡台帳によれば、この間ウバトマナイ２遺跡・チカペツナイ川遺跡・ヤマウス遺跡等でもオホーツク文化

にかかわる遺物が発見されているという記載があるが、筆者等の踏査では確認されていない。ここでは、これらに関してもオホー

ツク文化にかかる遺跡ではないものと考えておくことにする。 

11) 枝幸町教育委員会佐藤隆広氏のご教示によれば、遺跡の範囲はかなり広く、ブロック状に分布しているのではないかという。御

教示をいただいた佐藤氏に御礼申上げる。 

12) 枝幸町教育委員会佐藤隆広氏の採集資料による。 

13) 大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究２･３、香深井遺跡上・下』東京大学出版会、1976・1981。および、前註１報告

書、前註３・９引用の大井論文等を参照されたい。 

14) 下記文献では、本遺跡に５個の竪穴があることを記しているが、おそらく、竪穴のひとつが後に壕で切られたことによる誤認で

はないかと思われる。 

  北海道庁編『北海道史(附録地図)』1918。 

15) 大場利夫・新岡武彦・大井晴男・菊池俊彦『枝幸町川尻北チャシ調査概報』枝幸町教育委員会、1972。 

  なお、この調査の詳細は、『オホーツク文化の研究５』の一部として報告することを予定して、準備中である。 

16) 前註15文献の第18図８・13。これらの資料は、おそらく下記論文に伊東信雄氏のいわれるいわゆる『南貝塚式土器』に類するも

のであって、これまでの北海道における知見から考えれば、こうした資料が２号竪穴出土の土器群に共伴することはありえないも

のと思われる。 

  伊東信雄「樺太先史土器編年試論」『喜田貞吉博士追悼記念国史論集』東北帝国大学国史学会編 大東書館 1942、19～44頁。 

  なお、下記の大井論文をも御参照いただければ幸いである。 

  大井晴男「土器群の型式論的変遷について―型式論再考―｣『考古学雑誌』第67巻第3号、1982、22～46頁。第67巻第4号、

1982、28～47頁。 

17) 筆者は、従来、｢川尻遺跡｣と呼んできたが、ここでは以下北海道教育庁遺跡台帳の呼称にしたがっておくことにする。 

18) 前註３引用の大井論文。 

19) 前註14引用の文献参照。 

20) その後、1983年秋、枝幸町教育委員会を事業主体者とする河川改修工事に伴う事前調査によって、現国道の西・山側でオホーツ

ク文化にかかる竪穴住居址２例が確認されているという。これらは、おそらく、国道の東・海側の遺物散布の認められる砂丘頂部

附近から新・旧国道の道路敷地を含めてひろがるいわゆるホロベツ砂丘遺跡の一部をなすものと考えられる。すなわち、本文にい

う判断が誤っていなかったことが、ここに実証されたわけである。上記調査について御教示をいただいた佐藤隆広氏に御礼申上げ

る。 

21) 筆者がこれまで『徳志別遺跡』と呼んできた遺跡である。しかし、北海道教育庁遺跡台帳では、後にいう左岸や奥のおそらく擦

文文化にかかる竪穴群を指して『徳志別遺跡』と呼んでいるので、以下混乱を避けるために、このように改称しておくことにする。 
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22) このボーリングテストの結果は、他の踏査の記録とあわせて、後に『オホーツク文化の研究５』に報告することを予定し、準備

中である。 

23) 前註９論文の中で大井は『(貼付浮文土器が･･･筆者註)音標遺跡で１片が表面採集されている』と書いているが、それはこの土

器片のことであり、充分に確認しないままに書いた筆者の誤りである。ここに訂正しておきたい。 

24) この結果についても、前註22の場合と同様、後にあらためて報告する予定である。 

25) 筆者は、前註９論文の註102で、本遺跡について『あるいは貼付浮文土器群を伴う竪穴住居址が遺されていたのではないか、少

なくともそのグループに関しては集落としてあったのではないか』と書いたが、これは前註23にいう筆者の誤りに由来するもので

あり、本文に述べたところにも明らかなように、そうした可能性はほとんどないと思われる。ここに前言を撤回しておくことにし

たい。 

26) 前註９引用の大井論文。 

27) ただし、これらのうち枝幸港遺跡のみは、他とは立地を異にして砂丘上にあることで注意を要するかもしれない。しかも、遺跡

附近はすでに市街化が進んでおり、遺跡の原状をうかがうことは困難である。つまり、かりに竪穴住居址が残されていたとしても

地表からは確認できない状況になっている可能性が大きいことになる。したがって、調査の現状では、枝幸港遺跡に竪穴住居址が

残されなかったと断言することは困難であるといわざるをえない。しかし、枝幸町管内の関係遺跡群のあり方から考えれば、この

遺跡は竪穴住居址を残さないシーズナル＝キャンプであったと考えてよいのではないかと思っている。 

28) 前註３文献。 

29) 前註１文献。 

30) 前註３引用の大井論文。 

31) 筆者は、かつて、前註３引用の論文中で、礼文島におけるオホーツク文化関係遺跡群についても、それらが『ほぼ等間隔に配さ

れて』いることに注意した。しかし、この場合、筆者は、聚落遺跡としての香深井Ａ遺跡をも含めて、そうした状況を考えていた

のであって、その背景には、香深井Ａ遺跡が、夏を中心とする季節にもそこに残留した『地域集団』の成員の一部によっていたこ

とが考えられていた香深井Ａ遺跡に夏を中心とする季節における利用を示す資料・データがあることが前提倏件となっていたわけ

である。しかし、ここに問題とする枝幸町管内の関係遺跡群の場合、さきに本文に注意した等間隔のシーズナル＝キャンプの分布

が、その中央にある聚落としての川尻北チャシ遺跡あるいはホロベツ砂丘遺跡を飛越した形で捉えられていることには注意が必要

かもしれない。つまり、この場合、シーズナル＝キャンプが等間隔にあると考えるためには、川尻北チャシ遺跡あるいはホロベツ

砂丘遺跡が夏を中心とする季節には利用されていなかったことを想定する必要があることになろう。そして、実際、枝幸町管内の

関係遺跡群の分布からみるかぎり、そうした想定はけっして不可能ではないものと思われる。そうした意味で、枝幸町管内のオホ

ーツク文化関係遺跡からうかがわれる『地域集団』のあり方・ないしそのセツルメント＝パターンは、少なくとも礼文島における

それとはやや差をもっていた可能性がありえよう。こうした想定を検証するためには、おそらく、川尻北チャシ遺跡あるいはホロ

ベツ砂丘遺跡について、それらが夏を中心とする季節に利用されていなかったことを確認することが必要であろう。しかし、少な

くとも前註15文献にその概略を報じたわれわれの川尻北チャシ遺跡における調査からは、それを確認することはできないようであ

る。さらに今後の調査・研究に俟つことにしたい。 

 ついでに付言すれば、筆者は前註９引用の論文中で、『川尻遺跡』＝ホロベツ砂丘遺跡について、『ⅠＡ型』の聚落遺跡、つまり海

岸砂丘上に・海に面して立てられた竪穴住居が・海岸線に平行するように横に並列してある形の聚落の遺跡であろうことを想定し

た。しかし、佐藤隆広氏の御教示にしたがえば、前註20にいう調査によって完掘された竪穴住居址１例は、その長軸を海岸線に並

行に、川に向って作られていたという。こうした結果は、明らかに上の想定とは一致しない。しかし、この発掘地点は、遺跡の中

心部を外れているかと思われるので、これだけの結果から最終的な結論を導くことは困難であろうと考えている。ここでも、さら

に今後の調査・研究に俟つことにしたい。 

32) そうした事例としては、オンコロマナイ貝塚・香深井Ａ遺跡・元地遺跡などの例をあげることができる。 

  大井晴男「礼文島元地遺跡のオホーツク式土器について―擦文文化とオホーツク文化の関係について、補論２―｣『北方文

化研究』第６号、1972、１～36頁。 

  および、前註１・13文献。 

  なお、礼文町上泊遺跡・東利尻町鷲泊遺跡でも貼付浮文土器の発見が報じられているが、出土状態等明らかでないためにコメン

トを留保しておくことにしたい。 

  大場利夫「北海道周辺地域にみられるオホーツク文化―Ⅱ礼文島・利尻島―｣『北方文化研究』第３号、1968、１～43頁。 
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  なお、利尻町亦稚貝塚でも類似するところのある資料が調査・報告されているが、この事例については別の配慮が必要かと思わ

れるので、ここでは除外しておくことにしたい。改めて論ずる機会があろうと思っている。 

  岡田淳子他『亦稚貝塚』利尻町教育委員会、1978。 

33) 前註３引用の大井論文、参照。 

34) 前註９引用の大井論文、参照。 

35) 前註32引用の大井論文。 

36) 前註９引用の大井論文。 

 

 

第２節 目梨泊遺跡およびその附近の地形 

 

 斜内山道・神威岬の先端に立って南を眺めると、岬に続く斜内山の山腹をなす急峻な斜面と深い沢・ショーシュッ

オマナイ1)を隔てて、背後に高くない山稜を負って海岸沿いにひろがる平板な段丘地形をみることができる。やや遠く

には目梨泊からヤマウスに至る人家が点在し、海抜201mの三角点を山頂にもつ山臼山道に続く無名のピークの丸い山

容が眺望をかぎっている。その海岸線を縫うように、国鉄興浜北線と国道238号線がうねうねと続くのがみられる。目

梨泊遺跡は、この目近の段丘上に残されているのである。 

 海抜20m程の高さで斜内山の南東側山腹を回った興浜北線は、ショーシュッオマナイを渡ると深い切通しを通って段

丘上に出て、チカポオツナイ沢に達する。国道も、ショーシュッオマナイの落口で直角に近く曲折した後、海岸沿い

に、段丘の末端を削って、緩く段丘上に上ってゆく。段丘は、ここでは北端で海抜30m強と最も高く、南南東にむかっ

て緩く傾斜し、チカポオツナイに切られるあたりで海抜16m程になる。この端部は、後にいう国道補修の際に国道のレ

ヴェルまで削られており、その断面には黒耀石の剥片等が少量散布している。つまり、この削られた端部およびそれ

に続く部分には、いずれかの遺跡が残されていることが考えられるが、現状ではその詳細は明らかではない。 

 チカポオツナイと次のフーシナイポは、その落口で100m強離れており、両沢の間には段丘が舌状の台地の形に残さ

れる。チカポオツナイは、台地にかかるあたりで、樹枝状に四つの小沢に分岐するが、その最も南の小沢はフーシナ

イポ寄りに弯曲して入っているために、この舌状の台地は、基部で幅狭く・末端で広い形になる。その基部・興浜北

線の横切るあたりで台地面の幅は30m程、端部近く・国道238号線に切られるあたりで80m強の最大幅をもつようになる。

この舌状の部分こそ、本書に報じる目梨泊遺跡の主要部分である(第２図)。 

 1967年、筆者等の北海道大学文学部附属北方文化研究施設のスタッフが稚内から湧別に至るオホーツク海沿岸の遺

跡の分布調査の途次、この地域を訪れた際、本遺跡はすでに現国道238号線の開鑿によって、現状に近い形になってい

た。すなわち、舌状の台地は、その末端に近い所で、深さ２mに切り通されていたのである。現国道は、1964年に、現

在興浜北線の山側に廃道として痕跡を残す旧道に替るものとして開鑿されたが、その工事に際しては、多くの土器・

石器等の遺物が出土したという。さらに、翌1965年、チカポオツナイを埋めた土盛りの一部が崩壊し、この補修のた

めに、舌状の台地の北半の表土を押し、またチカポオツナイの対岸を前述したように国道のレヴェルまで削って利用

したらしい。つまり、筆者等がはじめてこの遺跡に立った折の状況は、ほぼそうした状況にあったわけである。後に

示す第３図は、そうした状況を示している。 

 その時点の状況で、舌状の台地は興浜北線に接する部分が最も高く、海抜20mをはかり、これから全体に東北にむか

って緩く傾斜し・高度を減じている。台地の北端の現国道に接するあたりの高度は、海抜15m程になる。現国道による

切り通しの東側・海寄りの部分は、近時の地形変改の後が明らかであるが、基本的には同様に南寄りにわずかに高く、

北にむかってわずかに傾斜している。興浜北線および国道によって埋められた部分を除いて、台地の周縁は30～40度

の急斜面にとりまかれている。なお、台地の北西縁に沿う形で、旧国道から海浜へ降る小道が痕跡的に残っているの

が認められる。台地上は、鉄道路線と国道を除く他は、わずかな潅木がある他は草地になっているが、最近削平され

た国道の東・海側の部分および国道の西側でもその北半部は粗であり、台地の西・南寄りでは草は笹を混えて密であ

り、また草丈も大きい。 
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 1969年の本遺跡発見当時、ほぼこの台地の全域に遺物の散布が認められたが、その分布は国道両側の台地中央部に

密であった。後にいう16トレンチの附近であるが、これは、さきに述べた国道の補修の際の削平がこの附近にまでお

よんだ、つまり、この部分で表土が僅かに削りとられ、遺物包含層が露呈していたためだと思われる。後に述べる発

掘調査の結果からみると、遺跡の範囲はこの台地の全域におよんでいたと考えてよさそうである。なお、遺物の散布

は鉄道路線にほとんど接するところまでおよんでいたが、それより山寄り・西側では認められなかった。確認してい

るわけではないが、遺跡の範囲はそこまで及んでいなかったものと考えてよいであろう2)。また、国道の西側の台地南

縁・フーシナイポに面する台地縁に、竪穴２個が認められた。このうち、国道寄りのものが1968年に発掘調査し、１

号住居址と呼んだ竪穴住居址である。一方、台地北東縁の最も奥にも、同様に竪穴１個が認められたが、これは、後

に1970年以降の発掘調査によって、国道に接する場所から台地北東縁に沿うて並んでいることが確認された４・３・

２号住居址に続くものだったことが明らかになった。より北寄りに位置する１・３・４号住居址は、前述の国道補修

のための削平の際に埋められて、表面からは確認できない状況になっていたわけである。これらの状況から考えれば、

この台地の1964年に開鑿された現国道238号線の路線部分、および、1965年の国道補修に際して削平された国道の東・

海側の部分にも、それを確かめる術はすでにないが、いくつかの竪穴住居址が残されていたことが推定できることに

なる。実際、1974年春、こんどは遺跡の南側のフーシナイポを埋立てた部分で国道の一部が崩落し、これを補修する

ために遺跡の南東部・国道の東側の部分が採土のために一部抉られてしまったのだが、この断面で、竪穴住居址と考

えられるものの一部を認めている。 

 結局、このチカポオツナイとフーシナイポにはさまれた舌状の台地上には、興浜北線より東の全域におよんで、現

国道の道路敷地およびそれより東のすでに削られてしまった部分を含めて、竪穴住居址を含む遺跡が残されていたも

のと考えられる。 

 これに加えて、1967年に発掘調査と併行して遺跡附近の地形測量をした折に、この舌状台地の北東側に入るチカポ

オツナイの枝沢を隔てた細い尾根状の平坦面の末端にも、径10m近い大型の竪穴が残されていることが注意され、さら

に、これより北へ50m程離れて、チカポオツナイの本流を含めて沢２本を隔てた尾根状の平坦面の末端にも、深い笹原

の中に、同様な竪穴が残されていることが発見された。これらの地点はいずれも草あるいは笹に深くおおわれ、地表

で遺物等を見ることはできないのだが、竪穴の形状・それらの位置関係などから考えて、両者が前記の舌状の台地上

に確認されている竪穴につながるものであること、つまり、オホーツク文化にかかる竪穴住居址であることは、ほと

んど疑問の余地がないように思われる。目梨泊遺跡は、前記舌状の台地上にとどまらず、これらの地点まで拡がって

いたものと考えられる。 

 こえて1974年になって、目梨泊在住の中村三郎氏の教示によって、興浜北線より西・山側を走る旧国道のさらに西・

山側にも遺跡があることを知った。すなわち、西に100m余離れて、チカポオツナイ本流とすぐ南の枝沢にはさまれた

尾根がやや広くなった海抜24～26m程の緩く東に傾斜する平坦部である。この地点は、敗戦後しばらくの間、中村氏に

よって耕作されていたことがあり、当時土器片等が採集できたという。現状はすでに耕地としては放棄されており、

わずかな権木を混えた草地となっているが、われわれもここでオホーツク式土器数片を採集することができた。つま

り、この地点にもオホーツク文化にかかる遺跡が残されていた3)ことが想定できるのであるが、これが前記の竪穴群を

含む地点とつながるものであったかどうかは、確認されていない。しかし、かりにそれが遺跡として離れてあったと

しても、それがオホーツク文化にかかる遺跡だったとすれば、前記の竪穴群を含む遺跡と無関係にありえたとは考え

難いように思われる。したがって、ここでは、両者が密接な関係をもつ・一連の遺跡だったことを推定しておくこと

にしよう。 

 結局、本書では、前記した竪穴住居址群および包含層の確認されている舌状の台地の部分、および小沢を隔てて竪

穴の確認されている２地点、さらに上記の旧国道奥のオホーツク式土器の採集されている地点までを含めて、目梨泊

遺跡と呼んでおくことにする。 

 フーシナイポより南でも、依然、同じ段丘地形が続いている。しかし、フーシナイポから南東へ300m程のところに

落ちるウバトマナイまでの間、筆者等の調査によれば、遺物等の確認しうる地点はなく、遺跡は残されていないよう

である。ただし、北海道教育庁遺跡台帳によれば、フーシナイポの南に接し、その落口部で海に張りだした小突部が

ヤムワッカチャシとして、また、ウバトマナイの落口の北に接する同じような突出部がウバトマナイチャシとして、

それぞれ登載されている4)。遺跡台帳には、それぞれ突出部の基部に壕があるとされているが、筆者等の調査では確認
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されていない。したがって、これらがチャシであったか否かについては、ここでは問題を留保しておくことにしたい5)。

また、上記ウバトマナイチャシとして登載されている地点は、オホーツク文化にかかる遺跡として、ウバトマナイ遺

跡という名称で遺跡台帳に登載されている。これは、菅正敏氏の記載6)に基づくもののようであるが、やはり筆者等に

は確認できなかった。 

 第２図にみられるように、ウバトマナイの南東側にはやや顕著な岬状の突出部が形成されている。この突出部の上

面もまた同じ段丘地形の続きであって、その基部で幅100m程、突端でも40m程の幅をもつ平坦面となっている。全体に

緩く東に傾斜し、基部で海抜20m程・突端で海抜12m程をはかるこの岬状突出部のほぼ中央にはカムイランドと稱する

施設が作られ、国道からその施設にいたる間は、通路および駐車場として整地がおこなわれている。これらの施設・

駐車場の建設に際して、岬状突出部の基部附近の北縁・ウバトナマイに面する地点で、石器・石片等が発見されてい

るらしい。枝幸町の遺跡台帳には、ウバトマナイ２遺跡として登載されている。筆者等も、この地点で石器・石片等

を採集しており、ここにいずれかの遺跡があったことは確かなようである7)。なお、カムイランドより海寄りの先端部

附近では、筆者等が繰返し踏査したにもかかわらず、遺跡は確認できなかった。 

 さらにこれより南東でも、第２図の範囲からはずれるが、同様の段丘地形が続き、現在の目梨泊の聚落に至ってい

る。しかし、少なくともこれまでのところ、この附近では遺跡は全く確認されていない。目梨泊の現在の聚落を過ぎ

て、枝幸漁港に近いチカペツナイ川川口右岸のチカペツナイ遺跡まで遺跡分布の空白が続くのである。 

 さて、以上にみてきたことに明らかなように、この地域・目梨泊遺跡の附近では、目梨泊遺跡を除いて顕著な遺跡

は認め難いようである。もちろん、オホーツク文化に関しては、すでに目梨泊遺跡がある以上、これまでのオホーツ

ク文化にかかる遺跡の分布についての知見8)から考えて、附近に他の遺跡がないことは驚くにはあたらない。それはま

た、この附近におけるオホーツク文化の荷負者達のシーズナル＝キャンプないし集落が、この地点から動かなかった

ということでもあろう。しかし、オホーツク文化にかかるもの以外の例が認められないことは、注意に値するかもし

れない。つまり、たとえば縄文文化・続縄文文化あるいは擦文文化にかかる明らかな遺跡は、少なくともこれまで、

確認されていないのである。おそらく、これまでの所見から考えれば、今後ともそうした遺跡が発見されることは期

待できないのではないかと思われる。 

 こうした状況は、たぶん、その大きな部分でこの地域の地形的・環境的な倏件に由来するものではあるまいか。す

なわち、この地域の海岸沿いに幅狭く・細長くのびる段丘地形とすぐ背後に迫る山地、段丘崖の下の岩礁と砂丘を越

えたわずかな海浜は、少なくとも縄文文化・続縄文文化・擦文文化等の荷負者達にとって、けっして好適な生活環境

として映らなかったであろうし、その故にこの地域にはそうした遺跡が残されなかったのではないかと疑われるので

ある。それとの対比で考える時、オホーツク文化の荷負者によってこの地点に目梨泊遺跡が残されたこと、しかもか

なりの期間におよんで・ある規模の集団によって、継続的な形でこの遺跡が利用されていたと想定されることは、改

めて注目されてよいかと思われる。それは、オホーツク文化の荷負者達が、縄文文化・続縄文文化・擦文文化等の荷

負者達とはいちじるしく異なった生業を、あるいはもっと広く、異なった行動様式をもっていたことを、示唆するも

のではあるまいか。そして、われわれは、まさにそこに、オホーツク文化のひとつの特色を認めることができるので

はないかと思うのである。 

                                     (大  井  晴  男) 

 

   

 1) 目梨泊附近の細かい地名等については、国土地理院の５万分の１地形図等にもほとんど記載がない。ここでは、以下、下記の文

献に記載するところによることにしたい。 

  更科源蔵「枝幸町地名解」枝幸町史編纂委員会編『枝幸町史 上』枝幸町、1967、107～138頁。 

 2) 〔その後、1990～1992年に行われた枝幸町教育委員会による発掘によって、旧国鉄興浜北線の北にも遺跡が拡がっていることが

確認されている。第Ⅱ部第１章を参照されたい。〕 

 3) 中村三郎氏の談話によれば、氏の採集された土器片は「口のところに縄目がつき、以下無文だった」という。氏のいうところは、

いわゆる「鈴谷式土器」を思わせるが、資料は紛失しており、確かめることができない。本文にいうように、われわれの採集した

資料はオホーツク式土器と考えられる土器片のみであった。なお疑いが残るが、ここでは、われわれの確認しえた資料によって、

オホーツク文化にかかる遺跡だったと考えておくことにする。中村三郎氏の御協力に深謝申しあげる。 
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  〔その後、枝幸町教育委員会による発掘調査によって、この地点にはオホーツク文化にかかる墓群が確認されている。第Ⅱ部第

１章を参照されたい〕 

 4) 〔その後の北海道開拓記念館の調査によって、目梨泊遺跡から300ｍほど南に離れて、ウバトマナイチャシに、円形刺突文土器群

を共伴するオホーツク文化にかかる竪穴住居址が確認されていることは、第１節の註９に触れたとおりである。〕 

 5) これらについて北海道教育庁文化課(当時)高橋和樹・長沼孝の両氏に御教示をいただいた。記して御礼申上げる。 

 6) 菅正敏『枝幸の先史文化』1966、枝幸町郷土研究会。なお、前註４を参照されたい。 

 7) 北海道教育庁遺跡台帳では、この遺跡を擦文文化・オホーツク文化にかかるものとしているが、その根拠は明らかでない。少な

くとも、筆者等の踏査の結果では、そうした推定を可能にするような資料はえられていない。また、河野本道氏は、下記の文献で、

おそらくこの地点を『遺物確認地点』としてあげ、同文献の第48図４・11、第50図３・７、第51図10、第52図３・５・６・７・８・

12、第53図８等のオホーツク式土器、および第54図の３例のオホーツク文化にかかるものと思われる３例の石錘などをその地点出

土の資料として掲げておられる。しかし、第52図５・８の『久住氏蔵』とされたものおよび第54図の『枝幸高蔵』とされた３点の

石錘を除いて、他の『目梨泊中蔵』とされた資料は、筆者の知るかぎりいずれも本書にいう目梨泊遺跡出土の例である。さきの第

52図５・８および第54図の石錘も、たぶん同様であろうと思われる。河野氏の記述は、おそらく誤った伝聞の結果であろう。 

  河野本道「枝幸町の先史時代」枝幸町史編纂委員会『枝幸町史 上』枝幸町、1967、15～105頁。 

 8) 下記文献等を御参照いただきたい。 

  大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究１、オンコロマナイ貝塚』東京大学出版会、1973。 

  大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究２、香深井遺跡 上』東京大学出版会、1976。 

  大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究３ 香深井遺跡 下』東京大学出版会、1981。 

  大井晴男「オホーツク文化の社会組織｣『北方文化研究』第12号、1978、93～138頁。 

  大井晴男「遺跡・遺跡群の型式論的処理について―オホーツク文化の場合―｣『北海道考古学』第18輯、1982、55～81頁。 

 

 

第３節 目梨泊遺跡調査の経緯 

 

 筆者ら大井晴男・重松和男・菊池俊彦の３名が、はじめて目梨泊遺跡に立ったのは1967年７月29日であった。 

 その前年・1966年に、北海道大学文学部に附属北方文化研究施設が開設され、その第１部門として考古学部門がス

タートしたが、大場利夫教授(当時)および上記３名のスタッフは、部門の当面の調査・研究対象として、まず北海道

北部におけるオホーツク文化をとりあげることにしたのである。われわれは、その最初の調査地として、稚内市オン

コロマナイ貝塚をとりあげ、1966年９月その発掘調査を実施した。この調査の詳細については、すでにこのシリーズ

の第１巻『オホーツク文化の研究１、オンコロマナイ貝塚』1)に報告したが、その中にもふれたように、この調査にお

けるわれわれの目的のひとつは、オホーツク文化にかかる集落を解明することにあったのである。しかし、この調査

で、われわれが多くの成果をえながら、道東部で少なからぬ事例の知られていたオホーツク文化にかかる竪穴住居址

を遂に確認しえなかったことも、すでに報じたとおりである。つまり、われわれは、オンコロマナイ貝塚が、集落の

解明という目的に応えるものではないことを確認し、同時に、オホーツク文化にかかる遺跡のあり方について、再考

をせまられることになったわけである。 

 こえて翌1967年６月および７月、北海道におけるオホーツク文化にかかる遺跡の正確な分布を確認し、あわせてそ

の地方的な差違・地域的な動きを明らかにすることを目的とする全道的なオホーツク文化関係遺跡の分布調査の一環

として、各１週間ずつ、主として稚内市から湧別町にいたるオホーツク海沿岸の分布調査をおこなった2)。もちろん、

その際、上にいう前年・1966年度のオンコロマナイ貝塚における調査結果が、われわれの頭にひっかかっていたこと

はあらためていうまでもあるまい。そして、われわれは、６月の調査の時点で、主として目梨泊小中学校所蔵の資料

によって、この附近のどこかにオホーツク文化にかかる遺跡があることを知り、次いで７月の調査に際して、目梨泊

小中学校教頭(当時)水島辰夫氏の案内によって、はじめてこの遺跡に立つことができたのである。 

  われわれは、上にいう分布調査の結果として、湧別町より北のオホーツク海沿岸地域では、稚内市と枝幸町管内に
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特にオホーツク文化にかかる遺跡が集中し、それ以外の部分ではほとんどそれが認められないこと、つまり、稚内市

と枝幸町管内のそれぞれの遺跡群が他とは独立した一群として捉えられそうであること、そして、目梨泊遺跡が枝幸

町管内の一群の遺跡群の北端に位置するものであることを知ったのである。さらに、目梨泊遺跡自体については、刻

文・沈線文などを含めたオホーツク式土器とともに、当時すでにいわゆるオホーツク式土器群の中では最も新しい時

期に属するものであり、かつその分布が道東部に偏っていることが明らかにされていた3)、いわゆる貼付浮文土器が多

数発見されること、また先年の新国道の開鑿に際していくつかの竪穴住居址が破壊されたという情報があって、竪穴

住居址群を遺す集落遺跡である可能性があることが注意された。 

 こうした結果にもとづいて、われわれは1967年10月、目梨泊遺跡の予備的な発掘調査を実施することを計画したの

である。われわれのここでの目的は、この遺跡でオホーツク文化にかかる集落の調査・研究が可能であるかどうかを

検討することであり、また、それぞれにかなり大きな差違のあることが知られてきた、オンコロマナイ貝塚を含む道

北部の遺跡群と、湧別町・常呂町・網走市など道東部の遺跡群との中間に位置する枝幸町の遺跡群において、オホー

ツク文化についてどんな地方的な差違を認めることができるか、そうした検討が可能であるか否かを予察することで

あった。 

 調査は、1967年10月15日から同22日までの８日間にわたって実施された。調査参加者は下記のとおりである。 

  北海道大学文学部教授  大場利夫 

  同助教授        大井晴男 

  同助手         重松和男 

  同助手         菊池俊彦 

  同事務官        出村文理 

  同大学院学生      木村尚俊 

  北海道大学教養部学生  服部 敬 

  同学生         関尾憲司 

 調査は、磁北を基本として遺跡の範囲に４m方眼のグリッドを設定することとし、まず遺跡の状況を確認することを

目的として、遺跡のほぼ中央に東西方向に並ぶ７グリッドについて開始し、最終的にこれらを含む21m×３mの区画に

ついておこなわれた。 

 調査の結果、遺物包含層は30～40cmとそれほど厚くはないこと、それにもかかわらず土器を中心とするかなり大量

の遺物が遺されていること、これらの遺物はかならずしも in situ な状態にあったとは考え難いこと、包含層は層位

的に分層できる状態にはないこと、基盤になる粘土層の上面には炉址を含む生活面がありそうであること、粘土層を

穿ってかなり多数の柱穴状その他のピットが遺されていること、などが明らかになった。あわせて、発見される土器

群には、刻文系・沈線文系の土器群と貼付浮文系のそれの両者が含まれること、両者は全く混然と遺されているわけ

ではなく、貼付浮文系の土器群はトレンチの東端近くに多く、しかも、明らかに分層できないとしても、包含層の比

較的上部に集中することなども注意されたのである。 

 集落の調査をひとつの目的としていたわれわれにとって、このトレンチ内で大量の遺物と炉址・柱穴状ピットの存

在を確認しながら、竪穴住居址を確認できなかったことは、予想外でもありまた残念な結果でもあった。しかし、調

査期間中に、深い草に隠されたトレンチの南東側10m程のところに、なお凹所として遺されている竪穴を確認すること

ができ、その期待を翌年以降につなぐことができたのである。 

 翌1968年９月、われわれは前年に確認した竪穴住居址を発掘調査するために、ふたたび目梨泊遺跡を訪れた。 

 調査は、1968年９月５日から９月21日までの17日間にわたっておこなわれた。調査参加者は、下記のとおりである。 

  北海道大学文学部教授  大場利夫 

  同助教授        大井晴男 

  同助手         重松和男 

  同技官         種市幸生 

  同事務官        笹川郁夫 

  同事務官        小笠原敏明 

  同研究生        平川善祥 
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  北海道大学教養部学生  石橋忠夫 

  同学生         佐藤  進 

 調査の結果、われわれの予想どおり、この１号竪穴が、きわめて典型的なオホーツク文化にかかる竪穴住居址であ

って、発見される土器が、ほとんど貼付浮文土器のみであり、しかも、多くの溝があり、また粘土による床面の補修

が認められることが確かめられた。つまり、この竪穴住居址は貼付文系の土器群の製作・使用者によって遺されたも

のであり、しかも、かなりの期間にわたって、修復を重ねながら利用されていたことがうかがわれたのである。ここ

では、前年のトレンチでやや大量に発見されていた刻文・沈線文系等の土器群が、本遺跡でどのようなあり方をして

いたのかが、問題として遺されることになった。 

 それに加えて、１号竪穴の発掘調査と平行しておこなわれた遺跡附近の微地形測量の過程で、されわれが調査地点

として選んだ舌状の台地の北に入る沢を隔てた細い３本の尾根のうちの２本の先端近くに、それぞれ１基ずつの竪穴

が、地表から確認しうる形で、遺されていることが確認された。さきの１号竪穴とあわせて、この時点で、本遺跡で

は３基の竪穴が確認されたわけである。しかし、先年の国道開鑿に際して破壊されたらしいいくつかの竪穴の存在を

含めて、なお竪穴群全体の構成は明らかではなかった。 

 目梨泊遺跡の第三次調査は、初年度の調査でかなりの資料が発見され・１号竪穴ではほとんど発見されなかった刻

文・沈線文系の土器群の本遺跡におけるあり方を明らかにし、ひいては本遺跡全体の構成を解明することを目的とし

て、1970年10月に実施された。 

 調査は1970年10月11日から10月20日までの10日間にわたっておこなわれ、その参加者は下記のとおりであった。 

  北海道大学文学部教授  大場利夫 

  同助教授        大井晴男 

  同助手         重松和男 

  同技官         種市幸生 

  同事務官        菅野徳一 

  同大学院学生      木村尚俊 

  同学生         高橋和樹 

  同研究生        金盛典夫 

  同研究生        湊  アヤ子 

  同教養部学生      七十刈昭夫 

  同           岡崎哲夫 

  同           中田圭亮 

  同           和泉 薫 

  同           穂積正博 

  同           芳賀壮一 

  同           岸 洋子 

  同           和田美恵子 

  札幌大学学生      羽賀憲二 

 本年度の調査では、初年度のトレンチに直交して、やや奥まったところで台地を横断する形に、14のグリッドを掘

開した。それに加えて、1968年度に調査した１号竪穴の周辺の状態について知るために、その東および南にグリット

各１を掘開している。 

 調査の結果、台地を横断するように掘開したグリッドの北端に近いいくつかで、つまり、台地の北西縁に接する部

分に、竪穴住居址がかかっていることが確認された。すでに述べたように、この台地の北部は、国道開鑿およびその

後の補修に際してブルドーザーで削平されたことが知られていたが、この竪穴は、その際に埋められ・また部分的に

削られて、地表面からは確認できない形になっていたようである。この年度は、調査期間との関係でグリッド内のみ

で処理し、全貌を明らかにできなかったが、明らかに典型的なオホーツク文化にかかる竪穴住居址であると考えられ

た。以下、これを２号竪穴と呼ぶことにする。この２号竪穴の部分を除く各グリッドでは、やはり、かなり大量の土

器・石器・骨角器他の遺物が発見されたが、竪穴住居址は確認されず、皿状のピットあるいは柱穴状のピット、その
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他不整な掘りこみ等が発見されたに止まった。ちなみに、これらのグリッドから発見されたオホーツク式土器は、そ

の多くが刻文・沈線文系等の文様をもつものであり、貼付文系の文様をもつものは比較的少数であった。ただし、南

端に近い、つまり台地の南東縁に近いいくつかのグリッドでは、相対的に貼付文系の文様をもつ土器が多数に認めら

れた。 

 あわせて、この調査の過程で、前述の２号竪穴の南西側に接して、つまりこの台地の北西縁に沿って並ぶ形で、そ

の奥に、やや浅く不明瞭であるが、地表から確認しうる形でもうひとつの竪穴があることが注意された。同様に、台

地の南東縁でも、1968年度に発掘された１号竪穴の南西側に接して、つまり、この台地の南東縁に沿って並ぶ形で、

その奥に、これも浅く不明瞭であるが、地表から辛うじて確認できる形で、さらにひとつの竪穴が遺されているらし

いことも注意された4)。 

 こうした調査の結果は、しかしわれわれにとって、けっして予想外のことではなかった。この調査の時点で、われ

われは、北海道北部では、道東部のそれとは異なる、オホーツク文化の独自の展開があることをすでに知っていた5)

し、また、道北部には、竪穴住居址を遺す集落遺跡とは別に、竪穴住居址を遺さない遺跡があること、そして、それ

らがワンセットになってひとつの遺跡群を作るらしいこと、つまり、われわれがその後の報告・論文等に提示したオ

ホーツク文化の遺跡群についての理解6)の原型ともいうべき見とおしをもまた、すでに持っていたからである。われわ

れは、こうした調査の結果によって、目梨泊遺跡に関して、刻文・沈線文系の土器群の製作・使用者は、竪穴住居を

造らず、シーズナル＝キャンプとして利用したのであり、一方貼付文系の土器群の製作・使用者は、竪穴住居を造り、

集落として利用したと考えられること、また、貼付文系の土器群の製作・使用者の竪穴住居址は、国道工事に際して

破壊された台地東部にかつてあったと考えられるものを含めて、ほぼ、この舌状の台地をとりまくような形で、その

辺縁に馬蹄形をなすように並んでいたものと考えたのである。 

 翌1971年度におこなわれた本遺跡の第四次調査は、こうしたわれわれの理解を追試するために、あわせて、(竪穴住

居址に伴うものではない)特に柱穴状ピット等の遺構について、その性格を明らかにするためにおこなわれた。 

 調査は、1971年９月16日から10月４日にかけての14日間にわたっておこなわれた。調査参加者は、下記のとおりで

ある。 

  北海道大学文学部助教授  大井晴男 

  同助手          菊池俊彦 

  同助手          木村尚俊 

  同技官          種市幸生 

  同大学院学生       天野哲也 

  同学生          青山英幸 

  同教養部学生       穂積正博 

  同            宮越淳司 

  同            中田圭亮 

  同            伊藤千尋 

  同            丸山 博 

 調査は、上にいう目的のために、前年度の一連のグリッドに平行するように、これよりも８m東・国道寄りによって、

台地中央からその北端にむかって並ぶ12グリッドを、またこれに直交して前年度掘開したグリッドの北端にむかって

２グリッドを、初年度・1967年度トレンチの東側に、これを延長する形でやはり２グリッドを、結局、16のグリッド

について発掘調査を実施した。 

 調査の結果、台地の北半の部分では、すでに予測していたところであったが、国道工事およびその補修工事による

削平がひどく、包含層はほとんど残されていないことが明らかになった。基盤をなす粘土層の上にのる黒色土は、場

所によっては10cm程しかなく、あるいは場所によっては粘土層にキャタピラーの跡が残されており、これらの黒色土

自体プライマリーな形で残されたものではない可能性が大である。当然、この部分では、遺物もわずかしか残されて

いなかった。しかし、この年度に掘開した最も北のグリッドで、工事に伴う削平によって地表面からは確認できなか

った竪穴住居址がかかっていることが明らかになり、またこれに直交し・前年度掘開した北端のグリッドにむかって

開けられたグリッドでも、別の竪穴住居址がかかっていることが確認された。それぞれ、後に、４号竪穴・３号竪穴
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と呼んだものである。工事に伴う削平にもかかわらず、この位置に２基の竪穴住居址が確認されたことは、われわれ

にとって、全く望外のことであった。しかも、それは同時にまた、工事による削平がほぼ黒色の表土の範囲にとどま

り、粘土層にはほとんどおよんではいないことを示すものと考えられた。そして、それはつまり、われわれが竪穴住

居址を確認できなかった台地中央よりの部分で、もともと竪穴が遺されてなかったことを保証するものと考えられた

のである。 

 こうした調査の結果は、前年までの調査の結果によって導かれたわれわれの本遺跡に対する理解が基本的には、誤

っていなかったことを追認するものであったように思われる。すなわち、台地の中央部には、そこでは刻文・沈線文

系の土器群を含む多くの遺物群が認められているのだが、竪穴住居址が遺されていないことが、あらためて確認され

たわけである。それに加えて前年度に確認された２号竪穴に並んで、台地の北西縁に沿う形で３・４号竪穴住居址が

確認されたことによって、国道238号線およびその東側の部分についてはすでにほとんど確認する術もないが、聚落遺

跡としての本遺跡の構成が、ほぼ確かめられたものといって差支えないであろう。しかし、その一方で、竪穴住居址

の分布しない台地中央部で発見されている炉址・柱穴状ピットその他の遺構に関しては、この年度の調査結果を含め

て、これまでにえられた資料・データによっては、いずれかの結論ないし一定の見とおしをさえ提供することは困難

であるといわざるをえないようである。 

 以上に述べてきたように、1971年度までの四回の発掘調査によって、目梨泊遺跡のオホーツク文化にかかる遺跡と

しての構成については、ほぼその大要を明らかにすることができたものと考えられた。こうした結果に基づいて、わ

れわれは、当面の計画として、すでにこれまでの調査によってその一部を発掘し・その存在を確認している、台地の

北西縁に沿って並ぶ２～４号竪穴住居址をそれぞれ完掘し、そこまでの調査結果によって、そこでえられた資料・デ

ータの整理・研究を含めて、本遺跡について取りまとめをすることを考えた。 

 本遺跡の第五次の調査は、したがって、これらの竪穴住居址のうちのひとつ・２号竪穴を完掘することを目的とし

て、こえて1973年度に実施された。 

 調査は、1973年９月12日から９月30日にいた19日間にわたっておこなわれた。調査参加者は下記のごとくである。 

  北海道大学文学部助教授  大井晴男 

  同助手          菊池俊彦 

  同助手          木村尚俊 

  同技官          種市幸生 

  同事務官         菅野徳一 

  同大学院学生       天野哲也 

  同研究生         西本豊弘 

  同学部学生        篠川  賢 

  同学生          大山眞充 

  同教養部学生       嶋田雅之 

  同学生          大江靖夫 

 調査の結果、この２号竪穴もまた典型的なオホーツク文化にかかる竪穴住居址であることが確かめられた。ただし、

この竪穴は、長軸の方向で、さきに調査した１号竪穴とほぼ一致しながら、これに背を合せる形で、つまり北に向か

って、台地の北東に入る小沢に面して作られていることが明らかになった。竪穴は、規模を縮小する形で建てなおさ

れている可能性があるが、必ずしも充分に明らかであるとはいえない。また、この竪穴では、遺物の出土量はかなり

限られており、しかも、発見された土器では、貼付文系の土器よりも刻文・沈線文系の土器が多数を占めた。こうし

た状況から考えれば、当初予測したように、この竪穴をただちに貼付浮文系土器群の製作・使用者によって残された

ものと断ずることは、あるいはできないのかもしれない。 

 目梨泊遺跡における第六次の調査、われわれはこの調査で1967年にはじめた本遺跡の調査に区切りをつけるつもり

でいたのだが、それは、1974年度に、残る３・４号竪穴の完掘を目的として実施されたものである。 

 調査は、1974年９月25日にはじめられたが、天候・気候との関係もあって延引を重ねて、最終的に調査を終ったの

は11月７日であった。計44日間にわたって調査を続けたことになる。この間、出入りはあったが、調査に参加したメ

ンバーは、以下のとおりであった。 
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  北海道大学文学部助教授  大井晴男 

  同助教授         岡田宏明 

  同助手          木村尚俊 

  同技官          種市幸生 

  同事務官         菅野徳一 

  同事務補佐員       新堀和嘉子 

  同事務補佐員       川端はるみ 

  同大学院学生       天野哲也 

  同大学院学生       西本豊弘 

  同文学部学生       嶋田雅之 

  同文学部学生       平野友彦 

  同理学部学生       中田圭亮 

  同経済学部学生      渡辺俊明 

  同経済学部学生      米沢修吾 

  同教養部学生       出利葉浩司 

  同教養部学生       末岡博史 

  同図書館事務官      我妻義勝 

  同事務官         山田 勉 

  同事務官         吉岡 梢 

  東京教育大学学生     宮 重行 

  札幌市教育委員会職員   上野秀一 

  同職員          羽賀憲二 

  同職員          高橋和樹 

  同職員          内山眞澄 

 この調査の結果は、竪穴のうちのひとつ・４号竪穴住居址に関しては、ほぼ予期したとおりだったといえそうであ

る。すなわち、この４号住居址は、貼付文系の土器群を伴う典型的なオホーツク文化にかかる竪穴住居址であり、そ

の長軸はさきに調査された１・２号住居址とはややフレをもつが、北に入る沢に面して構築されていたのである。し

かし、もうひとつの３号竪穴住居址については、いくつかの点でわれわれの予期に反するものだったことを認めなけ

ればならないようである。その１点は、この地点では長軸の方向で約30度のズレをもつ２枚の竪穴住居址が重複して

あったことであり、また他の１点は２枚の竪穴住居址が、北東に入る小沢に面する形ではなくむしろ長軸をこの小沢

に平行するように構築されていたことである。もっとも、後者の場合、２枚の重複する竪穴住居址の長軸方向は、ほヾ

４号竪穴住居址のそれに一致していた、つまり、われわれの考えていたのとは異なる論理によって竪穴の方向が規定

されていたらしいというにすぎないのだが、しかし、集落としての目梨泊遺跡の構成を考えるためには見過すことの

できない事例であると思われる。さらにもう一点、われわれの予期に反したのは、３号竪穴住居址内では、たしかに

貼付文系の土器も発見されたのだが、模作されたかと思われるような粗雑な貼付浮文をもつ土器を含めて、むしろ刻

文・沈線文系の土器群が相対的に多数発見されたことであった。すなわち、この３号竪穴住居址に関しては、１・２・

４号竪穴とは異なって、いわゆる貼付文系の土器群の製作・使用者ではない、それとは異なる人間集団によって遺さ

れたものである可能性が考えられることになる。ついでにいえば、この３号竪穴の埋土中に径２m・厚さ40cmのブロッ

ク状の魚骨層の堆積が認められたことも、関連して注意さるべきかもしれない。この魚骨層がオホーツク文化の荷負

者によって残されていたものとすれば、そしてそれはそう考えてよいと思われるのだが、少なくとも３号竪穴住居址

が廃棄された後にもなお、オホーツク文化の担い手によって目梨泊遺跡が利用されていたことを示すものと考えられ

るからである。特にこうした３号竪穴住居址に関する調査結果は、いくつかの点で、目梨泊遺跡についてのそれまで

のわれわれの理解に再考をせまるものだったといってよさそうである。 

 さらに付け加えていえば、すでに第２節にふれたように、この年・1974年度の調査期間中に、目梨泊在住の中村三

郎氏の御教示によって、われわれが発掘調査を重ねてきた舌状台地の北西に100m強離れた地点で、かつて土器片等が

19



 
 

拾えたことを知り、われわれ自身、そこでオホーツク式土器が採集できることを確認した。この地点には、地表から

の観察によるかぎり、竪穴は残されていないようである。むろん、われわれはこの地点の発掘調査を果しているわけ

ではなく、したがってその性格もなお明らかであるとはいえないが、遺物群の稠密な散布地点および竪穴群の分布か

らやや離れて位置するこの地点の存在は、目梨泊遺跡を考えるために無視できない意味をもつものと考えられる。な

お全くの憶測にすぎないが、われわれは、あるいはこの地点が、シーズナル＝キャンプとしての、あるいは集落とし

ての、目梨泊遺跡に付属した墓域だったのではないかと考えている。その解明は、あらためていうまでもなく、今後

に俟たねばならないことになる7)。 

 さて、以上に述べてきたように、われわれは、1967年度以来六次にわたってこの目梨泊遺跡の発掘調査を実施して

きた。その結果、少なくとも、目梨泊遺跡の概要はほぼそれを明らかにしえたものと考えている。すなわち、すでに

述べているように、刻文・沈線文系の土器群の製作・使用者達によって遺されたシーズナル＝キャンプとしてのそれ

と、貼付文系の土器群の製作・使用者達によって遺された集落としてのそれである。ただし、改めていうまでもない

が、それらについて充分明らかにしうるだけの資料・データを、われわれがすでに手にしているというわけではむろ

んない。たとえば、これもすでに注意したように、われわれはこの舌状台地の中央部で多数の柱穴状その他のピット

を確認し・記録しているが、それらはいわば３m幅で縦横に開けられたトレンチ状の範囲でのみ調査されているのであ

って、その配置などについて充分なデータをもっているわけではない、つまり、それらの性格・意味を考えるために

必要・充分な資料・データをえているとはいえないのである。また、竪穴住居址群に関しても、われわれが本遺跡で

確認している８基・国道の開鑿によって破壊されたものを考えに入れればおそらく10余基のうちの４基を、調査した

にすぎない8)。同様にわれわれがこのシーズナル＝キャンプあるいは聚落に付属する墓域かと推測した旧国道奥の地点

にいたっては、われわれはなおひとつのグリッド・１本のトレンチをも掘開してはいないのである。こうしたわれわ

れのこれまでの調査の結果によって、目梨泊遺跡について、十全な議論をし・それを余すところなく解明することが

できないことは、あらためていうまでもないことであろう。 

 たしかに、われわれが今、さらに目梨泊遺跡の発掘調査をおこなえば、われわれがより多くの資料・データを手に

しうることは明らかであろうし、それがわれわれの本遺跡に関する議論・理解を、さらに前進させるであろうことは

ほとんど疑問の余地がない。しかし、そうした発掘調査が一種の遺跡の破壊であることはいうまでもない、つまり、

われわれがそこでうるであろう資料・データは、そうした破壊の代償としてのみ入手しうるものなのである。われわ

れは、現時点で発掘調査によって失われるものと、それによってえられるものとを、比較・評量してみなければなる

まいと考えている。 

 もっとも、このように考えるとすれば、われわれが本遺跡ですでにおこなってきた発掘調査自体、同じように比較・

評量されなければならないのであろう。実際上、すでにその概略を述べてきたように、われわれが本遺跡の調査で明

らかにしてきたところが、けっして僅かであったとはわれわれ自身考えていない。それらの調査によって、われわれ

はそれなりの資料・データをうることができたし、また、それなりの成果をもちえたと自負してもよいだろうと考え

ているのである。しかし、そうした資料・データ・成果と、本来われわれの調査区に遺されていたであろう、あるい

は、当然えられてもよかった資料・データ、つまり、逆にいえば、われわれの調査の結果明るみに出されないままに

永久に失われてしまった資料・データと、いずれがより大きかったかは、容易に答えられる問題ではないように思わ

れる。むしろ、われわれは、ひそかに、われわれが失ってしまったものの方がより大きかったのではないかと恐れて

いるのである。 

 われわれが、われわれの調査の成果が、なお目梨泊遺跡の性格・意味の解明のためになお不充分であることを知り

ながら、また、それを考えるための資料・データがさらなる調査によってえられるであろうことを予測しながら、あ

えてこの時点で調査を打切り、この報告書のとりまとめ・公刊を考えたのは、ある意味では、そうした危懼のためで

あるといってもよいかもしれない。われわれは、今、この報告書で、われわれがこれまでの目梨泊遺跡の調査によっ

てえた資料・データを、徹底的に咀嚼し・余す所なく評価してみようと思い立ったのである。そして、そうである以

上、この報告書が目梨泊遺跡についての最終的な評価・結論を意味するものではないことは、おのずから明らかであ

ろう。われわれは、この報告書が、むしろ目梨泊遺跡の調査・研究の出発点となりうることを期待しているのである。

今後の目梨泊遺跡の調査・研究が、われわれ自身・あるいはわれわれのうちの誰かによっておこなわれるのか、ない

しは他のいずれかの研究者によって実行に移されるのかはむろんわからないが、それがこの報告書をのり越えてより
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大きな成果をもちうることは、おそらく確かだろうと考えている。 

 なお、われわれはわれわれの六次にわたる発掘調査の後に、目梨泊遺跡を含む周辺の微地形測量調査をおこなって

いる。調査は1975年５月23日から５月30日にいたる８日間にわたっておこなわれた。調査参加者は下記のとおりであ

る。 

  北海道大学文学部助教授  大井晴男 

  同助手          菊池俊彦 

  同大学院学生       西本豊弘 

  同研究生         杉浦重信 

  同研究生         宮塚義人 

 すでに述べた第２図として示した地形図が、この調査の成果である。 

                                    （大 井 晴 男） 

 

   

 1) 大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究１、オンコロマナイ貝塚』東京大学出版会、1973。 

 2) これらの分布調査については、その後の北海道の北部および東部海岸一帯を対象としておこなわれた分布調査の結果他と共に、

『オホーツク文化の研究５、北海道のオホーツク文化関係遺跡』として報告することを予定し、準備中である。 

 3) 藤本強「オホーツク土器について」『考古学雑誌』第51巻第４号、1966、28～44頁。 

 4) これらの竪穴については、今日まで発掘調査をおこなっておらず、それが竪穴住居址であるかどうかなお確認されていない。し

かし、いくつかの状況から考えて、それは、ほぼ誤りないものと考えている。ただし、これらの竪穴がかなり不明瞭な状態になっ

ていることは、２号竪穴に並ぶ北西縁のそれは工事に伴う削平が部分的にでもかかっていたことで説明できる可能性があるが、１

号竪穴に並ぶ南東縁のそれについては、その原因は明らかでない。 

 5) 大井晴男「礼文島元地遺跡のオホーツク式土器について―擦文文化とオホーツク文化の関係について、補論２―｣『北方文

化研究』第６号、1973、１～36頁の３頁参照。 

 6) 下記の文献等を参照されたい。 

  大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究２、香深井遺跡 上』東京大学出版会、1976。 

  大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究３、香深井遺跡 下』東京大学出版会、1981。 

  大井晴男「オホーツク文化の社会組織｣『北方文化研究』第12号、1979、93～138頁。 

  大井晴男「遺跡・遺跡群の型式論的処理について―オホーツク文化の場合―｣『北海道考古学』第18輯、1982。 

 7)〔すでに第２節の註３に触れたように、その後、枝幸町教育委員会による発掘調査によって、この地点にはオホーツク文化にか

かる墓群が確認され、われわれの予測を裏づける結果がえられている。その詳細については、第Ⅱ部第１章第２節を参照されたい。〕 

 8)〔その後、枝幸町教育委員会による発掘調査によって、廃線となった旧国鉄興浜北線と旧国道の間にわれわれが全く想定してい

なかった３基のオホーツク文化にかかる竪穴住居址が確認されており、さらに、われわれの調査した台地の北側の尾根・(枝幸町

教育委員会による発掘調査区に続く)旧国鉄興浜北線の南に接する部分で、枝幸町教育委員会、オホーツクミュージアムえさし及

び筑波大学歴史・人類系、並びに札幌大学文化学部の共催による発掘調査が行われて、さらに２基のオホーツク文化にかかる竪穴

住居址が確認されている。これらについては、第Ⅱ部第１章第１節を参照されたい。〕 
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第２章 目梨泊遺跡の調査 

 

第１節 調査区の概要 

 

 すでに述べたように、われわれはこの目梨泊遺跡で、1967年から1974年にいたる８年間のうちに、計６回の発掘調

査を実施している。その経過については、すでに第１章第３節に述べたとおりであるが、この第２章では、以下、そ

の調査の結果について詳細を記載することにする。 

 われわれの目梨泊遺跡における各年度の発掘調査は、ほぼある一連のグリッド＝トレンチあるいはある竪穴住居址

を中心とする形で実施されている。しかし、調査の必要上、過年度の調査の補足を必要とする場合には、その調査区

に接して、当該年度の主要発掘区とはやや離れた地区で、発掘調査を実施したケースがあり、また、地表からは確認

されず、いずれかのトレンチの発掘調査に際して発見された竪穴住居址に関しては、いずれもその年度には完掘せず、

年度を改めて、その発掘調査を実施している。こうした発掘調査の経過から、ここでは便宜上、以下、一連のグリッ

ド＝トレンチ・竪穴住居址およびその周辺の地区といった、それぞれのまとまりごとに記載してゆくことにする。し

たがって、以下の各項では、調査年度を異にするグリッドについての記載がひとつの項に含まれる場合があり、また、

あるトレンチの一連のグリッドのうちいずれかの竪穴住居址にかかったそれについては、そのトレンチの項には記載

されず、当該竪穴住居址の項に記載されることになる。いずれも、それがわれわれの調査結果を理解していただくた

めに便であろうと考える故である。 

 まず本節では、各調査区の概要を述べておくことにしよう。 

 

 16トレンチ 

 このトレンチの主要部分は、すでに述べたように、発掘調査初年度・1967年度に、遺跡の状況を確認することを目

的として設定されたものである。調査開始当初、遺跡ののる台地のほぼ中央部に設定したつもりだったが、国道 238

号線の開鑿によって削平された部分を考慮していなかったために、結果的には遺跡ののる台地のやや南にかたよった

部分を斜めに縦断する形になっている（第３図)。それでもなおかつ、第３図に明らかなように、おそらく台地の周縁

を繞って馬蹄形に分布する竪穴住居址群の分布域からははずれて、中央のいわば‘広場’の部分にあたっている。す

なわち、後に1972年度に発掘調査をおこなったその東に接続する部分を含めて、このトレンチでは、竪穴住居址は確

認されていない。 

 初年度・1967年度の発掘調査は、まず、J-・K-・L-・M-・N-・O-・P-16区の７グリッドの北東にかたよる 3×3mに

ついて調査を実施した。つまり、各区の南・西には、それぞれ１ｍ幅の未発掘部分が残されたことになる。ついで、

その終了後に、J-・K-・L-・M-・N-・O-16区の６グリッドについて、西側に残された未発掘部分・ブリッジ３×１ｍ

について，さらに調査を実施した。(こうした調査の手順は、以下、個々には述べないが、どの発掘区に関しても同様

である。必要な場合、さらに南側に残された未発掘部分・ブリッジ３×１ｍについても、また最後に残されるグリッ

ド南西端の１×１ｍの未発掘部分に関しても同様に調査をおこなっている。）結局、1967年度の調査終了の時点で、発

掘区は、P-16区の西側１ｍを残して、J～P-16区をつなぐ３×27ｍのトレンチの形になった。 

 すでにふれたように、また後の第２節Ⅰに詳細を述べるように、このトレンチでは、包含層は単純でありかつそれ

ほど厚くなかったにもかかわらず、きわめて大量の土器・石器等の遺物が発見されている。さらに基盤の黄褐色粘土

層中には、やや多数の柱穴状ピットが検出された。この時点ではなおその性格は明らかではなかったが、この区域に

は何らかの遺構が残されていたことが推定されたのである。なお、トレンチ西端のP-16区では、炉址かと思われるも

のも発見されている。 

 この1967年度トレンチの東側につながるH-16区・I-16区については、こえて1971年度に発掘調査をおこなっている。

その部分に竪穴住居址がかかっていないことを確認し、また柱穴状ピットの分布がさらに伸びているかどうかを検証
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第３図　目梨泊遺跡トレンチ配置図
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するためである。結果として、この部分でも状況は1967年度トレンチとほとんど変っていないことが確認された。た

だし、調査期間の都合によって、H-16区・I-16区の西側ブリッジの部分では発掘を実施していない。 

 結局、この16トレンチは、一部不連続な部分を残しているが、 H～P-16区にいたるひとつながりのトレンチとして

ある。遺跡ののる台地の東よりの部分が国道238号線の開鑿によって削平され、さらにその東・海よりの部分で遺跡破

壊がいちじるしいことを考慮すると、この16トレンチは、残されている遺跡について、（それを東西に縦断する形であ

る、そこでまず遺跡の状況について予備的な知識をうることを目的とする）われわれの本遺跡における一連の発掘調

査のうちで、そうした役割をもったものだったのである。そして、その結果は、ほぼそうした目的に応えるものだっ

たといってよい。 

 

 Ｍトレンチ 

 われわれの本遺跡における第３回目の発掘調査である1970年度調査に際して設定されたＭトレンチは、前記16トレ

ンチに直交する方向に、つまり、南北方向に開けられた。16トレンチが、遺跡ののる台地を縦断する形で開けられた

のに対して、それに直交する・台地を横断する方向で、同じく遺跡の状況を確認することを目的として設定されたも

のである。しかし、この時点でもなお国道 238号線の開鑿による地形変更を考慮しなかったために、第３図に明らか

なように、このＭトレンチは、結果として、遺跡のかなり西よりの部分で、やや斜めに、これを横断する形になった。 

 1970年度の発掘調査は、このＭトレンチに関して、Ｍ-9・10・11・12・13・14・15・17・18・19・20・21・22・23

区の計14グリッドについて実施された。調査は，これらの各区について、前例にしたがって、その北東にかたよる３

×３ｍをまず掘開したが、調査期間の制約等によって、その多くのグリッドで、その範囲で調査を終了している。す

なわち、このＭトレンチは、トレンチとはいっても、事実上、ほとんどの場合、間に各１ｍの未発掘区を残して、３

×３ｍの発掘区が点々と並ぶ形で終っているのである。しかし、M-10～12区では、後に述べる２号竪穴住居址がかか

っていたために、その南側のブリッジ３×１ｍをも調査し、Ｍトレンチ内でのその調査を完了している。ただし、こ

の２号竪穴住居址にかかるM-10～12区については２号竪穴住居址の項・第２節Ⅴに述べることとし、Ｍトレンチの項・

第２節Ⅱには含めない。また、それらとのつながりで、２号竪穴住居址と３号竪穴住居址との間に位置するＭ-9区に

ついても、便宜上、それらに準ずることにする。 

 このＭトレンチにおける状況は、その中央部・M-15区以南では、ほぼ16トレンチにおける状況と変りがなかった。

すなわち、包含層は単純でありかつそれほど厚くないにもかかわらず、かなり大量の遺物が発見されたのである。こ

とに、M-19区付近では、保存状態はけっして良くはなかったがいくつかの骨角器が残されており、また動物遺存体も

発見されている。それに対して、M-14区以北の各区では、すでに述べた国道の補修に際して表土が削平されており、

包含層の状況はきわめて悪く、少量の遺物が、おそらく二次的な状態で、発見されたにとどまった。ただし、こうし

た撹乱が基盤の粘土層におよんでいないことは、上にいう２号竪穴住居址が遺存していたこと、および、M-13区・M-14

区でそれぞれに皿状のピットが遺存していたことに明らかである。一方、16トレンチで注意された基盤の粘土層に掘

込まれた柱穴状ピットは、このＭトレンチではM-15～20区には、多少はあれ、認められたが、トレンチの北端および

南端部では、ほとんど、あるいは全く、認められなかった。こうした結果からみれば、こうした柱穴状のピットの分

布は、周縁部を除く、台地の中央部にかたよっているように思われる。なお、このトレンチの南端・M-23区では、基

盤の粘土層中に、時期・性格不明の不整な掘込みが認められている。 

 以上にみたように、このＭトレンチの調査は、16トレンチに直交する方向・南北方向で遺跡の状況を確認するとい

う当初の目的を、ほぼ、充たすものだったといえる。就中、台地北西縁に接する２号竪穴住居址の確認は、本遺跡の

全体像を明らかにするための新しい視野をもたらすものだったといえそうである。 

 

 Ｊトレンチ 

 Ｊトレンチは本遺跡における第四次の発掘調査・1971年度の発掘調査に際して掘開されたトレンチである。上に述

べたように、われわれはそれまでにＭトレンチおよび16トレンチを掘開していたが、国道 238号線の開鑿による地形

の変更を考慮していなかったために、第３図にみられるように、これらのトレンチは、台地の南西にかたよって設定

されることになった。その結果として、遺跡ののる台地の北東部に関して、われわれは、情報が不足していることを

感じないわけにゆかなかったのである。このＪトレンチは、そうした情報の不足を埋めることを目的として設定され
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た。すなわち、Ｍトレンチから８ｍ東に離れて・これに平行して、そして、16トレンチから北に台地縁にむかって、

J-4・5・6・7,8・9・10・11・12・13・14・15区の計12のグリッドを掘開したのである。 

 発掘調査は、これらの各区で、前例にしたがって、その北東にかたよる３×３ｍについて実施し、ついで南側の３

×１ｍのブリッジ部分の発掘調査を行った。ただし、ふたたび調査期間の関係で、J-13区・J-14区に関しては、南側

のブリッジ部分の調査を行っていない。結局、1972年度の調査終了の時点で、Ｊトレンチは、中断を含むが、J-4～15

区にいたるトレンチの形になった。 

 Ｊトレンチでは、その南端部のJ-13～15区を除いて、すでに述べた国道の補修の際の削平がいちじるしく、包含層

の状況はきわめて悪く、若干の遺物が、おそらく二次的な状態で、発見されたにすぎない。ただ、ここでも撹乱は基

盤の粘土層にはおよんでいなかったようであり、多少はあっても、粘土層中に掘込まれた柱穴状ピットが、各区で確

認されている。特に、J-11～13区では、やや多数のそうした柱穴状ピットが認められた。なお、このＪトレンチの北

端・Ｊ-4区には、地表からは確認できない状態にあった４号竪穴住居址がかかっていることが明らかになり、その時

点で、調査を中断している。また、同じく1971年度調査に際して K-・L-8区をも調査し、そこでこれも地表からは確

認できない状態で遺存した３号竪穴住居址を確認している。これらに関する記載は、第２節Ⅲ・Ｊトレンチの項には

含めず、それぞれ、第２節Ⅵ・３号竪穴住居址の項および第２節Ⅶ・４号竪穴住居址の項に述べることにする。 

 前述の16トレンチ・Ｍトレンチに加えて、このＪトレンチを発掘調査した結果として、さらに地表から確認しうる

形で遺存し本遺跡の第二次発掘調査・1968年度に調査された１号竪穴住居址、Ｍトレンチにかかって発見された２号

竪穴住居址、Ｊトレンチにかかって発見された４号竪穴住居址、そしてＬ-8区にかかってその存在が確認された３号

竪穴住居址をも加えて、目梨泊遺跡の輪廓は、ほぼ、明らかになったといってよいと思われる。 

 

 １号竪穴住居址 

 １号竪穴住居址は、遺跡をのせる台地の南東縁に接する形で、地表から確認しうる凹所としてあったものである。

オホーツク文化にかかる聚落遺跡の解明を目途としていたわれわれは、前年度の予備的な調査に続く本遺跡の第二次

調査・1968年度の発掘調査の対象として、この１号竪穴住居址を選んだのである。 

 発掘調査を開始する時点で、すでに凹所としてその位置・規模が明らかであったので、発掘調査はそれにみあうよ

うにH-19・20・21、I-19・20・21、J-19・20・21区の計９グリッドを対象として始められた。そして、実際、この範

囲の調査によって、ほとんど竪穴住居址の全貌を捉えることができた。ただし、奥壁の一部が僅かに北に隣るI-18区

にかかったために、その調査の必要から、また竪穴周辺部の調査のためもあって、H・I・J-18区の南側ブリッジに相

当する部分をも発掘している。なお、J-19～21区の西側ブリッジ部分および H～J-21区の南側ブリッジ部分について

は、一部を除いて調査を行っていない。 

 以上の各区の調査によって明らかにされた遺構は、貼付浮文土器群を伴い、オホーツク文化に典型的なプラン六角

形を呈する竪穴住居址であった。長径11.5m・短径8.0～8.9mをはかる。その長軸は南20°東を指している。 

 住居址の床面には、完形一括の状態で遺存していた土器などを含めて、かなり多数の住居址に共伴するものと考え

られる遺物が発見されている。また、住居址南部の周溝に接するあたりには、明らかに火を受けた状態で、骨塚・四

肢骨を主体とする動物遺存体の集積が発見されている。ただし、これに対応すべき住居址北部の頭骨を主体とする骨

塚は、火熱を受けなかったらしく、保存状態はかならずしも良好ではなかった。竪穴住居址のプランの特徴および骨

塚のあり方から考えれば、この住居址は、出入口の位置・形状はともかく、中央の‘広場’に背をむけて、南側の沢

に面して、建てられていたものと判断される。住居址の周辺部には多数の溝が複雑に走り、また床面には部分的に明

らかな粘土床が認められて、この住居址が何度かにわたって改築あるいは補修を繰返していたことがうかがわせた。

それに加えて、この竪穴住居址では、その南東隅から南側を流れる沢にむかって、排水溝かと思われるＶ字形の溝が

切られていることも確認されている。 

 上述のＶ字形の溝の末端は、1968年度の発掘区内では確認されていなかった。これを確認するために、翌々1970年

度の調査に際して、溝の延びていると考えられる G-21区および F-21区の一部を掘開している。それとともに、竪穴

外の包含層との層位的関係を確認する目的で、１号竪穴住居址の南に接するI-22区をも調査している。これらの各区

の調査結果についても、第２節Ⅳ・１号竪穴住居址の項にあわせて記載する。 
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 ２号竪穴住居址 

 ２号竪穴住居址は、前述の1970年度調査に際して掘開されたＭトレンチの北端近く、M-10～12区にかかって発見さ

れた竪穴住居址である。M-10～12区における調査所見によって、この竪穴住居址が、プラン六角形を呈するものであ

ること、つまり、ほぼ間違いなくオホーツク文化にかかるそれであることがすでに明らかにされていた。われわれの

本遺跡における第五次発掘調査・1973年度の調査は、この２号竪穴住居址の完掘を目的としておこなわれた。 

 発掘調査は、M-10～12区における所見に基づいて、L-11・12、M-10・11・12、N-10・11・12、O-10・11区の計10グ

リッドについておこなわれた。ただし、L-12区南側ブリッジ部分・N-12区西側ブリッジ部分の一部・O-10区の西側ブ

リッジ部分・O-12区の南側および西側ブリッジ部分については、調査を実施していない。 

 以上の各区の調査によって、われわれはこの２号竪穴住居址の全貌をほぼ明らかにすることができた。Ｍトレンチ

に関してすでにふれたように、この竪穴の付近では、すでに述べた国道の補修の際の表土の削平がおよんでおり、殊

に調査区の東半の部分ではそれがいちじるしかったが、その撹乱は、住居址の床面にまではおよんでいなかった。竪

穴住居址は、周溝の状態などからみて、縮小改築されていた可能性も考えられないわけではないが、ほぼ一枚のもの

とみてよさそうである。プランはほぼ長方形を呈するが、両短辺・北壁および南壁は僅かに湾曲して張出しており、

長径9.3ｍ・短径7.3ｍをはかる。その長軸は、ほぼ北23°西を指す。周溝の状態および中央部炉址のあり方からみて、

この竪穴住居は、ほぼ北西側に流れる沢に面する形で作られていたものと判断できる。先の１号竪穴住居址とは、ほ

とんど 180度方向を異にし、中央の‘広場’をはさんで、たがいに逆の方向を向いていたことになる。なお、この２

号竪穴住居址の北に、１～２ｍ離れて、２号竪穴住居址とはつながらない竪穴住居址の壁の一部かとも考えられる遺

構が認められている。これについても、詳細は第２節Ⅴ・２号竪穴住居址の項に述べる。 

 住居址の床面に遺存する、つまり、ほぼ確実にこの竪穴住居址に共伴すると考えられる遺物は、ほとんど認められ

なかった。その点では、１号竪穴住居址の状況と大きな違いがある。オホーツク文化にかかる竪穴住居址に通例であ

るいわゆる骨塚も、この住居址では確認されていない。 

 なお、この1973年度の調査区では、２号竪穴住居址の範囲外から、さらにいくつかの遺構が発見されている。L-11・

12区で認められた粘土層中に掘込まれた柱穴状ピット群、O-10区に認められた黒色土層中の炭化物を伴う礫の集積な

どである。これらについても、第２節Ⅴ・２号竪穴住居址の項に、あわせて記載する。 

 

 ３号竪穴住居址 

 すでに述べたように、1970年度のＭトレンチの発掘調査に際してその北部に２号竪穴住居址の存在を確認し、さら

に1971年度のＪトレンチの発掘調査でその北端に４号竪穴住居址が遺存していることを知ったわれわれは、両者の中

間にもさらに別の竪穴住居址があった可能性を考え、これを確かめるために、同年度に、K-・L-8区のふたつのグリッ

ドを掘開した。そして、その予測どおり、L-8区にここにいう３号竪穴住居址がかかっていることを確認したのである。 

 ３号竪穴住居址の発掘調査は、後に述べる４号竪穴住居址の発掘調査とともに、われわれの本遺跡における第六次

の発掘調査として、1974年度に実施された。調査開始当初、われわれはこの３号竪穴住居址が、前年に調査した２号

竪穴住居址と長軸を等しくしていることを予想していたので、それにみあうように、L-6・7・8区および M-7・8区の

計５グリッドについて調査を開始した。しかし、われわれの予測とは異なって、３号竪穴住居址の長軸が２号竪穴住

居址とは90度近くズレていたために、住居址はこの範囲にはおさまらず、それに加えて、K-7区および1971年度に調査

したK-8区の西側ブリッジ部分をも調査している。なお、Ｍ-7区の北西半分は沢に落込む斜面にかかっていたために、

その北端で１ｍ幅をトレンチ状に掘開しただけで、他は調査をおこなっていない。また、L-6区西側ブリッジの一部・

Ｍ-8区南側ブリッジと同じく西側ブリッジの一部も、調査期間の関係で、調査を実施していない。 

 これらの各区の調査の結果、３号竪穴住居址は、実は、少なくとも、２枚の竪穴住居址が重複したものであったこ

とが明らかにされた。さきに第１章第２節にふれた旧国道から海浜におりる沢沿いの小道によって住居址の北東縁が

壊されておりいずれもその全形は確認できなかったが、ほぼそのプランを捉えられた２枚の竪穴住居址のうち、層位

的に下位にある・より古いと考えられる住居址を以下３号ａ竪穴住居址とよび、層位的に上位にある・より新しいと

考えられる住居址を３号ｂ竪穴住居址と呼ぶことにする。なお、これらの住居址より北にズレて、その壁外に、やは

り竪穴住居址の壁かと思われる遺構が認められたが、３号ａ・ｂ竪穴住居址の範囲ではその延長部分は確認できなか

った。これらの住居址の建設に際して削平されてしまったのであろうか。 
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 ３号ａ竪穴住居址は、長径で8.0ｍをはかり、その長軸は北13°東を指す。また３号ｂ竪穴住居址は、長軸で8.2ｍ

をはかり、その長軸は北54°東を指している。そのプランからみて、これらふたつの竪穴住居は、いずれも北東方向

に面して建てられたものと考えられる。すなわち、それらは、むしろ、北西側の沢の流れに平行する形で、海を向い

てあったというべきであろう。つまり、その居住者達に住居の方位を択ばせた原理は、上に述べてきた１・２号竪穴

住居址におけるそれとは、異なっていたものと考えなければなるまい。 

 この竪穴でも、その北東端部では、前述の国道補修の際の削平のために、かなりの撹乱を蒙っていた。しかし、撹

乱は比較的小範囲にとどまり、多くの部分では、覆土を含めて、その遺存状態は、かなり良好であったといえそうで

ある。土器群を含めて、この３号竪穴住居址に共伴すると考えられる遺物群も、かなりの数量にのぼった。ただし、

先に第１章第３節にもふれたように、少なくともその土器群に関しては、われわれの調査前の予測とはちがって、貼

付浮文をもつものも含まれないわけではなかったが、むしろ沈線文系の文様をもつ資料が多数をしめていた。こうし

た遺物群の状況をどう理解すべきか、さらに考えてみなければならない問題が残されていると思われる。詳細は後の

第２節Ⅵに述べる。 

 なお、この竪穴の覆土中には、M-7・8区にかかって、長径2.4ｍ・短径1.5ｍほどの、楕円形をなすブロック状の魚

骨層の存在が確認されている。魚骨層中には、明らかにオホーツク文化にかかるものとみてよい遺物群が含まれてい

るので、この事実は、３号竪穴住居址の廃棄後にも、オホーツク文化の荷負者が本遺跡にあったことを物語っている

と考えられる。遺跡の構成を考えるために、注目すべき事実であろう。これについても、その詳細は、この第２節Ⅵ・

３号竪穴住居址の項に述べる。また、竪穴外・K-7・8区に認められている粘土層中に掘込まれた柱穴状ピットに関し

ても、同じく第２節Ⅵ・３号竪穴住居址の項にあわせて記載する。 

 

 ４号竪穴住居址 

 ４号竪穴住居址は、前述の1971年度の発掘調査に際して掘開されたＪトレンチの北端・Ｊ-4区にかかって発見され

たものである。同年度はこの竪穴住居址の存在を確認した時点で調査を中断し、こえて1974年度・われわれの本遺跡

における第六次の発掘調査に際して、先の３号竪穴住居址とともに、その発掘調査を実施した。発掘調査は、その予

想される位置・規模にみあうように、I-1・2・3・4、J-1・2・3・4、K-2・3・4区の計11グリッドに関して実施された。

ただし、発掘当初から国道238号線の工事によって竪穴住居址の一部が切られていることが予測されたために、I-1～4

区に関しては国道の側溝から0.5ｍ離れた部分までを調査範囲とした。また、北西側の沢に接する部分でも、K-2・3

区に関して、沢へ落ちる斜面にかかる部分については調査範囲から除外している。なお、調査の進行とともに、竪穴

住居址の北西端が僅かにＫ-1区にかかる事が明らかになったので、その南側ブリッジを調査範囲に加えた。 

 これらの各区の調査によって明らかにされた竪穴住居址は、予測どおりその北東部を国道238号線によって切られて

おり、また、竪穴北端部・想定される住居址前面で張出しを作っていたが、プランはほぼ五角形で、長径11.2ｍ・短

径は確認できる範囲で8.2～8.9ｍをはかり、長軸を北19°東に向けるものであった。炉址・周溝を含めてそのプラン

から考えれば、この４号竪穴住居址は、ほぼ北北東に面して建てられていたものとみてよいであろう。その方位から

みれば前述の３号ａ竪穴住居址のそれに近いが、周辺の地形を考慮すれば、北側を流れて海に注ぐ沢に面して建てら

れていた、つまり、むしろ１・２号竪穴住居址の配置・方向性と軌を一にするものだったと考えてよいのではあるま

いか。 

 この竪穴は、その全面で、さきに述べた国道補修の際の削平をも蒙っていたが、幸いそれは、覆土の範囲にとどま

り、竪穴床面にはおよんでいなかった。住居址の床面には、特に奥壁付近および前面を中心として、かなり錯綜した

形で溝が走っており、この竪穴住居址でも何度かの改築ないし補修がおこなわれていたことをうかがわせた。また、

竪穴住居址に共伴するものと考えられる状態で発見された例を含めて、やや多数の遺物も発見されている。特に、調

査中注意を惹いたのは、奥壁付近中央部・通常いわゆる骨塚が残される位置に、きわめて大量の焼けたヒグマの頭部

の骨が発見されたことである。しかし、それらはけっして安置された形でではなく、むしろ無秩序に散乱した形であ

り、しかも、層位的にも、床面に密接せず、やや浮いた形で発見されているのである。こうした状況をどう理解する

か、正直にいえば、苦慮せざるをえないところである。あわせて、竪穴の覆土中には、かなり良い連続性を示す炭化

物の散布する面が認められ、また、これに接して、あるいは、これよりやや浮いた形で、かなりの数の礫群の分布が

認められている。これらをも含めて、詳細は後に第２節Ⅶに述べる。 
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 さて、以上にわれわれは、六次にわたったわれわれの本遺跡における発掘調査について、その概要を述べてきた。

すでに第１章第３節にも述べたように、これらの発掘調査が目梨泊遺跡の全貌を解明するためには全く不充分なもの

であることはあらためていうまでもないことである。しかし、われわれは、その一方で、これもすでにふれたように、

これらの調査によってほぼ目梨泊遺跡の輪廓を捉ええたのではないかとも考えているのである1)。以下、第２章第２節

では、本節に述べてきた順序にしたがって、各トレンチ・竪穴住居址についてその詳細を記載してゆこうとするが、

それに先立って、われわれが、この目梨泊遺跡をどのように捉え・理解しようとしているのか、今後の調査に俟たね

ばならぬ点を含めて、どこにその問題点があると考えているのかについて、簡単に、触れておくことにしよう。それ

が、以下の記載を理解していただくための、ないしは、それらの当否について判断していただくための、一助ともな

りうるであろうと考える故である。 

 これまでの記載にもうかがえるように、本遺跡はオホーツク文化にかかる遺跡であり、ほとんど、全く、それ以外

のグループにかかる遺物等を出土していない。つまり、本遺跡は、オホーツク文化の荷負者達によって、ある時間的

範囲のうちに、おそらくかなり連続的な形で、利用されていたものと考えられる。しかし、われわれは、本遺跡がひ

とつながりの・一系の人間集団によって残されたものと考えているわけでは、必ずしもない。むしろ、われわれは、

われわれのひとりである大井がかつてふれた2)ように、そこでは、『道北型のオホーツク文化』の荷負者から『道東型

のオホーツク文化』の荷負者への、人間集団の交替がおこっていたものと考えようとする。 

 前者『道北型のオホーツク文化』の荷負者に関しては、この目梨泊遺跡は、原則として、シーズナル＝キャンプと

してあったものと考えられてよかろう。遺跡ののる台地中央部に認められている柱穴群および炉址(？)は、そのほと

んどが、このグループによって遺されたものであろうと考えている。上に述べてきたように、この部分で、われわれ

の発掘区はいずれも３ｍ幅のトレンチの状態であり、遺憾ながら、これらの柱穴群の分布状態については、えられて

いる情報はかなり限られたものでしかない。単なる推測として、これらの柱穴群は、居住のための・あるいは物置等

を含めた簡単な構造の小屋、ないし物干し台等を含めたもっと簡単な構造物があったことを示しているのではないか

と考えているが、それを検証するためにも、今後、台地中央部で面的な発掘調査を必要とするものと思われる。もっ

とも、かりにそうした調査を実施したとしても、どこまでこれらの柱穴群の性格を明らかにしうるか、必ずしも充分

な保証があるとはいえないのかもしれない。そして、それがそうした面的な調査をあえて実行しなかった、ひとつの

理由でもあったのである。 

 ３号竪穴に関して、先に竪穴住居址に共伴すると考えられる遺物群・特にその土器群が、沈線文系のそれを主体と

することを述べた。それがそのとおりだったとすれば、そして、沈線文系の土器群の存在が上にいう『道北型のオホ

ーツク文化』の担い手達のそれを示すものだったとすれば、３号竪穴住居址は、この竪穴の調査以前のわれわれの予

測とちがって、『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって残されたものと考えなければならないことになろう。

そう考える場合、先にいうように、『道北型のオホーツク文化』の担い手達と『道東型のオホーツク文化』の担い手達

の交替を想定するとすれば、そうしたコンテクストの中での３号竪穴住居址のあり方をどう理解するかは、かなり微

妙な問題である。可能性としては、３号竪穴住居が、１号竪穴住居・４号竪穴住居などに先立ってまずあったと考え

ることもできるかもしれない。しかし、その場合には、『道北型のオホーツク文化』の担い手達の‘遺跡群の型式’に

変化が起っていたことを認めなければならないことになろうか。一方で、３号竪穴住居が、いずれかの貼付文土器群

を共伴する竪穴住居とこの遺跡で共存し、共に一集落を作っていたと考えることも、あながち、不可能な想定ではな

いのかもしれない。その場合、上にいう人間集団の交替は、全面的なものではなく、部分的なものだったと考えなけ

ればならないことになろう。共伴する土器群が必ずしも明らかではない、その意味では必ずしも帰属の明らかでない、

２号竪穴住居址の事例を含めて、さらに考えてみなければならない課題であろう。 

 そうした問題を残す２号竪穴住居址・３号竪穴住居址を含めて、本遺跡で確認されている住居址群が、台地中央に

‘広場’を残してその辺縁部に並ぶ形であること、しかも、それらが３号竪穴住居址のようにやや方向を異にする例が

あるとしても、いずれも、ほぼ‘広場’に背をむけ・台地端にむかって、沢に面する形で残されていたと考えられる

ことは、すでに述べてきたとおりである。こうした状況から推して考えれば、先にも触れたように、国道 238号線の

開鑿、およびそれに関連する工事によって破壊されてしまった遺跡の東半部にも、同様の形で、つまり、台地の辺縁

部を繞る形で、互い背をむけあい・台地端に面する形で、並列する竪穴住居址群が遺されていたと想定することは、

けっして理由のないことではあるまい。実際、われわれが国道の東側・海寄りの僅かに残された部分で、辛うじて遺
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されていた竪穴住居址の一部を認めていることもすでに触れたとおりである。しかし、そう考えようとする場合、こ

の台地上でわれわれが確認しているかぎりで６個の、そして、国道の開鑿によって破壊されてしまった東半部を含め

て考えればおそらく10個前後になる3)であろう竪穴住居址のうち、さらに沢を隔てて北側の小尾根上にある二つの竪穴

住居址を加えて、いずれかの時点で、いったい何基の竪穴住居が同時に共存していたのかが問題になろう。たとえば、

３号竪穴住居址の覆土中に遺されていたブロック状の魚骨層の存在が３号竪穴住居の廃棄後にも本遺跡にオホーツク

文化の担い手があったことを物語るものであろうことは、すでに注意したところである。つまり、本遺跡の最後の時

点では３号竪穴住居がすでに廃棄されていたことは確かであり、また、共伴する遺物群―たとえば土器群―の様

相からみても、この３号竪穴住居が１号竪穴住居・４号竪穴住居と共存していたと考えることは、かなり困難な想定

なのかもしれない4)。すなわち、この台地上に残されていた10個前後の竪穴住居址のすべてが同時に併存したのではな

いことは、ほぼ確実にいうことができそうである。それでは、ある時点に本遺跡に同時に・一集落としてあった竪穴

住居は、いったい、いくつだったろうか。ここでも、たとえば１号竪穴住居址と４号竪穴住居址について、共伴する

遺物群―たとえば土器群―が類似するという理由からのみ、ただちにその共存をいうことはできないはずである5)。

事実上、層位的にそれらの共存を確認できない以上、直截にその共存を確証することはおそらくできないのであり、

より大きなコンテクストのなかで考えてみる必要があるものと思われる。これも、以下、われわれに課せられた重要

な問題であろう。 

 上にいうように、ある時点でこの地点に共存した竪穴住居の確認は、われわれにとって、かなり困難な課題である

と思われる。しかし、実際にどの竪穴住居とどの竪穴住居が共存していたにせよ、ある時点で本遺跡にいずれかの複

数の竪穴住居があり、それらが多かれ少なかれ舌状の台地をとりまく形であり、しかもそれらはいずれも台地中央の

‘広場’に背をむけ、それぞれ台地縁・前面の沢に面する形であった、そうした形で聚落が形作られていたことは、ほ

ぼ認められてよいであろう6)。そして、こうした目梨泊聚落のあり方は、当然、その成員・複数の竪穴住居に住んでい

た複数の単位集団のメンバー7)間にあったいずれかの関係を、ないしはそこにあった社会組織を、反映するものだった

はずである。そうであるとすれば、われわれは、われわれの捉ええた資料・データによって、そこにいったいどんな

関係・社会組織を復元できるのだろうか。これもまた、われわれに与えられた重要な課題のひとつであると思われる。

さらに、こうした問題に関係して、台地中央部・いわゆる‘広場’の部分で発見された貼付文土器群をどう理解する

かという問題も、また注意されてよかろう。それらは、当然、貼付文土器群の製作・使用者が、いずれかの形で、こ

の部分を利用したことの結果だったはずだからである。これもまた、目梨泊遺跡を解明するための課題のひとつとし

て、以下、検討する必要があろうと考えている。 

 以下、特にここに述べてきた問題点に留意しながら、各トレンチ・竪穴住居址についてその詳細を記載してゆくこ

とにする。なお、これらの問題点に関しては、後に、各トレンチ・竪穴住居址における調査結果を踏まえる形で、第

３章にあらためて詳論することを予定している。 

                                    （大 井 晴 男） 

 

   

 1)〔その後の枝幸町教育委員会の発掘調査結果をみれば、こうした理解に問題があることは明らかである。〕 

 2) 大井晴男「遺跡・遺跡群の型式論的処理について―オホーツク文化の場合―｣『北海道考古学』第18輯、1982、55～81頁。 

 3) 発掘調査当時、われわれは、国道工事関係者から、工事によって破壊された部分に４個の竪穴があったという証言をえている。

こうした証言がどんな根拠によるものか、われわれは充分に確認しえていない。その限りで、こうした証言が確かであるというわ

けにはゆかないが、第３図を参照してみれば、この４個という数は考えられない数ではないと思われる。本文に10個前後と書いた

のは、こうした判断に基づいている。 

 4) 筆者は、これまで何回かにわたって、土器のいわゆる「型式」が『年代学上の単位』とはなりえないこと、したがってまた、共

伴する土器群の「型式」によってただちに複数の竪穴住居が共存したか否かを判断することはできないことを指摘してきた。そう

した論理によって考えるかぎり、この場合も、共伴する遺物群の差異のみを理由として、ただちに３号竪穴住居と１号竪穴住居・

４号竪穴住居とが共存しなかったと断定することはできないはずである。こうした問題は、いずれかの別の論理によって考えられ

るべきであろう。 

  ここにいう「型式」にかかわる問題については、たとえば下記の論文等を参照されたい。 
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  大井晴男「土器群の型式論的変遷について―型式論再考―｣『考古学雑誌』第67巻第３号、1982、22～46頁。第67巻第４号、

1982、28～47頁。 

 5) 前註４を参照されたい。 

 6) こうした聚落のあり方が、一見、縄文期のいわゆる‘馬蹄形聚落’に似ていることは、あらためて注意するまでもないであろう。

しかし、両者―目梨泊のオホーツク文化期聚落と縄文期のいわゆる‘馬蹄形聚落’―が、ただちに等質のものであるといえる

かどうか、なお問題があろうと考えている。たとえば、下記の論文で、水野正好氏は『村の重要な議事なり大祭はこの広場でおこ

なわれ、村のコミュニケイションとエクスタシーはここに果されるものとみられよう』といわれる、すなわち、氏は‘広場’を集

落における核として捉えておられるものと理解できる。しかし、目梨泊のオホーツク文化期集落に関して‘広場’がそうした意味・

位置をもっていたかどうか、後にもふれるように、疑問がある。そして、もし両者において‘広場’のもつ意味・位置が異なって

いたとすれば、集落としての両者の性格は、おそらく、同一視できないだろうと考えるからである。後に、あらためてふれるとこ

ろがあろう。 

  水野正好「縄文時代集落復原への基礎的操作｣『古代文化』第21巻第3・4号、1969、１～22頁。 

 7) われわれは、さきに報告した香深井Ａ遺跡に関して、そのひとつの竪穴住居に住んだ集団が『複数の血縁的につながる自然家族

を含めた拡大家族』だったものと考えた。そして、目梨泊遺跡に関しても、たしかにその竪穴住居の規模・形制は、基本的に、香

深井Ａ遺跡におけるそれと変っているわけではない。しかし、そうだからといって、そこにあった居住単位が香深井Ａ遺跡におけ

るそれと同様なものであったとただちにいってしまうわけにはゆかないかもしれないと考えている。そこでは、いずれかの変化が

起っていた可能性がありそうである。さらに考えてみる必要があろう。 

  下記文献等を参照されたい。 

  大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究２、香深井遺跡 上』東京大学出版会、1976。 

  大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究３、香深井遺跡 下』東京大学出版会、1981。 

  大井晴男「斜里町のオホーツク文化遺跡について｣『知床博物館研究報告』第６集、1984、17～66頁。 
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第Ⅱ部 目梨泊遺跡の研究 

  



 
 

第１章 目梨泊遺跡を遺した人々 

 

 本書の第Ⅰ部で、筆者らは、1967～1974年度の間の、六次にわたって行われたわれわれ北海道大学文学部北方文化

研究施設の発掘調査資料によって、目梨泊遺跡の形成過程について考え・その全容を解明することに努めてきた。そ

の結果、われわれは、まず、『道北型のオホーツク文化』の担い手達によってシーズナル＝キャンプとして出発した目

梨泊遺跡が、その後、他の(同じくオホーツク文化の担い手達であった)人間集団との交替という経過をへて、あらた

に、『道東型のオホーツク文化』の担い手達による集落が形成されるに至る一連の過程を復元し・北海道におけるオホ

ーツク文化にかかる遺跡のひとつのかたちを明らかにすることができたのである。むろん、そうした成果が、発掘調

査という名の‘遺跡の破壊’の代償としてはじめて得られたものであることは、あらためて言うまでもないところで

あろう。 

 しかし、目梨泊遺跡の形成過程は、われわれが一連の発掘調査に基づいて復元し・解明したところに止まるもので

はなかったのである。われわれがわれわれの発掘調査を中断した後に、目梨泊遺跡では、1987年に、『一般国道238号

線枝幸町地内カムイ道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査』が行われ1)、国道が拡幅された結果、われわれがトレン

チ等を展開した台地の海寄りの部分がさらに10ｍ程の幅で削られ・失われた。なお、この事前調査に際して、(われわ

れの発掘調査した台地の)小沢を挾んで南側の台地に関しても同じような幅で発掘調査が行われており、その北端部・

われわれがトレンチ等を展開した台地に最も近い部分で２基の『墓壙』等を含む遺構が確認されている。後に述べる

ように、その状況からみて、われわれの発掘調査した竪穴住居址等と関係するものと考えられよう。目梨泊遺跡の発

掘調査は、それに止まらず、1990～1992年には、『一般国道238号枝幸町斜内改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査』が

行われ2)て、第Ⅰ部第１章第２節および同第３節に触れた旧国道の西・山側の関係する墓域かと考えていた部分を含め

て、われわれがトレンチ等を展開した台地の西側・旧国道と廃線となった旧国鉄興浜北線の路線敷に挾まれた部分が

大規模に発掘調査されている。ちなみに、この『改良工事』のための『事前協議書』がはじめて枝幸町教育委員会に

提出されたのは『平成元年１月20日付け』だったようであり、つまり、さきの『改良工事』のための事前調査の報告

書の刊行後、１年に満たない時期だったようである。こうした経過から見るかぎり、さきの『改良工事』のための事

前調査の必然性・必要性には疑問が残る。それはともかく、この1990～1992年の事前調査の結果は、われわれの予測

を大幅に超えるものだったようである。すなわち、われわれがシーズナル＝キャンプあるいは集落に関係する墓域か

と推定していた旧国道の西・山側の部分では、予測どおりに、『土壙墓』群が確認されたのだが、旧国道と廃線となっ

た旧興浜北線の路線敷に挾まれた部分では、『第１号住居址』～『第４号住居址』の４基の竪穴住居址3)、およびそれら

に関係するかと思われる『土壙墓』群等が確認されたのである。しかも、これらの竪穴住居址のうちで、われわれが

トレンチ等を展開した台地と小沢を隔てて位置する『第２号住居址』（‘Ｅ-２号竪穴住居址')～『第４号住居址』（‘Ｅ

-４号竪穴住居址')は、われわれが発掘調査し・本書の第１部にその詳細を報告してきた１号竪穴住居址～４号竪穴住

居址と全く方向を異にし、いずれも東を向いて・海に面するかたちで造られていたことが明らかにされたのである。

こうした結果を含めて考えるとすれば、われわれが、われわれの一連の発掘調査の結果に基づいて考えてきた目梨泊

遺跡の形成過程は、あらためて、考え直さなければならないように思われる。 

 目梨泊遺跡では、さらにその後、2000～2002年、筑波大学歴史・人類系助教授前田潮を発掘担当者として、『枝幸町

教育委員会、オホーツクミュージアムえさし及び筑波大学歴史・人類系並びに札幌大学文化学部』の共催のかたちで、

『目梨泊遺跡の成立過程の解明とオホーツク文化期における交易の実体を明らかにする』ことを目的とする『学術調

査』が行われ4)て、1990～1992年の枝幸町教育委員会による発掘調査によって明らかにされた『第２号住居址』（‘Ｅ-

２号竪穴住居址')～『第４号住居址』（‘Ｅ-４号竪穴住居址')に続く台地(上の『学術調査』の報告書にいう『第Ⅲ段

丘面』)の一部が発掘調査されている。この発掘調査は、これまでに行われてきたそれに較べて、けっして大規模なも

のではないが、それでも、なお、『第２号住居址』（‘Ｅ-２号竪穴住居址')～『第４号住居址』（‘Ｅ-４号竪穴住居址')

に続く、それらと方向を同じくする、『第５号住居址』（‘Ｅ-５号竪穴住居址')・『第６号住居址』（‘Ｅ-６号竪穴住居

址')5)が確認され、また、『第40号土壙墓』、および、（『第６号竪穴式住居址の掘り上げ土によって部分的に覆われ』た、

つまり、それとの‘層位的’関係の明らかな)『第41号土壙墓』が発見され、さらに、その‘層位的’関係は必ずしも
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明らかにされていないが、『魚骨層や獣骨堆積ブロック、炭化物層など人為的な廃棄物層』も確認されるなど、かなり

重要な成果が得られているらしい。 

 上に見てきたように、目梨泊遺跡の形成過程を明らかにすることは、実際上、われわれ北海道大学文学部北方文化

研究施設の発掘調査資料のみによっては不可能である。その後に行われた枝幸町教育委員会他の発掘調査が、それぞ

れに問題を残すものであったことは上にも言うとおりなのだが、それにもかかわらず、目梨泊遺跡の形成過程を考え・

その全容を解明するためには、それらの発掘調査の結果・成果をも含めて検討しなければならないことが明らかであ

る。したがって、以下、この第Ⅱ部では、これまで目梨泊遺跡に関して明らかにされている資料・データを総合し、

つまり、1967～1974年度の六次にわたる北海道大学文学部北方文化研究施設の発掘調査・1987年度の枝幸町教育委員

会による発掘調査・1990～1992年度の枝幸町教育委員会による発掘調査・2000～2002年度に『枝幸町教育委員会、オ

ホーツクミュージアムえさし及び筑波大学歴史・人類系並びに札幌大学文化学部』の共催によって行われた発掘調査

のそれぞれの結果・成果をも併せて、目梨泊遺跡の形成過程・その全容を解明し、また、そのオホーツク文化研究に

持ちうる意義を考えてみることにしたい。 

                                  （大 井 晴 男） 

 

   

 1) 枝幸町教育委員会編『目梨泊遺跡 一般国道238号線枝幸町地内カムイ道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』枝幸町教
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 4) 枝幸町教育委員会編『目梨泊遺跡 目梨泊遺跡における埋蔵文化財学術発掘調査報告書』枝幸町教育委員会、2004。 
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 6) 下記の文献を参照されたい。 

  大井晴男「調査」大場磐雄・八幡一郎・内藤政恒監修『新版考古学講座10、特論〈下〉─考古学の歴史・実際的研究─』雄

山閣、1971、73～97頁。 
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第 4図　 集落’ としての目梨泊遺跡 （スクリーントーンのみのものは、推定）
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第１節 キャンプ＝サイト・集落としての目梨泊遺跡 

 

 キャンプ＝サイトとしての目梨泊遺跡（第４図） 

 目梨泊遺跡は、その成立当初から‘集落’としてあったわけではないことは、本書第Ⅰ部に詳論してきたわれわれ

北海道大学北方文化研究施設の一連の発掘調査によって、すでに明らかであろう1)。たとえば、われわれのL-16区～O-16

区、および、それをはさむM-15区・M-17区等では、きわめて多数の土器・石器等の遺物が発見され、また、(その企画

など必ずしも明らかではないが)多くの柱穴等の遺構が認められていながら、‘竪穴住居址’等の恒久的施設を確認す

ることができなかった。つまり、これらの区域は、主として刻文系土器・沈線文系土器によってなる土器群をもった

『道北型のオホーツク文化』の担い手達によってキャンプ＝サイトとして利用されていたのである。同じことは、1987

年度の枝幸町教育委員会による発掘調査区の一部、『Ｂ-27区』『Ｃ-27区』～『Ａ-35区』『Ｂ-35区』『Ｃ-35区』につい

ても言うことができそうである。これらの地区には、北海道大学北方文化研究施設によって1971年度に調査されたH-16、

I-16区、および、J-15区～J-4区の大部分がかかっているのだが、すでに第Ⅰ部に述べたように、それらのうち、H-16、

I-16区・J-14区～J-12区などでは、やや多数の粘土層中に掘込まれた柱穴状ピット等が確認されていた。(それらを含

む)枝幸町教育委員会によって発掘調査された『Ｂ-27区』『Ｃ-27区』～『Ａ-35区』『Ｂ-35区』『Ｃ-35区』でも、『Ｃ

-30区』北東端で確認された『第３号墓壙』を含めて、かなり多数の、粘土層中に掘込まれた柱穴状ピットが確認され

ているのである2)。また、北大発掘調査区のうちI-16区では、より西のJ-16、K-16区とのつながりで、なおやや多数の

貼付文系土器が発見されているのだが、H-16区・J-14区～J-12区では、沈線文・刻文系土器の方が多数を占めるよう

になっている。(1987年度の)枝幸町教育委員会による発掘調査については、特に『遺構外出土』の土器群に関して、

調査区ごとの出土数量が示されておらず、また、その出土傾向も記されていないので、詳細は明らかであるとは言え

ないが、挿図に示されたところによるかぎり、ミニアチュア土器を除いて、個体数で刻文系・沈線文系土器45に対し

て貼付文系土器は16であり、前者が多数を占めている3)のである。推測を混じえていうとすれば、発見されている貼付

文系土器は、その大部分が１号竪穴住居址に関係するものであり、その周辺で発見されていたのではないかと考えら

れよう。そして、こうした推測を認めるとすれば、これらの地区は、やはり、刻文系土器・沈線文系土器を主体とす

る土器群をもつ『道北型のオホーツク文化』の担い手達によってキャンプ＝サイトとして利用されていたものと考え

られることになろう。ただ、この地区・枝幸町教育委員会の発掘調査による『Ｂ-27区』『Ｃ-27区』～『Ａ-35区』『Ｂ

-35区』『Ｃ-35区』が、北大北方文化研究施設の発掘調査によるL-16区～O-16区、および、M-15区～M-17区、つまり、

M-16区を中心とする区域に推定された『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された遺構・遺物の分布と

一連のものであったかどうかには、あるいは、問題が残されるかもしれない。すなわち、北大北方文化研究施設の発

掘調査による16トレンチでの土器群の分布、特に刻文系・沈線文系土器の分布は、K-16区よりも東では顕著な変化が

認められないのだが、粘土層中に掘込まれた柱穴状ピットの分布に関するかぎり、H-16区で、ふたたび、やや多数の

柱穴状ピットの分布が認められているのである。この柱穴状ピットの分布は、枝幸町教育委員会の発掘調査による『Ｂ

-27区』『Ｃ-27区』～『Ａ-35区』『Ｂ-35区』『Ｃ-35区』にみられる高い密度の柱穴状ピットの分布の一部である可能

性がありそうである。つまり、粘土層中に掘込まれた柱穴状ピットの分布は、北大北方文化研究施設のI-16区～L-16

区におけるそのやや少なくなる区域をはさんで、M-15区～M-17区・M-16区～P-16区を中心とする区域と枝幸町教育委

員会の『Ｂ-27区』『Ｃ-27区』～『Ａ-35区』『Ｂ-35区』『Ｃ-35区』の区域の二つに分けられるのかもしれない。そう

考える場合、これらの二つの柱穴状ピットの分布は、時期あるいは集団を異にするそれぞれのキャンプがあったこと

を示唆するものである可能性があろう。ただし、そう考えようとする場合、二つのまとまりの拡がりが、その面的な

規模において、かなりの差をもつらしいことは、さらに注意される必要がありそうである。その場合、北大北方文化

研究施設によるL-16区～O-16区およびM-15区～M-17区、つまり、M-16区を中心とする区域のまとまりを、ある時期に・

ある集団によって遺された一単位のものと考えるとすれば、枝幸町教育委員会による『Ｂ-27区』『Ｃ-27区』～『Ａ-35

区』『Ｂ-35区』『Ｃ-35区』の区域のまとまりでは、そのひろがりからみて、いくつかのそうした単位が重なっていた

可能性が考えられてよいのではあるまいか。たしかに、報告書に示された『遺構分布図』によるかぎり、これらの区

域の柱穴状ピットをいくつかの単位に区分することはできそうもない。しかし、それを否定する積極的な材料がある
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わけでもないので、ここでは、M-16区を中心とする区域のそれを含めて、これらの粘土層中に掘込まれた柱穴状ピッ

ト群は、いくつかの時期にまたがる・いくつかの集団によって遺されたキャンプの存在を示すものであると考えてお

くことにする。これらのキャンプが・それに関連して遺された土器群が『道北型のオホーツク文化』の担い手達の関

与を窺わせるものであったことからみて、そうしたグループが、ある期間、この目梨泊遺跡をキャンプ＝サイトとし

て利用していたことを示すものと理解しておこう。 

 これらに関連するかと考えられる状況は、１号竪穴住居址を隔てた(北大北方文化研究施設による)I-22区でも認め

られている。この(一部が枝幸町教育委員会による『Ａ-27区』にかかる)発掘区では、部分的に、きわめて浅い掘込み

を伴って粘土面が確認されており、関連して刻文系・沈線文系の土器などが発見されていたのだが、その位置からみ

て、(枝幸町教育委員会による)『Ｂ-27区』『Ｃ-27区』～『Ａ-35区』『Ｂ-35区』『Ｃ-35区』の柱穴状ピット群につな

がるものと考えてよさそうである。そして、それを認めるとすれば、実は、(１号竪穴住居が構築される以前に)この

区域には粘土面・柱穴状ピット群を遺す『道北型のオホーツク文化』の担い手達のキャンプが遺されており、後に、

『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって、その一部を毀して、１号竪穴住居が構築されていたものと考えられ

ることになる。 

 あるいは、目梨泊遺跡のキャンプ＝サイトとしての利用の痕跡は、上に注意したところにとどまるものではないの

かもしれない。たとえば、詳細が明らかになっているわけではないが、北大北方文化研究施設によるM-21～M-23区に

認められた礫の集積・粘土層に掘込まれた柱穴状ピット他、および、枝幸町教育委員会による『Ａ-40区』『Ｂ-40区』

～『Ａ-41区』『Ｂ-41区』に認められた(ややまばらな)柱穴状ピット群なども、あるいは、同じような『道北型のオホ

ーツク文化』の担い手達のキャンプの跡と考えてよいのかもしれない。結局、われわれ北大北方文化研究施設が六次

にわたる調査を実施したこの台地(1987年度枝幸町教育委員会の報告書にいう『北側段丘』)上は、かなり広い範囲で、

『道北型のオホーツク文化』の担い手達のキャンプ＝サイトとして利用されていたものと考えられてよさそうである。

それだけでなく、この台地の東側・海寄りの部分は、かなり広い範囲に及んで旧国道238号線によって削られており、

わずかに残された海寄りの部分の状況をも考慮すると、台地平坦面は、かつては、さらに30ｍ程の幅で海側にひろが

っていたものと考えられるが、おそらく、この部分も、また、同じように『道北型のオホーツク文化』の担い手達に

よってキャンプ＝サイトとして利用されていたものと推定されてよいかと思われる。注意されてよいことは、枝幸町

教育委員会の発掘調査に際して、その『Ｃ-30区の北東コーナー付近』で、『第３号墓壙』が発見されていることであ

る。この『第３号墓壙』では、『玉子形』の『墓壙の北西部』端、遺体の頭部があったかと思われる部分から、『底部

が穿孔された完形土器が斜め逆さまになって１点出土して』いる4)。発見されているやや小形の『完形土器』5)は、頸

部が顕著に縮約する壷型土器・本書での分類にいう『Ⅱa型』の器形を呈し、口唇部の外縁および(わずかに段を作出

す)口縁部には刻文列がめぐらされ、肩部には(横位の刻文を加えた)バンド状の貼付が、その上下には‘日’字形の刻

線文と縦位の貼瘤文が(互い違いに)４カ所に施されている例であって、その特徴は、これまでに目梨泊遺跡で発見さ

れている‘刻文系の土器’にはあまり類例のない・‘古かるべき特徴’をもつものなのである。こうした‘副葬土器’

から考えれば、『第３号墓壙』は、それが発見された(1987年度枝幸町教育委員会による)『Ｂ-27区』『Ｃ-27区』～『Ａ

-35区』『Ｂ-35区』『Ｃ-35区』の区域をキャンプ＝サイトとして利用していた‘集団’によって遺されたものではなく、

より古い時期に・いずれかの他の区域にそのキャンプ＝サイトを遺していた‘集団’によって遺されたものである可

能性が大きいように思われる。少なくとも北大北方文化研究施設、および、(1987年度の)枝幸町教育委員会の発掘調

査区ではこうした‘古かるべき特徴’をもつ土器群は確認されていないので、そうしたキャンプ＝サイトは、上にい

う旧国道238号線によって削られてしまった海寄りの台地平坦面に遺されていた可能性があろう。つまり、『道北型の

オホーツク文化』の担い手達によるキャンプ＝サイトは、(すでに削られてしまった部分を含めて)この台地上のほぼ

全面にひろがっており、しかも、そのキャンプ＝サイトは、まず、海寄りの部分から形成がはじまり、それが次第に

台地全面にひろがっていたのだと考えられてよいのであろう。 

 それでは、この目梨泊遺跡が、『道北型のオホーツク文化』の担い手達によってキャンプ＝サイトとして利用されて

いたのは、いったい、どれ程の期間だったのだろうか。 

『道北型のオホーツク文化』については、礼文町香深井Ａ遺跡で、ほぼその全期間におよぶ変遷が明らかにされてい

る6)。その変遷は、就中、‘土器群’の‘型式論’的変遷として最も詳細にたどられている7)ので、この場合も、目梨

泊遺跡のこれまでの発掘調査によって知られた‘土器群’に関する情報を基軸として、その時間的位置を考えてみる
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ことにしよう。少なくともこれまでの発掘調査によるかぎり、この目梨泊遺跡では、刺突文系の文様をもつ資料は土

器群の総数の１％にも充たない数しか発見されないので、それがかなりのパーセンテイジを占める香深井Ａ遺跡の『魚

骨層Ⅳ』以下の層準に併行する時期に、この目梨泊遺跡がキャンプ＝サイトとして利用されていたとは、いささか、

考え難いように思われる8)。ただし、すでに注意した枝幸町教育委員会の発掘調査による『第３号墓壙』の‘副葬土器’

は、刻文列による口縁部文様帯にせよ・『Ⅱa型』の器形にせよ、香深井Ａ遺跡の『魚骨層Ⅲ』、あるいは、『魚骨層Ⅲo』

で多数を占める要素なので、それに併行する時期に旧国道238号線によって削られてしまった海寄りの台地平坦面がキ

ャンプ＝サイトとして利用されていた可能性は充分に考えられてよさそうである。そこにキャンプ＝サイトを遺した

‘集団’は、そこで発生していた‘死者’を、彼らがまだ利用してはいなかった西側・台地奥に埋葬していたのではな

かったか。つまり、この目梨泊遺跡は、おそらく、香深井Ａ遺跡の『魚骨層Ⅲ』、ないし、『魚骨層Ⅲo』併行期以降、

(幌別川川口に‘集落’を遺した)『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって、そのキャンプ＝サイトとして利

用されはじめていたものと考えられてよいかと思われる。 

 それでは、北海道大学北方文化研究施設、および、(1987年度の)枝幸町教育委員会の発掘調査区に認められた『道

北型のオホーツク文化』の担い手達による(おそらく複数の時期にまたがる)キャンプ＝サイトの形成された時期は、

いったい何時だったのだろうか。ここでも、発掘調査によって明らかにされている‘土器群’に関する情報を中心と

して、考えてみることにしよう。ただし、枝幸町教育委員会の報告書では、出土した土器資料の出土位置・全数・(推

定)個体数が明らかにされておらず、また、文様要素の分類も、この報告書のそれとは異なっているので、遺憾ながら、

直接には比較し・対照することができない。したがって、ここでは、北大北方文化研究施設の、特にその16トレンチ

の‘土器群’を中心に考えてみることにしたい。すでにその項に詳論したように、この16トレンチでは、M-16区を中

心とする区域に遺構・遺物群の集中することが確認されており、そこが、ある時期・ある‘集団’によってキャンプ

＝サイトとして利用されていたことが推定された。この16トレンチのL-16区～O-16区で発見されている‘土器群’の(よ

り新しい時期のものと考えられる貼付文系のそれを除く)文様要素による構成は、沈線文系の文様をもつものが40％

強・刻文系の文様をもつものが30％弱・無文の資料が30％弱であって、沈線文系の例のうち摩擦式浮文をもつ資料が

いちじるしく少ないこと・刺突文系の文様をもつものが１％にも充たないこと・無文の資料のパーセンテイジがいち

じるしく大きいこと等の違いはあっても、ほぼ香深井Ａ遺跡の『魚骨層Ⅱ』の土器群のそれと『魚骨層Ⅰ』の土器群

のそれの中間の数値を示しているようである。これは、この区域のキャンプ＝サイトが香深井Ａ遺跡の『間層Ⅰ/Ⅱ』

に併行する時期あたりに形成されていたことを示唆するものと考えてよいのであろう。(1987年度の)枝幸町教育委員

会の発掘調査区で発見されている土器群に関しては、すでに述べたように、こうした検討を果すことができないが、

その資料は、その多くの部分で北大北方文化研究施設の16トレンチの資料と類似するように思われる。そのかぎりで

は、この発掘区で確認されているキャンプ＝サイトがM-16区を中心とする区域のそれと相前後する時期に遺されてい

たことが想定されてよいのかもしれない。しかし、すでに注意したように、その範囲がかなり広い面積におよんでい

ることからみて、時期を異にする・複数のキャンプ＝サイトが重複するかたちで遺されていたものと考えた方がよさ

そうである。枝幸町教育委員会によって報告された資料のうちには、『やや大型の土器で、口縁部から底部までの大部

分を欠損する』、しかし、その器形の全体を復元しうる資料があって、その『口唇部は丸みをもち、口縁部には太めの

刻文と沈線文が描かれる』と記載される9)が、『太めの刻文(列･･･筆者加筆)』の下に描かれる『沈線文』は、２条の直

線に挟まれた波状文と(これとはやや離れて施文される)大柄な波状文によってなっているのである。この資料は、(や

や寸詰りではあるが)沈線文系の土器にその例が多い、頸部があまり縮約せず・肩の張りもいちじるしくはない、本書

の分類にいう『甕形土器Ｂ』、就中、『Ⅰｃ型』の器形を呈し、その文様要素でも『太めの刻文と沈線文』であるにも

かかわらず、『沈線文』によって表現されているモティーフは、沈線文系の土器に全く例のない波状文を含むものなの

である。この資料にみられる２条の直線に挟まれた波状文、および、(これとやや離れて施文される)大柄な波状文は、

むしろ、貼付文系の土器に典型的にみられるモティーフのひとつであろう。つまり、この資料は、器形・文様要素に

おいて、明らかな沈線文系の例でありながら、そのモティーフの一部に、貼付文系土器のそれ、たぶん、本書の分類

にいう『Hd』の意匠をもっていることになる。類似の資料は、口縁部の破片資料であるが、(枝幸町教育委員会の調査

区に近い)北大北方文化研究施設のK-16区発見の資料中にも認められている10)。これらの資料は、おそらく、沈線文系

の土器群の製作・使用者のうちに、貼付文系の土器の影響、しかも、本書の貼付文系土器群の分類にいう『Hd(あるい

はHeも？)の文様をもつもの』の影響がおよんでいたことを示すものと考えてよいのであろう。上に注意した香深井Ａ
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遺跡の『魚骨層Ⅱ』の土器群、および、『魚骨層Ⅰ』の土器群には、(本書の分類にいう擬縄貼付文をもつものを除い

て)貼付文系の土器は共伴していなかった11)し、その影響をうかがわせる例も知られていなかった。そうであるとすれ

ば、こうした資料は、香深井Ａ遺跡の『魚骨層Ⅱ』、および、『魚骨層Ⅰ』の形成された時期よりさらに新しい時間的

位置を示唆するものと考えられることになる。そして、もし、こうした資料の存在によって考えるとすれば、枝幸町

教育委員会の発掘調査による『Ｂ-27区』『Ｃ-27区』～『Ａ-35区』『Ｂ-35区』『Ｃ-35区』の区域、および、その周辺

の地区に遺された(複数の)キャンプ＝サイトは、北大北方文化研究施設の16トレンチで確認されたそれ・M-16区を中

心とする区域のそれと前後する時期に形成されたものに加えて、より新しい時期のキャンプ＝サイトをも含むものだ

ったと推定されることになろうか。 

 結局、目梨泊遺跡の北海道大学北方文化研究施設が一連の・六次にわたる発掘調査を実施した舌状台地(枝幸町教育

委員会の1987年度報告書にいう『北側段丘』)上には、これまでの調査によって確認されるかぎり、少なくとも香深井

Ａ遺跡の『魚骨層Ⅲ』、ないし、『魚骨層Ⅲo』併行期以降、(たぶん幌別川川口遺跡にその‘集落’を遺した)『道北型

のオホーツク文化』の担い手達によって、継続的にキャンプ＝サイトとして利用されていたものと考えられる。彼ら

のキャンプ＝サイトとしての利用は香深井Ａ遺跡の『魚骨層Ⅱ』併行期から同『魚骨層Ⅰ』併行期を通じて続き、さ

らに、それ以後の・より新しい時期にまでおよんでいたと推定することができそうである。彼らのキャンプ＝サイト

は、おそらく、まず、(発掘調査以前に旧国道238号線によって削られてしまった)海寄りの部分に形成されたものと思

われる。その時点で彼ら・キャンプ＝サイトを遺した‘集団’は、たぶん、幌別川川口にあったその‘集落’の‘竪

穴住居’のひとつに居住していた、つまり、一『世帯(Household)』12)に出自する・ひとつの‘集団’であったものと

考えられよう。彼らのキャンプ＝サイトの位置は、その理由は必ずしも明らかでないが、台地上を転々と移動してい

たらしい。それは、ある時期以降、たとえばM-16区を中心とする区域にみられるように、台地のやや奥にまで展開し

ていたようである。ただし、キャンプ＝サイトの移動は、おそらく、一定の方向性(たとえば台地先端部から奥へとい

った)を持っていたわけではなく、また、かつて利用していたことのある地点をも含めて、まさに、台地上を転々と動

いていたようにみえる。その移動の背景にあった‘原理’は、少なくともこれまでの調査によっては必ずしも明らか

ではないが、たとえば枝幸町教育委員会による『Ｂ-27区』『Ｃ-27区』～『Ａ-35区』『Ｂ-35区』『Ｃ-35区』の区域に

みられる状況は、そうした移動の繰返しの結果として、時期を異にする複数のキャンプ＝サイトが重複して遺された

ことを示すものと考えられよう。さらに考えなければならないもうひとつの問題は、上に、少なくともその当初の時

期にはひとつの‘集団’によって遺されたものと考えた目梨泊遺跡のキャンプ＝サイトが、その継続期間の全期間を

通じて、一貫して、ひとつの‘集団’によって遺されたのかどうかという問題である。こうした問題を考えるための

積極的な資料・データがあるわけではないが、それらが、北大北方文化研究施設の展開したトレンチのきわめて広い

範囲におよび、枝幸町教育委員会による発掘調査区を含めて、問題の舌状台地のほぼ全面にひろがっていることから

考えて、その全てがひとつの‘集団’によって遺されたものと考えることは、むしろ、困難なのかもしれない。さら

に今後の研究に俟たなければならないが、少なくともある時期以降、目梨泊遺跡には、二つ(あるいはそれ以上の数)

の‘集団’がそのキャンプ＝サイトを形成していた可能性を考えてみることは、けっして、無駄ではないだろうと思

うのである。こうした問題は、当然、(この目梨泊遺跡を遺した)枝幸町周辺の‘地域集団’の問題とかかわるものと

思われる。筆者らは、後に、そうした枝幸町周辺‘地域集団’の問題についても考えてみたいと思っているので、こ

うした問題に関しても、あらためて、触れるところがあろうと考えている。なお、この項では、さきに(1987年度の)

枝幸町教育委員会の発掘調査に際して確認されたその『第３号墓壙』について触れたが、本書の著者のひとりである

小野裕子は、かつて、『(目梨泊遺跡では･･･筆者註)刻文系の土器を伴う墓が６基検出されており、それらの分布を見

ると分散的ではあるが、全体としては、北大調査段丘の付け根平坦部から、沢を挟んだ北側段丘縁に、比較的偏る傾

向が見て取れる』と言い、さらに加えて、『刻文系の土器群を伴う墓は、北大調査区における竪穴を伴わない生活面と

関連するものと理解するならば、目梨泊遺跡においては、まず、北大調査区における利用が･･･(中略)･･･キャンプサ

イトとして始まり、それに関連する時期の墓域(？･･･筆者加筆)がこの段丘の付け根側に形成され』たことを考えてい

る13)。それが、きわめて『分散的』であることからみて、それらが『墓域』を形成していたと言えるかどうか疑問が

ないわけではないが、可能な想定なのかもしれない。なお、これまでに行われている1987年度の枝幸町教育委員会の

発掘調査・1990～1992年度の枝幸町教育委員会の発掘調査・2000～2002年度の枝幸町教育委員会他の発掘調査などに

よって確認されているその他の多数の事例を含めて、目梨泊遺跡で発見されている『墓壙』群については、第２節に
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あらためて詳論したいと考えているので、その項をも参照されたい。 

 

 集落としての目梨泊遺跡―二つの竪穴住居址群― 

 本書の第Ⅰ部に詳論したように、目梨泊遺跡では、その後、１号～４号のオホーツク文化にかかる竪穴住居址が遺

されたのだが、この第Ⅱ部の冒頭にも述べたように、その後の枝幸町教育委員会等の発掘調査によっても、さらに‘Ｅ

-１号竪穴住居址'～‘Ｅ-６号竪穴住居址’の６基のオホーツク文化にかかる竪穴住居址が確認されており、これまで

に10基のオホーツク文化にかかる竪穴住居址が確認されていることになる。その他、やや不明確な例を含めて、現地

表面から認められる竪穴住居址かと推定される凹みが３カ所あり14)、また、第Ⅰ部第２章第１節に触れた旧国道238号

線によって削られてしまった海寄りの部分にあったであろう竪穴住居址をも含めて、目梨泊遺跡では、10数基のオホ

ーツク文化にかかる竪穴住居址群が遺されていたものと考えられることになる。これらの竪穴住居址群は、おそらく、

相互に無関係にあったわけではなく、ある相関的な関係の下にあり・‘集落’を形成していたものと考えられよう。本

節の主要な課題は、こうした‘集落’が、いったいどのようなものとしてあり、それを構成する‘竪穴住居址群’の

間に、したがってまた、それらの竪穴住居址にあった‘人間集団'・居住者達の間に、どんな関係が成立していたのか

を考えることにある。 

 すでに第Ⅰ部に詳論したように、これらの竪穴住居址群は、上に言うこの遺跡に遺された『道北型のオホーツク文

化』の担い手達のキャンプ＝サイトに遅れて遺されたものと考えられようが、これもすでに触れたように、これらの

竪穴住居址の全てが同時にあったとは考え難いので、ここではまず、どの竪穴住居とどの竪穴住居が同時にあったの

か、つまり、どの竪穴住居とどの竪穴住居が‘集落’を形成していたのか、そして、そうした‘集落’が何回にわた

って形成されていたのかが、明らかにされなければならないことになる。言い換えれば、われわれは、まず、複数の

竪穴住居址相互の間の時間的関係を確認しなければならないことになろう。考古学的に複数の遺構・遺物群の時間的

関係を明らかにするための手段は、直接には、それらの間の層位的な関係を確認することである。しかし、この目梨

泊遺跡で確認されている竪穴住居址相互の間には、(重複していた３号ａ竪穴住居址と３号ｂ竪穴住居址間のそれを除

いて)互いに重複する事例はなく、それらの間の層位的な関係を確認することはできないことになる。そして、それが

不可能な場合、間接的に、複数の竪穴住居址に共伴する遺物群、たとえば(それらが同一系統の土器群だった場合)土

器群の型式論的比較によってその相互の時間的関係を‘推定’することもできないわけではないのだが、目梨泊遺跡

の竪穴住居址群の場合、(２号竪穴住居址・３号ａ竪穴住居址・３号ｂ竪穴住居址を除く)これまでに確認されている

竪穴住居址ではいずれもきわめて類似した‘貼付文系土器群’が共伴しており、それらの型式論的比較によっても、

相互の時間的関係を‘推定’することはほとんど困難であると言わざるをえないようである。やむをえず、ここでは、

これまでに発掘調査によって確認されている、あるいは、その存在が何らかの情報によって推定できる竪穴住居址群

の位置的関係を材料として、それらがどんな順序で造られていったかを‘推測’する、つまり、そうした手順によっ

てそれらの時間的関係を‘推定’し、そこにあったであろう‘集落’を復元的に考えてみることにしたい。 

 目梨泊遺跡の竪穴住居址群の位置的関係として、これまでの発掘調査によって明らかにされていることのひとつは、

北大北方文化研究施設がそのトレンチ等を展開した台地の上で、１号竪穴住居址～４号竪穴住居址が、台地の南端部

と北端部に、それぞれに逆の方向を向いて、つまり、南側と北側の小沢に面しながら、ほぼ長軸の方位を等しくして

分布していることである。これらの竪穴住居址群の位置・方向が相互に無関係であったとは到底考えられないので、

それらの間には、何らかの相関的な関係―それがどんな関係であったかはこれから考えなければならない問題であ

るが―がありえたものと考えられよう。さらに、これらの竪穴住居址群の位置・方向から考えれば、１号竪穴住居

址の西に接する位置にある・現在凹所として確認できる竪穴住居址は、おそらく、１号竪穴住居址とその方向を同じ

くするものであったことが推定できるであろうし、西にやや離れてある(1990～1992年度の枝幸町教育委員会の発掘調

査で確認された)『第１号住居址』（‘Ｅ-１号竪穴住居址')も、旧国鉄興浜北線によってその大部分が破壊され・西側

壁沿いの一部しか残されていなかった15)のだが、少なくとも、その方向は、北大北方文化研究施設の調査による１号

竪穴住居址とほぼ一致しており、上に言う一群の竪穴住居址群に繋がるものであったと考えてよいのであろう。ただ

し、北大北方文化研究施設の調査による２号竪穴住居址の南東部に凹所として確認されている竪穴住居址は、もし

(1994年度の)枝幸町教育委員会の報告書に付された地形図に示されたその方向が誤っていないとすれば、むしろ、東

向きに・海に向くかたちで造られていたようであり、ここに言う竪穴住居址群とは別のグループになるのかもしれな
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い。また、東側・海寄りの旧国道 238号線によって削平されてしまった部分にも、竪穴住居址が遺されていたことが

知られているが、この部分にあった竪穴住居(群？)も、南側と北側の小沢に面するかたちで、つまり、上に言う竪穴

住居址群とほぼその長軸の方向を一致させて造られ・それらと共に一群の竪穴住居址群としてあったものと考えられ

てよいのであろう。 

 その一方で、1990～1992年度の枝幸町教育委員会による発掘調査は、すでに本章の序に触れたように、これらとは

別の竪穴住居址群の存在を明らかにした。すなわち、われわれ北大北方文化研究施設のスタッフが目梨泊遺跡の中核

的な部分と考え・そのトレンチ等を展開した台地の北西側の、小沢を隔てた・やや奥まった、狭長な三角形を呈する

台地の末端(そこに凹所として確認できる竪穴住居址があることはわれわれも知っていたのだが)からその奥部にかけ

て、上にいう竪穴住居址群とは方向を異にする、一群の竪穴住居址群が遺されていたことが明らかになったのである。

(1994年度の)枝幸町教育委員会の報告書にいう『第２号住居址』（‘Ｅ-２号竪穴住居址')～『第４号住居址』（‘Ｅ-４

号竪穴住居址')がそれである。さらに、これらに続く台地の末端に凹所として確認されていた竪穴住居址も、2000～

2002年に、筑波大学歴史・人類系助教授前田潮を発掘担当者として、『枝幸町教育委員会、オホーツクミュージアムえ

さし及び筑波大学歴史・人類系並びに札幌大学文化学部』の共催のかたちの『学術調査』によって発掘調査されてい

るが、これも、予測されていたとおり、(1994年度の)枝幸町教育委員会の報告書の『第２号住居址』（‘Ｅ-２号竪穴住

居址')～『第４号住居址』（‘Ｅ-４号竪穴住居址')とほぼその方向を等しくする竪穴住居址・『第５号住居址』（‘Ｅ-

５号竪穴住居址')であることが確認され、さらにこの竪穴住居址と『第２号住居址』（‘Ｅ-２号竪穴住居址')・『第３号

住居址』（‘Ｅ-３号竪穴住居址')との間には、『旧国鉄興浜北線によって大部分が損壊』され・現地表面から確認され

ていなかった(ほぼその方向を等しくする)竪穴住居址・『第６号住居址』（‘Ｅ-６号竪穴住居址')が、新たに確認され

たのである16)。これらの竪穴住居址群・‘Ｅ-２号竪穴住居址'～‘Ｅ-６号竪穴住居址’が、上にいう北大北方文化研究

施設がそのトレンチ等を展開した台地上に分布する一群の竪穴住居址群とその方向を異にし、しかも、（‘Ｅ-４号竪穴

住居址’を除くそれらが)狭小な三角形を呈する台地の末端に密集して遺されていることは、特に、注目にあたいしよ

う。すなわち、両者、１号竪穴住居址～４号竪穴住居址・‘Ｅ-１号竪穴住居址’等によってなる一群と‘Ｅ-２号竪穴

住居址'～‘Ｅ-６号竪穴住居址’の一群は、おそらく、異なる・別のグループに属し、その組織原理を異にしていたの

だと考えなければならないものと思われる。なお、すでに注意した２号竪穴住居址の南東部に凹所として確認されて

いる竪穴住居址は、もし、(1994年度の)枝幸町教育委員会の報告書に付された地形図に示されるその方向が誤ってい

ない、つまり、東向きに・海に向くかたちで造られていたとすれば、その方向性から考えて、むしろ、上にいうとこ

ろの‘Ｅ-２号竪穴住居址'～‘Ｅ-６号竪穴住居址’の一群に加えられるべきものなのかもしれない。同じように、小

沢を隔てた・より北の、細長い舌状台地(2004年度の枝幸町教育委員会編報告書にいう『第Ｉ段丘面』)上に１基だけ

凹所として遺されている竪穴住居址(？)も、その方向をやや異にするらしいが、その位置からみてこの一群に加えら

れてよいのかもしれない。 

 もし、上にみてきたように、目梨泊遺跡にこうした二つの竪穴住居址群・異なる組織原理によってなる二つのグル

ープによるそれが遺されていたと考えるとすれば、われわれは、まず、これらの二つの竪穴住居址群についてそれぞ

れに、それらに含まれる竪穴住居址群が、どのような順序で造られていったのか・どの竪穴住居址とどの竪穴住居址

とが併存し・それらの居住者達の間にどのような関係があったのかが考えられなければならないことになりそうであ

る。その上で、われわれは、はじめてこれらの二つの竪穴住居址群・異なる組織原理によってなる二つのグループに

よるそれが、何故・どうしてこの目梨泊遺跡に遺されることになったのか、それらの間には、いったい、どんな関係

があったのかを考えることができるのであろう。ここでも、しかし、先に複数の竪穴住居址相互の間の関係について

指摘した問題点は、これらの二つの竪穴住居址群・異なる組織原理によってなる二つのグループによる竪穴住居址群

の相互の間の関係についても、全く、同じように指摘できるのである。すなわち、それぞれの竪穴住居址群に属する

竪穴住居址相互の間には、当然であるが、重複している例はなく、したがって、層位的関係が明らかな例はないし、

それぞれの竪穴住居址に共伴するものと考えられる‘遺物群'、特に、‘土器群’相互の間にも、指摘するにたる型式

論的違いは認められないようである。つまり、この場合、二つの竪穴住居址群・異なる組織原理によってなる二つの

グループによる竪穴住居址群の間の時間的関係を明示し、ないし、示唆する考古学的な材料は、遺憾ながら、えられ

てはいないのである。それにもかかわらず、両者が、時間的に全く併存していたと考えることは、おそらく、困難で

あろうと思われるので、われわれは、ここでも両者の位置的な関係からその時間的関係を‘推測’し、そうした‘推
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測’の上に両者の間にあったであろう関係を考え、さらに、それを主要な材料として、両者を含む目梨泊遺跡にみら

れるオホーツク文化にかかる‘集落’について‘推論’せざるをえないことになる。こうした手順によって、われわ

れが充分に信頼しうる・有意な結論に達することができるかどうか、必ずしも明らかではない。しかし、われわれ

―北大北方文化研究施設および枝幸町教育委員会他―が発掘調査という名の‘遺跡の破壊’によってその資料・

データをえている以上、われわれは、それらの資料・データを最大限に評価することが必要・不可欠であろうと考え

ているのであり、そのためには、誤りをおかす可能性が全くないわけではないとしても、あえて、こうした‘推論’

を提示しておく必要があろうと考えたのである。以下本節では、まず、二つの竪穴住居址群についてそれぞれに検討

し、さらに、二つの竪穴住居址群・異なる組織原理をもっていたと考えられる二つのグループによってなる竪穴住居

址群の間にありうる関係について考え、その上で、両者を含むオホーツク文化にかかる‘目梨泊集落’について考え

ておくことにしたい。 

 もちろん、われわれは、ここに提示しようとするわれわれの‘推論’が動かし難い・疑問の余地のないものである

とは考えていない。それは、われわれが、これまでに繰返し行われてきた目梨泊遺跡の発掘調査によってえらた限ら

れた資料・データによって、また、われわれを含めた多くの研究者達による(必ずしも充分なものではないかもしれな

い)オホーツク文化研究の成果・そこでえられている知見を背景として導かれたひとつの‘仮説’にすぎないのである。

こうした‘仮説’は、当然であるが、今後の(目梨泊遺跡のそれを含めた)調査・研究によって検討され・検証されな

ければならないであろう。そうした検討・検証によって、もし、今後のオホーツク文化研究が一歩を進めることがで

きるとすれば、ここに提示しようとするわれわれの‘推論’は、それなりの意味を持ちうるであろうと考えているの

である。 

 

 北海道大学北方文化研究施設調査区の竪穴住居址群 

 ここに検討の対象とするのは、上に述べた二つの竪穴住居址群のひとつ、北大北方文化研究施設の発掘調査区で確

認された１号～４号竪穴住居址、および、１号竪穴住居址の西に凹所として遺されているそれと、(1990～1992年度の)

枝幸町教育委員会の発掘調査区で確認された‘Ｅ-１号竪穴住居址’である。なお、これらと無関係ではなかったと考

えられる(旧国道238号線によって破壊されてしまった)台地の東側・海寄りの部分に遺されていたであろう竪穴住居址

(群？)についても、併せて、検討の対象に加えておくことにする。 

 これらの竪穴住居址群について、まず考えておかなければならないのは、第Ⅰ部にすでに詳論したように刻文系土

器・沈線文系土器が主体となる土器群を共伴するものと考えられた２号竪穴住居址・３号ａ竪穴住居址・３号ｂ竪穴

住居址等が、他の、貼付文系土器群を共伴する１号竪穴住居址・４号竪穴住居址・‘Ｅ-１号竪穴住居址’等と、どん

な関係にあったのかという問題である。つまり、筆者は、一方で２号竪穴住居址・３号ａ竪穴住居址・３号ｂ竪穴住

居址等が、刻文系土器・沈線文系土器が主体となる土器群を共伴する、すなわち、『道北型のオホーツク文化』の担い

手達によって遺されたものであろうと考えながら、その一方で他の１号竪穴住居址・４号竪穴住居址・‘Ｅ-１号竪穴

住居址’等、すなわち、(筆者自身が別の‘地域集団’に属するものと主張してきた)貼付文系土器を共伴する『道東

型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された竪穴住居址のグループと、その位置・方向等の関係を理由として、

ひとつの竪穴住居址群・‘集落’を形成していたものと考えようとする、いわば筆者の論理の中でのそうした‘前後撞

着’が矛盾なく・うまく説明できるかどうかという問題であると言い換えてもよいであろう17)。 

 ここでは、まず、２号竪穴住居址・３号ａ竪穴住居址・３号ｂ竪穴住居址等の刻文系土器・沈線文系土器が主体と

なる土器群を共伴するものと考えられた竪穴住居址群が、何時、造られていたのかという問題について検討してみる

ことにしよう。すでにさきの項に検討したように、この目梨泊遺跡では刻文系土器・沈線文系土器が主体となる土器

群の製作・使用者達、つまり、『道北型のオホーツク文化』の担い手達が、(香深井Ａ遺跡の)『魚骨層Ⅲ』、ないしは、

『魚骨層Ⅲo』併行期以降、継続的にキャンプ＝サイトとして利用しており、それは、同『魚骨層Ⅱ』併行期から『魚

骨層Ｉ』併行期をつうじて続き、さらに、それ以後の・より新しい時期にまでおよんでいたことが明らかにされてい

る。それは、おそらく、これらの刻文系・沈線文系の土器群の製作・使用者達のうちに、貼付文系の土器の影響、し

かも本書の貼付文系土器群の分類にいう『Hd(あるいはHeも？)の文様をもつもの』の影響が及ぶような時期にまで続

いていたものと考えられたのである。その一方で、２号竪穴住居址・３号ａ竪穴住居址・３号ｂ竪穴住居址等が、や

はり、刻文系・沈線文系の土器群の製作・使用者達、つまり、『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺され
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たものと考えるとすれば、両者・『道北型のオホーツク文化』の担い手達のキャンプ＝サイトと竪穴住居址が、同時に

この目梨泊遺跡あったと考えることは、たぶん、困難であろう。それらは、時期を異にして遺されていたものと考え

ざるをえないようである。すなわち、目梨泊遺跡は、まず、彼らのキャンプ＝サイトとして利用されはじめていたの

であり、かなり長期間におよぶそのキャンプ＝サイトの形成の後に、彼らは、その竪穴住居をこの目梨泊遺跡に造っ

ていたものと考えられることになる。そう考えようとする場合、彼らは目梨泊遺跡でのあり方・その利用の仕方を変

えていたことになろうが、それでは、彼らがそのあり方・利用の仕方を変えたのは何時だったのであろうか。すでに

述べたように、彼らのキャンプ＝サイトとして利用が、貼付文系の土器の影響、しかも、本書のその分類にいう『Hd(あ

るいはHeも？)の文様をもつもの』の影響が及ぶような時期にまで続いていたことが明らかになっているので、彼らが

目梨泊遺跡におけるそのあり方・利用の仕方を変えたのは、それ以降、たぶん、道東部における貼付文系土器群の製

作・使用者達の継続期間の後半の時期になってからのことであると考えなければならないように思われる。そして、

そう考えうるとすれば、『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたものと考えられた２号竪穴住居址・

３号ａ竪穴住居址・３号ｂ竪穴住居址等は、実は、『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された１号竪穴

住居址・４号竪穴住居址・‘Ｅ-１号竪穴住居址’等と、あるいは、少なくともそのいずれかと、同時に・併存してい

たことが考えられてよさそうに思われる18)。 

 検討しておかなければならないもうひとつの問題は、上に言うように『道北型のオホーツク文化』の担い手達が、

目梨泊遺跡で、そのあり方・利用の仕方を変えていたものと考えるとすれば、何故、彼らは、目梨泊遺跡におけるそ

のあり方・利用の仕方を変えていたのか、ないし、変えなければならなかったのかという問題であろう19)。この場合、

明らかなことのひとつは、そうした変化が、何らのキッカケもないままに起っていたと考えることは、おそらく、困

難であろうことである。そこでは、そうした変化を惹起こす何かのキッカケがあった筈だと考えられよう。そして、

こうした問題を考えるためにも『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたものと考えられた２号竪穴

住居址・３号ａ竪穴住居址・３号ｂ竪穴住居址などと、『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された１号

竪穴住居址・４号竪穴住居址など、および、‘Ｅ-１号竪穴住居址’とが、同時に・併存していた可能性が考えられた

ことは、ひとつの示唆を与えるものになりうるのかもしれない。すなわち、それらのどれとどれが最初に造られたも

のかなお明らかではないのだが、『道東型のオホーツク文化』の担い手達がこの目梨泊遺跡に現れ・その竪穴住居を造

ったことがキッカケとなって、『道北型のオホーツク文化』の担い手達も、また、その竪穴住居を造っていたのではあ

るまいか。筆者は、かつて、道東部で、『貼付浮文土器群によって示される時期には、そこ(一地域集団の領域･･･筆者

註)にいくつかの竪穴(住居址･･･筆者註)群を残す遺跡が点在するようになる』ことを指摘して、それが、『一地域集団

の領域に、(キャンプサイトを残さず･･･筆者註)複数の(竪穴住居址群を残す)定着的な集落が作られるようにな』る、

新しい『地域集団のあり方・セツルメント＝パターン』が成立していたことを示すものであると考えたことがある20)

が、そして、また別の機会に、『目梨泊遺跡における(貼付浮文土器群を伴う竪穴住居址群を遺す･･･筆者註)集落の形

成は、(新しい地域集団のあり方・セツルメント＝パターンをもつ･･･筆者註)道東型のオホーツク文化・その荷負者

(達･･･筆者加筆)のこの地域への新たな進出の結果だった』と考えたことがある21)が、そうした『道東型のオホーツク

文化』の担い手達のこの地域への出現・目梨泊遺跡におけるその『集落』の形成がそのキッカケとなって、それ以前

からこの地域にあった『道北型のオホーツク文化』の担い手達にもその竪穴住居を造らせることになったのではない

かと考えられる。もっと正確に言えば、この地域への『道東型のオホーツク文化・その荷負者のこの地域への新たな

進出』は、この地域にあった『道北型のオホーツク文化』の担い手達・その『地域集団』を駆逐していたのであり、

たぶんその一部(目梨泊遺跡にそのキャンプ＝サイトをもっていたグループ？)だけがそこに残って、目梨泊遺跡に竪

穴住居を造り、(『道東型のオホーツク文化』の担い手達と共に)その『集落』に参加していたのではないかと考えら

れよう22)。 

 上のように理解するとすれば、それでは、そこにあった『集落』は、いったい、どのようなかたちであったのだろ

うか。ここでも、資料・データの不足による制約が大きいが、可能なかぎりで考えておくことにしよう。 

 筆者らが『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたものと考えた２号竪穴住居址・３号ａ竪穴住居

址・３号ｂ竪穴住居址に関しては、３号ａ竪穴住居址と３号ｂ竪穴住居址とについて層位的関係が確認されている。

すなわち、３号ａ竪穴住居址は、北大北方文化研究施設がトレンチ等を展開した舌状の台地の北端をかぎる小沢から

南西に分岐する小流に面して、つまり、海側・台地の前面からみて蔭になる部分に、ほぼ北向きに造られており、そ
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れに対して、３号ｂ竪穴住居址は、ほとんど完全に３号ａ竪穴住居址に重なるかたちで、ただし、長軸を東に40度ほ

ど振って、つまり、この場合は小流にほとんど並行するように、造られていた。ここでは、まず３号ａ竪穴住居が造

られ、たぶん、これを改築するかたちで、３号ｂ竪穴住居が造られていたものと考えられよう。両者の位置関係・重

複の仕方からみて、これらの二つの竪穴住居址は、いずれも『道北型のオホーツク文化』の担い手達、それも、一系

の‘集団’によって、連続して、造られていたものと捉えられてよさそうである。これも第Ⅰ部の当該項に述べたよ

うに、この竪穴住居址の覆土中には、長径2.4ｍ・短径1.5ｍほどのブロック状の魚骨層が形成されていた。この魚骨

層が、３号ｂ竪穴住居の廃棄後に形成されたものであることは層位的に明らかであるが、その位置的関係からみて、

同じく『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたものと考えられる２号竪穴住居の‘居住者’達によ

って遺されたものである可能性が大きいようである23)。そして、そうであるとすれば、２号竪穴住居の‘居住者’達

は、３号ａ竪穴住居・３号ｂ竪穴住居の‘居住者’達に続く・同じ一系の‘集団’であった可能性が考えられてよい

のではあるまいか。ここでは、３号ａ竪穴住居址・３号ｂ竪穴住居址および２号竪穴住居址が、一連の・一系の‘集

団’によって遺されたものであって、(『道東型のオホーツク文化』の担い手達のこの地域への進出によって駆逐され

た)『道北型のオホーツク文化』の担い手達の一部がそこに残り、この目梨泊遺跡で、『道東型のオホーツク文化』の

担い手達による竪穴住居群によってなる『集落』の一部として・その一角にあり続けたことを示すものであると理解

しておきたい。 

 『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたものと考えられた一連の３号ａ竪穴住居址・３号ｂ竪穴住

居址・２号竪穴住居址が海側・台地の前面からみて蔭になる部分にあったことは、あるいは、その時点に目梨泊遺跡

にあった『集落』の中での３号ａ竪穴住居・３号ｂ竪穴住居・２号竪穴住居の‘居住者'・『道北型のオホーツク文化』

の担い手達の占めていた‘位置’を示唆するものだったのかもしれない。すなわち、当時の目梨泊遺跡『集落』の主

要なメンバーであった『道東型のオホーツク文化』の担い手達の竪穴住居群は、それと対照的に、海側・台地の前面

に造られていたのではないかと考えられよう。海側・台地の前面に造られていた竪穴住居址は、１号竪穴住居址とそ

の西に凹所として遺る竪穴・４号竪穴住居址等であり、それに旧国道 238号線によって削られてしまった台地の海寄

りの部分にあったであろう２(あるいは３？)基―すでに注意したようにそれらもまた長軸を同じくしてあったもの

と考えられようが―を加えて、おそらく、５(あるいは６？)基であったと推定しているが、それらが同時にあった

のかどうかは、さらに考えてみなければならない問題であろう。それらが、もし、時期を異にしてあった一連の３号

ａ竪穴住居址・３号ｂ竪穴住居址・２号竪穴住居址に対応するものだったとすれば、それらも、また、時期を異にす

るいくつかのグループを含んでいたと考えた方がよさそうである。そう考えようとする時、オホーツク文化にかかる

‘集落’の場合、ある時期に・同時に複数の竪穴住居が並列して造られるケースが少なくない24)ことを考慮すれば、台

地の南縁に南に面して造られている３基(あるいは４基？)・１号竪穴住居址とその西に凹所として遺る竪穴、その東

に、旧国道238号線によって削られてしまった台地の海寄りの部分にあったであろう１基(あるいは２基？)と、台地の

北縁に北を向いて造られていた４号竪穴住居址、および、その東に、旧国道238号線によって削られた台地の海寄りの

部分にあったであろう１基(？)の計２基とに区分できそうである。この場合、台地の南縁に南に面して造られている

３基(あるいは４基？)と台地の北縁に北を向いて造られていた２基は、それぞれ、ある‘まとまり’をもったグルー

プとして捉えることはできないであろうか。可能なひとつの想定としては、たとえば、台地の南縁に南に面して造ら

れている３基(あるいは４基？)の竪穴住居の‘居住者’達と台地の北縁に北を向いて造られていた２基の竪穴住居の

‘居住者’達は、それぞれに、時期を異にしてこの目梨泊遺跡に出現していたのではあるまいか。そう考える場合、台

地の南縁に南に面して造られている３基の竪穴住居(あるいは、ここには竪穴住居址は４基あり、まず２基の竪穴住居

が造られそれが共に更新されていたのかもしれないが、その場合最初に造られた２基の竪穴住居)の‘居住者’達・『道

東型のオホーツク文化』の担い手達が、まず目梨泊遺跡に現れ、それがキッカケとなって同遺跡に竪穴住居を造るよ

うになった『道北型のオホーツク文化』の担い手達による３号ａ竪穴住居址(あるいは３号ｂ竪穴住居址も)と併存し

て‘集落’を形成し、引続いて、台地の北縁に北を向いて造られていた２基(？)の竪穴住居の‘居住者’達・『道東型

のオホーツク文化』の担い手達がこの地点に現れ・その‘集落’に参加していたものと考えられることになる。おそ

らく、共に『道東型のオホーツク文化』の担い手達による台地南縁に南に面して造られている竪穴住居群と台地北縁

に北を向いて造られていた竪穴住居群は、ある時期以降、併存していたものと考えてよいのではないかと思っている。

また、『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された２号竪穴住居址は、そうした時期にあったと考えるこ
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とができるかもしれない。台地奥にやや離れて位置している‘Ｅ-１号竪穴住居址’は、台地南縁に南に面して造られ

ていた竪穴住居群のあるグループが、(さらに？)その竪穴住居を更新していたのではないかと考えられよう。 

 さて、北海道大学北方文化研究施設調査区における‘集落’を上に述べてきたようなかたちで捉えるとすれば、そ

こには、三つのグループがあり、その‘集落’の形成に参与していたことが考えられてよいことになろうが、それで

は、これらの三つのグループの相互の関係はどのようなものであり・そこにあった‘集落’はどのようなものとして

あったのであろうか。 

 三つのグループのうちの二つが『道東型のオホーツク文化』の担い手達のグループであって、他のひとつが『道北

型のオホーツク文化』の担い手達のそれであることはすでにわかっている。したがって、ここでは、まず、二つの『道

東型のオホーツク文化』の担い手達のグループ相互の関係を考えることからはじめてみよう。これらの二つのグルー

プが、共に道東部のいずれかの地域に出自していたこともすでに明らかであるが、それぞれの竪穴住居址群が北大北

方文化研究施設がトレンチ等を展開した台地の南側と北側に別れ、またそれぞれに逆の方向を向いて造られていたの

は、いったい、何故だったのであろうか。それらが、単に、時期を異にしてこの目梨泊遺跡に現れ、たまたま台地の

南縁にそのスペースがなかったために、台地の北縁にその場を求め、その地形的条件にしたがって北向きに竪穴住居

を造っていたにすぎないのだろうか。その可能性がないわけではないと思われるが、むしろ、この場合、両者の位置・

方向性は、両者がある‘集団’としての違いをもっていたために・そうした違いを‘集落’のかたちの上で表現する

ために、とられていたのではあるまいか。両者の‘集団’としての違いは、両者の故地・道東部におけるそれであり、

両者は、その故地・道東部で、それぞれに異なる‘集落’に出自していたのではないかと考えられよう。両者の目梨

泊遺跡における位置は、そのまま目梨泊集落における相互の関係を表現しており、両者は、目梨泊遺跡で、形の上で

はひとつの‘集落’を作りながら、実は、‘集落’を構成するそれぞれの部分としての有機的な関係をもってはいなか

った可能性が強い。それは、(この部分の)目梨泊集落を構成していたもうひとつのグループであった『道北型のオホ

ーツク文化』の担い手達についても、たぶん、同様であって、彼らの遺した３号ａ竪穴住居址以下の竪穴住居は、形

の上では目梨泊集落に参加していながら、その‘居住者’達は、必ずしも、その一員としての積極的な役割を担うこ

とはなかったのであろう。 

 結局、北大北方文化研究施設調査区にみられる‘集落’は、形の上で‘環状集落’に類するすがたをみせながら、

実態としては、二つの『道東型のオホーツク文化』の担い手達のグループと『道北型のオホーツク文化』の担い手達

のもうひとつのグループの三者が、それぞれに‘集団’としてのまとまりをもったまま、いわば、それらの‘寄合い

所帯’としてあったものと考えられてよかろう。ただし、こうした目梨泊集落が、全く‘集落’として機能していな

かったわけではないであろう。それらがきわめてルースなものとしてあったとしても、それはそれなりに、たとえば、

その‘領域’に関しては、その‘占有主体’としてあったものと考えられてよかろう。 

 

 枝幸町教育委員会調査区の竪穴住居址群 

 ここに検討の対象とするのは、1990～1992年度の枝幸町教育委員会の発掘調査区で確認されている‘Ｅ-２号竪穴住

居址'～‘Ｅ-４号竪穴住居址’と、2000～2002年に『枝幸町教育委員会、オホーツクミュージアムえさし及び筑波大学

歴史・人類系並びに札幌大学文化学部』の共催のかたちで行われた発掘調査区で確認されている‘Ｅ-５号竪穴住居

址’・‘Ｅ-６号竪穴住居址'、それに加えて、これらののる舌状台地(2004年度の枝幸町教育委員会編発掘報告書にいう

『第Ⅲ段丘面』)の北の細長い舌状台地(同『第Ｉ段丘面』)の末端に１基だけ凹所として残っている竪穴、さらには、

北大北方文化研究施設の調査した２号竪穴住居址の西南に、それとは方向を異にして(？)、凹所として残る竪穴１基

をも加えた、計７基によってなる竪穴住居址群である。すでに述べたように、これらの竪穴住居址群は、前項に検討

した北大北方文化研究施設の調査区を中心として発見されている竪穴住居址群とは方向を異にし、また、(部分的に)

いちじるしく密集して遺されていることで、それらとは同一視できない・別のものとして捉えられなければならない

と思われる。 

 ここでも、われわれは、まず、これらの７基の竪穴住居址群が、どのような順序で造られ・どんな関係にあったの

かを考えることが必要であろう。それを考えるためのトッカカリとして、ここでは、いちじるしく密集して遺される

‘Ｅ-２号竪穴住居址'・‘Ｅ-３号竪穴住居址'・‘Ｅ-６号竪穴住居址’の３基の竪穴住居址の相互の関係について考え

ることからはじめてみよう。 
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 ‘Ｅ-２号竪穴住居址’は、『調査前の状況では僅かな窪みが認められたが、壁の立ち上がりは確認できず床面におい

て溝内に堆積した黒褐色土を掘り下げ、辛うじて全体の輪郭を明らかにすることができた』らしいが、『周囲を巡る溝

により確認されたプランは東側がやや膨らむ正方形』であったという25)。大きさは、長軸で6.7ｍ弱・短軸で6.9ｍ強

を測る。『壁の立ち上がり』が確認されていないために、直接に比較することができないが、これまで、この目梨泊遺

跡で確認されている竪穴住居址の中では、最も小さい。なお、この‘Ｅ-２号竪穴住居址’の『北側と南側の溝は２重

となっており、いずれも外側の溝は途中で切れて』いるようであり、また、その『内側にも浅い溝が南側で認められ

ている』というが、その構造は、後に検討する‘Ｅ-４号竪穴住居址’のそれと比較すると、むしろ、単純であると言

えそうである26)。‘Ｅ-３号竪穴住居址’は、『第２号住居址（‘Ｅ-２号竪穴住居址'･･･筆者註)のすぐ北に位置』して

おり、両者の間は２ｍ強離れているだけである27)。この‘Ｅ-３号竪穴住居址’では、『壁が確認できたのは西側から

南側にかけての一部で、他の部分については(旧国鉄興浜北線の･･･筆者註)鉄道工事により削り取られて』おり、『床

面も南側の約２ｍ×５ｍほどの面積しか残されていなかった』28)ようであり、その全体像は、必ずしも、明らかである

とは言えない。なお、この例でも、『南壁の直下には幅８cmほどの狭い溝が掘られており』『さらに壁から50cmほど離

れた床面には幅20cmから25cmのしっかりした溝が巡っている』29)らしいが、その構造は、確認しうるかぎりでは、やは

り、単純であると言えそうである。問題はこの竪穴住居址の大きさである。上に注意したように、その大きさは、直

接には確認できないのだが、この‘Ｅ-２号竪穴住居址’と‘Ｅ-３号竪穴住居址’のすぐ東には、2000～2002年に、

『枝幸町教育委員会、オホーツクミュージアムえさし及び筑波大学歴史・人類系並びに札幌大学文化学部』の共催のか

たちで行われた発掘調査によって、‘Ｅ-６号竪穴住居址’の一部が確認されている30)のである。報告書は、『この住居

址は旧国鉄興北線によって大部分が損壊しており、海側の北東壁の一部が残存しているのみである』と書いており、

実際に発掘調査によって確認されたのは、『(２ｍほどの範囲の･･･筆者註)北東壁の一部』と、その北につながる５m2

ほどの『床面』にすぎない31)が、『出土遺物からオホーツク文化期の竪穴式住居跡であることを確認した』と報告され

ている。その『床面は比較的平坦で、よく締まっている』『壁際には幅20cmほどの周溝が巡っている』という状況から

みても、報告者達の判断は信頼してよいものと考えられよう。なお、報告書には、『その規模、平面形、長軸方向につ

いては明らかではない』と書かれているが、(以下に検討するように)『規模』についてはともかく、『平面形、長軸方

向』については、いくつかの状況から考えて、『オホーツク文化期の竪穴式住居跡』に一般的な‘六角形ないしそれに

近い平面形’と、東・海側を向くほぼ東西の‘長軸方向’を想定してよいものと思われる。注意すべきことは、こう

した『オホーツク文化期の竪穴式住居跡』・‘Ｅ-６号竪穴住居址’の『海側の北東壁』が、推定される‘Ｅ-２号竪穴

住居址’の東壁の東11ｍ程の位置にある32)ことである。両者・‘Ｅ-２号竪穴住居址’と‘Ｅ-６号竪穴住居址’との間

には、少なくとも、２ｍの間隔があったことが推定できるので、‘Ｅ-６号竪穴住居址’の長軸長は最大でも(11－２＝)

９ｍであったと考えられることになろう。しかし、‘Ｅ-２号竪穴住居址’の北に２ｍほど離れて・やや東にズレて位

置する‘Ｅ-３号竪穴住居址’の存在をも考えあわせると、‘Ｅ-３号竪穴住居址’と‘Ｅ-６号竪穴住居址’の長軸長

は、最大でも、それぞれ７ｍ以下、おそらく、両者ともに、‘Ｅ-２号竪穴住居址’と前後する規模のものであったと

考えなければならないかと思われる33)。結局、ここに遺された‘Ｅ-２号竪穴住居址'‘Ｅ-３号竪穴住居址'‘Ｅ-６号

竪穴住居址’は、ほぼ相似た規模のものであり・長軸を揃えて・たがいに併存しえたとは考え難い程度に密集してあ

ったものと考えられることになろう。しかも、それらは、比較的単純な床面の溝の状態から考えて、それほど長期間

に及んで・補修を繰返しながら利用したとは考え難いことでも、また、共通している。さらに、‘Ｅ-２号竪穴住居址’

の床面からは、底部を欠くが、その器形をうかがえる貼付浮文をもつ土器が出土しており34)、‘Ｅ-３号竪穴住居址’

および‘Ｅ-６号竪穴住居址’では、(床面出土の遺物こそないが)その覆土からは貼付浮文をもつ土器が出土している

ようであって35)、これらの竪穴住居が、『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたものであることをう

かがわせる。こうした状況から考えれば、これらの三つの竪穴住居址は、おそらく、『道東型のオホーツク文化』の担

い手達によって、それも、同じないし一系の‘集団’によって・連続的に造られた、一連の竪穴住居址群であったと

考えてよさそうに思われる。たぶん、確証があるわけではないが、また、その理由も明らかではないが、‘Ｅ-２号竪

穴住居址'→‘Ｅ-３号竪穴住居址'→‘Ｅ-６号竪穴住居址’の順序で、比較的短期間のうちに、建てかえられていた

のではあるまいか。 

 これら三つの竪穴住居址群の北に、同じ台地上に、やや離れて位置する‘Ｅ-４号竪穴住居址’は、長軸をほぼ東に

向けて造られることでは共通性があるが、いくつかの点で、これらの竪穴住居址とは対蹠的である。すなわち、『その
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規模は長軸11ｍ70cm、短軸９ｍ34cmを計る大型住居址』であり、『平面プランは北東方向が三角形に強く張り出すとと

もに南西方向の壁もわずかではあるが外部に張り出す胴張をもつ五角形』であって、また、その床面には、『中央部に 

は１ｍ20cm×１ｍの広
マ マ

がりで西側半分を石で囲んだ石組炉』があり、『この炉を中心に３本の幅広い溝が住居址内部を 

巡』る36)という、いわば典型的な‘オホーツク文化の竪穴住居址’のプランをもっているのである。発掘調査・報告

者である佐藤隆広は、『この３本の溝については住居址の拡張に伴う基本的な溝と思われ、これらの溝から枝分かれし

たり、あるいは溝の間を繋ぐ細い溝などもあり、場所によってはかなり複雑な様相』を呈することに注意しており、

実際に、そこで想定される『時間的な推移』を詳細に論じている37)のだが、これらの『複雑な様相』を呈する『溝』

が『住居址の拡張』を示すものかどうかは疑問の余地がある38)。もし、そこに『住居址の拡張』を示す明確な層位的

関係を確認できないとしたら、これらの『複雑な様相』を呈する『溝』は、この竪穴住居が、長期間に亘って、‘改修’

を重ねながら利用されていたことを示すものと考えた方がよさそうに思われる。その点でも、また、‘Ｅ-４号竪穴住

居址’は、上に検討した‘Ｅ-２号竪穴住居址'‘Ｅ-３号竪穴住居址'‘Ｅ-６号竪穴住居址’と対蹠的であると言えそ

うである。ただし、‘Ｅ-４号竪穴住居址’では、近時の撹乱をまぬかれていたために、その床面からやや多数の土器・

石器等が発見されており39)、この竪穴住居址が『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたものである

ことは明らかであって、その点では、上の三つの竪穴住居址群・‘Ｅ-２号竪穴住居址'‘Ｅ-３号竪穴住居址'‘Ｅ-６

号竪穴住居址’と同断である。 

 さて、共に『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたかと考えられる(一連のものと推定される)‘Ｅ

-２号竪穴住居址'‘Ｅ-３号竪穴住居址'‘Ｅ-６号竪穴住居址’と‘Ｅ-４号竪穴住居址’が、相互に対蹠的な特徴を

もちながら、(北海道大学北方文化研究施設がそのトレンチ等を展開した台地の北を流れる小流を遡った)やや奥まっ

た舌状台地(2004年度枝幸町教育委員会編発掘報告書にいう『第Ⅲ段丘面』)上に、いずれもほぼ東を向いて、並行す

るような位置関係で遺されていることには注意を惹かれる。あるいは、これらは、ある時期に併存した２基の・一群

の竪穴住居だったのではないだろうか。そう考えようとする場合、‘Ｅ-２号竪穴住居址'‘Ｅ-３号竪穴住居址'‘Ｅ-

６号竪穴住居址’が、たぶんその順序で・比較的短期間のうちに建てかえられていったのに対して、‘Ｅ-４号竪穴住

居址’は、それらの三つの竪穴住居が継続的に造られていた期間、‘改修’を重ねながら利用されていたのだと考えら

れることになろう。‘Ｅ-４号竪穴住居址’に関係する、つまり、その‘居住者’達によって遺されたものかと考えら

れる‘墓域'、『第25号土壙墓』～『第33号土壙墓』と『第34号土壙墓』～『第37号土壙墓』40)が、かなり多数の『土壙

墓』によってなっていることは、‘Ｅ-４号竪穴住居址’が、やや長期間に亘って利用されていたことを示唆している

と考えてよかろう。結局、筆者らは、‘Ｅ-２号竪穴住居址'‘Ｅ-３号竪穴住居址'‘Ｅ-６号竪穴住居址’と‘Ｅ-４号

竪穴住居址’が、ある時期に・ある期間に亘って、２基・一群の竪穴住居群として、この目梨泊遺跡にあったもの考

えようとする。ただし、これらの２基・一群の竪穴住居群が、ある時点に目梨泊遺跡にあった竪穴住居の全てであっ

たと考えるわけではない。以下、次項に論じるように、筆者らは目梨泊遺跡には他にも竪穴住居群があり、これらの

２基・一群の竪穴住居群は、それらと共に、ある時期の「オホーツク文化」にかかる目梨泊集落の一部としてあった

ものと考えようとするのである。 

 これらの２基・一群の竪穴住居群にかかわる問題は、これに止まるものではなさそうである。すなわち、これらの

うち‘Ｅ-２号竪穴住居址’では、その覆土からやや多数の刻文系・沈線文系土器が発見されていることである41)。こ

れらの刻文系・沈線文系土器群については、発掘調査者・報告者である佐藤隆広は、特段の発言はしておらず、どの

ように理解しようとしていたのか明らかではない。しかし、一般に貼付文系土器群・特に目梨泊遺跡にみられるよう

な比較的新しい時期のものと考えられるようなそれに関しては、刻文系・沈線文系土器群が伴出する例は、ほとんど、

知られていない42)ので、これらの刻文系・沈線文系土器群は‘混入’したものであったと考えなければならないよう

に思われる。実際、『(刻文系土器を共伴する･･･筆者註)第23号土壙墓は第２号住居址（‘Ｅ-２号竪穴住居址'･･･筆者

註)のすぐ南に位置して』おり43)、また、周辺には、『第21号土壙墓』・『第24号土壙墓』等、刻文系・沈線文系土器群

を共伴する『土壙墓』の分布が知られている44)ので、‘Ｅ-２号竪穴住居址’の覆土から発見されている刻文系・沈線

文系土器群は、この竪穴住居址に重なる位置に遺されていた刻文系・沈線文系土器群を共伴する『土壙墓』、ないし、

その周辺から‘混入’したものと考えてよさそうに思われる。しかし、‘Ｅ-４号竪穴住居址’の周辺には、そうした

『土壙墓』は分布しておらず、実際に、その床面および覆土出土の土器群のうちにはほとんどそうした土器群は記載さ

れていないのである45)。しかし、これにはいくつかの例外があって、就中、佐藤編報告書の『第25図８』に示される
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土器は、胴部以下を欠くが、ほぼその器形を復元しえた例であって、この‘Ｅ-４号竪穴住居址’に共伴したものであ

る可能性が大きいように思われる。この資料は、口唇直下に１条の沈線を、以下、僅かに縮約する口頸部に、沈線で、

２条の直線にはさまれた波状文を２段に重ねた文様をもっており、さきに注意した、‘沈線文系の土器群の製作・使用

者のうちに、貼付文系の土器の影響、しかも、本書の貼付文系土器群の分類にいう『Hd(あるいはHeも？)の文様をも

つもの』の影響がおよんでいたことを示すもの’と同趣の事例であろうと考えられる。そして、もし、この資料がこ

の‘Ｅ-４号竪穴住居址’に共伴したものであると考えるとすれば、それは、この‘Ｅ-４号竪穴住居址’の‘居住者’

のうちに、‘貼付文系の土器の影響’を受けた‘沈線文系の土器群の製作・使用者’が含まれていたことを示すもので

あると考えることができそうである。他の(けっして多数ではない)沈線文系の土器破片・『第30図１,２』も、また、

同じコンテクストで説明することが可能であろう。こうした土器群が、したがって、‘沈線文系の土器群の製作・使用

者’が、この竪穴住居が構築された最初の時期からその‘居住者’のうちに含まれていたかどうかは、明らかではな

い。あるいは、そうした‘沈線文系の土器群の製作・使用者’は、長期間に亘って利用されていたものと考えられる

この‘Ｅ-４号竪穴住居址’の利用期間のある時期から、その‘居住者’のうちに加っていたものと考えることも、ま

た、不可能ではあるまい。いずれにしても、こうした想定は、これらの２基・一群の竪穴住居群の目梨泊集落におけ

る位置・その性格を考えるために、無視できない意味をもつものであると言えそうである。なお、こうした問題に関

しては、後の第２章第２節であらためて考えてみたいと思っているので、その項をも参照されたい。 

 この項で問題にしている枝幸町教育委員会調査区の竪穴住居址群には、上に検討してきた‘Ｅ-２号竪穴住居址'‘Ｅ

-３号竪穴住居址'‘Ｅ-６号竪穴住居址’と‘Ｅ-４号竪穴住居址’以外に、３基の竪穴住居址が含まれるが、2000～

2002年に『枝幸町教育委員会、オホーツクミュージアムえさし及び筑波大学歴史・人類系並びに札幌大学文化学部』

の共催のかたちで行われた発掘調査の際に部分的に調査された‘Ｅ-５号竪穴住居址’を除く他の２例はこれまで全く

調査されておらず、それらが、その方向などから、このグループに加えられてよさそうだと思われるにもかかわらず、

上に言う４基とどのような関係にあったのか、明らかであるとは言えない。ただ、その位置的関係、たとえば、‘Ｅ-

５号竪穴住居址’は‘Ｅ-２号竪穴住居址’他の分布する東の狭い尾根上に造られており、他の１基の未調査の竪穴は

これと小沢を挟んで南側の・北大北方文化研究施設の発掘調査区の竪穴住居址群の分布する台地の北縁に造られ、残

る１基はこれらと小沢をはさんで北側のいちじるしく狭い尾根上に造られるなど、これまで竪穴住居が造られること

がなかった場所が選ばれていることからみて、これらの３基の竪穴住居址は、‘Ｅ-２号竪穴住居址’以下と‘Ｅ-４号

竪穴住居址’にあった‘集団’が、新たにその場を求め・‘移転’した結果であると考えることができるのではないだ

ろうか。たとえば、それらのうちで唯一、部分的にせよ発掘調査が行われている‘Ｅ-５号竪穴住居址’は東向きに造

られているようであり、また、その床面からは貼付文系の土器群が発見されており、しかも、もしその覆土の一部で

ある『第Ⅱ層(黒褐色土層)』出土の(刻文系・沈線文系の土器を含まない)土器群がこの竪穴住居址に伴うものである

と考えてよいとすれば、そこには本書の分類にいう『Heの文様をもつもの』が含まれる46)ので、かなり新しい時期の

ものであった可能性があって、先の推測と矛盾しない。ただし、調査によって明らかにされたかぎり、‘Ｅ-５号竪穴

住居址’は、長軸長14ｍ前後を測るかなり大きな竪穴住居址だった47)ようであって、その西に接して位置する‘Ｅ-２

号竪穴住居址'‘Ｅ-３号竪穴住居址'‘Ｅ-６号竪穴住居址’とは著差がある。そうした状況から考えれば、この‘Ｅ-

５号竪穴住居址’を造り・そこに移り住んだのは、‘Ｅ-６号竪穴住居址’にあった‘居住者’達であったとはやや考

え難く、むしろ、‘Ｅ-４号竪穴住居址’にあった‘居住者’達だったと考えた方がよいのかもしれない。その場合、

‘Ｅ-２号竪穴住居址'‘Ｅ-３号竪穴住居址'‘Ｅ-６号竪穴住居址’にあった‘居住者’達は、小沢を挟んで南の・北

大北方文化研究施設の発掘調査区の竪穴住居址群の分布する区域を侵して、その台地の北縁に竪穴住居を造っていた

のだと考えることになる。さらに、そう考えようとする場合、これらと小沢をはさんで北側の細い尾根上に遺る未調

査の竪穴は、おそらく最も新しい時期に・新たにこの目梨泊遺跡に現れた‘集団’によって遺された竪穴住居址だっ

た可能性が考えられてよいのではあるまいか。 

 遺憾ながら、この枝幸町教育委員会の発掘調査区の竪穴住居址群に関しては、その一部・‘Ｅ-２号竪穴住居址'‘Ｅ

-４号竪穴住居址’などを除いて、状況はけっして明らかではない。しかし、すでに述べてきたように、いくつかの状

況から考えて、これらの竪穴住居址群が、北大北方文化研究施設の発掘調査区の竪穴住居址群とは異なる・別のグル

ープとしてあったことは、おそらく承認されてよいものと思われる。そこで、残された問題は、これもすでに注意し

たように、目梨泊遺跡で、これらの二つの竪穴住居址群・異なる組織原理をもった二つのグループによって遺された
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二つの竪穴住居址群が、相互にどのような関係をもち・どのような‘集落’を構成していたのかにある。ここでも資

料・データの制約は大きいが、以下、可能なかぎりでそうした問題について考えておくことにしたい。 

 

 二つの竪穴住居址群の関係 

 ここまでの検討によって、‘集落’としての目梨泊遺跡の出発が、北海道大学北方文化研究施設の発掘調査区の竪穴

住居址群、就中、われわれがそのトレンチ等を展開した台地の前面・その南縁部に(道東部のいずれかの‘集落’から

新たに侵入してきた)『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって１号竪穴住居址を含む竪穴住居群が造られた時

点にあったことは、ほぼ、明らかにしえたものと考えている。その時点で、それまでこの地点をキャンプ＝サイトと

して利用していた土着の『道北型のオホーツク文化』の担い手達も、新たにその竪穴住居―３号ａ竪穴住居址(３号

ｂ竪穴住居址も？)を(１号竪穴住居址を含む竪穴住居群とは反対側の)台地北縁部やや奥に造り、ここに最初の‘目梨

泊集落’が成立していたのである。こうして成立した‘目梨泊集落’には、その後、新たに、(道東部のたぶん他の‘集

落’から移動してきた)『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって、台地北縁の海寄りの部分に、４号竪穴住居

址を含む竪穴住居群が造られ、その‘集落’に参加している。台地北縁部のやや奥に『道北型のオホーツク文化』の

担い手達によって遺された２号竪穴住居址は、おそらく、これらに併行する時期にあったのではないかと考えている。

これらの北大北方文化研究施設の発掘調査区の竪穴住居址群が、われわれがそのトレンチ等を展開した台地の北縁と

南縁に、その北と南の小沢に面するかたちで・互いに背を向けあう方向に造られていたことはすでに指摘したところ

であり、ここにみられる‘集落’は、形の上で‘環状集落’に類するすがたをみせながら、実態としては二つの『道

東型のオホーツク文化』の担い手達のグループと『道北型のオホーツク文化』の担い手達のもうひとつのグループの

三者が、それぞれに‘集団’としてのまとまりをもったまま、いわば、それらの‘寄合い所帯’としてあったと考え

られてよいだろうこともすでに指摘したとおりである。 

 それに対して枝幸町教育委員会の発掘調査区の竪穴住居址群は、遺跡の最も北の細い尾根上に遺る未調査の竪穴の

帰属には疑問が残るが、ほぼ、一グループの‘集団’によって遺された・ある一時期には二棟ずつの竪穴住居群によ

ってなる、ひとまとまりのものであることが推定された。それでは、こうした枝幸町教育委員会の発掘調査区の竪穴

住居址群と上に述べた北海道大学北方文化研究施設の発掘調査区の竪穴住居址群との間にはどのような関係があり、

両者を含む‘目梨泊集落’はどのようなものとしてあったのだろうか。 

 枝幸町教育委員会の発掘調査区の竪穴住居址群が、北大北方文化研究施設の発掘調査区の竪穴住居址群を遺したグ

ループとは別の・異なる組織原理をもつグループによって遺されたものだったであろうことは、すでに注意したとこ

ろである。二つの竪穴住居址群がそれぞれ全く時期を異にして遺されたものであると考えるとすればともかく、その

竪穴住居の形制・共伴する遺物群の類同等からみて、両者が、少なくともそのある部分で時間的に併存していたと考

えざるをえない以上、両者の間の関係は、けっして密接なものではなかった、というより、むしろ、互いに強い独自

性をもっていたものと考えなければならないようである。たとえば、両者は、それぞれにある時間的な経過をもって

いた、竪穴住居の‘新築(移転)'‘改築'‘改修’などによってその配置に変化が起っていたと考えられるにもかかわ

らず、両者のそうした竪穴住居群の配置の変化には、相互に、全く関連をうかがうことができないのである。こうし

た状況は、ひとり竪穴住居群の配置にかかわる問題だけに止まるものではなかったであろう。そこでは、両者・この

場合二つの竪穴住居址群を遺した二つの‘集団’は、それぞれの‘集団’内の個別の問題に関しては、原則として、

互に干渉することなく・独立して処理することができたものと考えられよう。いわば、両者・二つの竪穴住居址群を

遺した二つの‘集団’は、同じひとつの‘目梨泊集落’にありながら、それぞれに独立した・個別の‘集団’である

かのように行動することができたのだろうと思われる。もっとも、それではこうした二つの‘集団’が、何故、同じ

ひとつの‘目梨泊集落’を作っていたのかという問題が残ることは明らかであろう。そうした問題に関しては、後に、

あらためて考えることとして、もう少し、二つの竪穴住居址群の関係について考えておくことにしたい。 

 ‘集落’としての目梨泊遺跡の出発が、北大北方文化研究施設の発掘調査区の竪穴住居址群の成立にあったことはす

でに述べたとおりであるが、それでは、枝幸町教育委員会の発掘調査区の竪穴住居址群を遺した『道東型のオホーツ

ク文化』の担い手達は、何時、この目梨泊遺跡に現れたのであろうか。北大北方文化研究施設の発掘調査区の竪穴住

居址群が三つのグループによってなっていたこともすでに述べたとおりであるが、それらの状況から考えて、枝幸町

教育委員会の発掘調査区の竪穴住居址群の出現は、こうした三つのグループによってなる北大北方文化研究施設の発
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掘調査区の竪穴住居址群が、そうした形で成立した以後のことであったと考えられよう。ただ、すでに注意したよう

に、両者が少なくともそのある部分で時間的に併存していたと考えざるをえないとすれば、その時期は、北大北方文

化研究施設の発掘調査区の竪穴住居址群のうちの第三のグループの出現にそれほど遅れるものではなかったと考えら

れる。枝幸町教育委員会の発掘調査区の竪穴住居群がこの‘目梨泊集落’に参入した時点で、北大北方文化研究施設

の発掘調査区の竪穴住居群の三つのグループは、いずれもなお、存続していたものと思われる。つまり、そこでは(三

つのグループによってなる北大北方文化研究施設の発掘調査区の竪穴住居群と枝幸町教育委員会の発掘調査区の竪穴

住居群の)計四つの竪穴住居群が併存し・‘目梨泊集落’を形成していたものと考えようとする(第４図)。もしこうし

た想定を認めるとすれば、それでは、北大北方文化研究施設の発掘調査区の竪穴住居址群の第三のグループが、それ

以前にあった二つのグループと長軸を同じくする、すなわち、その‘集落’の構成を踏襲していたのに対して、それ

にやや遅れて参入したものと思われる枝幸町教育委員会の発掘調査区の竪穴住居址群が、その方向を変え・それまで

の‘集落’の構成を踏襲しなかったのはいったい何故だったのだろうか。筆者は、先に、上の第三のグループの‘居

住者’達が、その故地・道東部の異なる‘集落’に出自していたことを考えたが、それとの関連で考えるとすれば、

枝幸町教育委員会の発掘調査区の竪穴住居址群の‘居住者’達は、より遠い関係にあったこと、たとえば、ひとつの

推測にすぎないが、それ以前に目梨泊遺跡に竪穴住居群を造っていた『道東型のオホーツク文化』の担い手達とは異

なる『地域集団』48)に出自していたことに、その原因があったのではないかと考えている。いずれにしても、北大北

方文化研究施設の発掘調査区の竪穴住居群の三つのグループの‘居住者’達の相互の間にあった関係と、それらと枝

幸町教育委員会の発掘調査区の竪穴住居址群の‘居住者’達の間にあった関係とは、けっして等質なものではなく、

むしろ、次元を異にするものだったと考えなければならないように思われる。筆者は、さきに、北大北方文化研究施

設の発掘調査区の竪穴住居群の三つのグループの‘居住者’達に関して、それらが‘集落’の構成メンバーとしてき

わめてルースなものとしてあったとしても、それはそれなりに、たとえば、その‘領域’に関しては、共通のその‘占

有主体’としてあったものと考えたが、枝幸町教育委員会の発掘調査区の竪穴住居址群の‘居住者’達に関しては、

それを確認することは困難であろうが、あるいは、その‘領域’に関しても、(上にいう三つのグループのそれとは)

別にあったのかもしれないと考えている。 

 さて、このように考えるとすれば、‘目梨泊集落’は、オホーツク文化にかかる‘集落’としては、きわめて異例な

あり方をしていたものと考えなければならないことになりそうである。それは、たとえば、かつて香深井Ａ遺跡に関

して筆者らが復元したような、共通の集団領域を背景とした・強固なまとまりをもつ地縁的な集団のベース＝キャン

プとしてのそれ49)ではなく、また、筆者が、『道東型のオホーツク文化』の担い手達の‘集落’について想定したよう

な、ある固有の‘領域’を背景とした、おそらく、血縁的な‘集団’によって構成されるそれ50)でもなく、複数の・

それぞれの出自をもつグループによってなるそれ、形の上ではひとまとまりの‘集落’としてのすがたをもちながら、

実態としては、それぞれのグループが、それぞれに‘集団’としてのまとまりをもったまま、いわば、それらの‘寄

合い所帯’としてある、そうした‘集落’だったと考えなければならないようである。あるいは、もう少し言葉をか

えていえば、‘目梨泊集落’は、『道北型のオホーツク文化』の担い手達の‘居残り’組は別にして、『道東型のオホー

ツク文化』の担い手達に関しては、少しずつ時期をズラして、道東部のいずれかの地域から移動してきた複数の‘集

団’が、それぞれの‘集団’としてのまとまりをもったままに併存していた、いわば、それらの‘吹溜り’のような

‘集落’だったものと考えられよう。『道東型のオホーツク文化』の担い手達は、この目梨泊遺跡より北の地域には、

遂に、進出することがなかったようである。あるいは、‘目梨泊集落’にあったあるグループの‘領域’が、神威岬を

越えて・もう少し北にまで拡がっていた可能性はあるかもしれないが、これまで、『道東型のオホーツク文化』の担い

手達によって遺された遺跡は、目梨泊遺跡より北では確認されてはいないのである。 

                                    （大 井 晴 男） 

 

   

 1) 1987年度の枝幸教育委員会による発掘調査の担当者である佐藤隆広は、本章の序の註１に引いたその報告書中で、結論として、

『本(目梨泊･･･筆者註)遺跡はキャンプサイトのような一時的集落ではなく、墓域をも備えた長期間に及ぶ生活が営まれた遺跡であ

ったものと思われる』〔72頁〕と書いている。しかし、｢オホーツク文化」に関して、これまで、筆者らが『キャンプサイト』とし

て捉えてきたのは、(恒常的な‘竪穴住居’のような施設を伴わない)季節的に・多かれ少なかれテンポラリーなかたちで繰返して
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利用されていた地点を指して言っているのであり、それが、恒常的な‘竪穴住居’群を中心とした定着的な‘集落’と対になって、

(ある時期・地域に関して)｢オホーツク文化」の担い手達による‘地域的集団’の典型的なあり方を示すものと考えているのであ

って、『墓域』を持つかどうか・遺跡の形成がどの位の期間におよんでいたかは、その規定条件にはなっていない。佐藤の記述は、

こうした筆者らの主張を、必ずしも正確には理解しておらず、結果として、以下本文に述べるような、その『Ｂ-27区』『Ｃ-27区』

～『Ａ-35区』『Ｂ-35区』『Ｃ-35区』の状況がうまく理解できなかったことの結果だったと考えられよう。なお、下記報告書等を

参照されたい。 

  大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究１ オンコロマナイ貝塚』東京大学出版会、1971。 

  大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究３ 香深井遺跡 下』東京大学出版会、1981。 

 2) 本章の序の註１に引いた枝幸町教育委員会報告書、Fig.９・Fig.10、参照。 

 3) 本文にも述べたように、この土器群の個体数は、前註２の報告書に挿図として掲出された資料のみによって計数したものであり、

無文の胴部破片はともかく、口縁部を含む資料、ないし、文様をもつ胴部資料までを含めて、この時の発掘調査によって出土した

『遺構外出土』の土器群の個体数を正確に示すものかどうか明らかではない。これも本文に述べたように、その出土地点に関する

情報が全く与えられていないことをも含めて、こうした資料・データによって議論を進めることには不安が残るが、やむをえない

ようである。 

 4) 本章の序の註１に引いた枝幸町教育委員会報告書、20～21頁。 

 5) 本章の序の註１に引いた枝幸町教育委員会報告書、Fig.17。 

 6) 大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究２ 香深井遺跡 上』東京大学出版会、1976、および、大場利夫・大井晴男編『オ

ホーツク文化の研究３ 香深井遺跡 下』東京大学出版会、1981、を参照。 

  ただし、北大北方文化研究施設によるその後の調査によって、礼文町元地遺跡で、なお未報告であるが、(香深井Ａ遺跡には遺

されていなかった)『道北型のオホーツク文化』の展開の(道北における‘擦文式土器’と‘オホーツク式土器’の「接触様式」の

土器群によって示されるグループを含む)より新しい部分の資料を遺存する複数の層準が確認されている。これらの一部について

は、筆者が、下記の論文にその概要を報じており、また、小野裕子も、この事例に関係して、(その後に調査・報告された浜中２

遺跡の事例を含めて)『礼文島オホーツク文化‘地域集団’の最終末期』について議論しているが、なお多くを今後の研究に俟た

なければならないようである。 

  大井晴男「礼文島元地遺跡のオホーツク式土器について―擦文文化とオホーツク文化の関係について、補論２―｣『北方文

化研究』第６号、1973、１～36頁。 

  小野裕子「礼文島オホーツク文化‘地域集団’の最終末期に関して―遺跡間の関係を中心に―」石附喜三男先生を偲ぶ本刊

行委員会編『時の絆 石附喜三男先生を偲ぶ道を辿る』石附喜三男先生を偲ぶ本刊行委員会、1998、363～387頁。 

  同じく、これもその後の発掘調査によって、礼文町香深井５遺跡で、香深井Ａ遺跡の最下層発見の資料に先立つかと思われる資

料群が発見され・報告されている。 

  荒川暢雄編『礼文町香深井５遺跡発掘調査報告書―礼文町立総合体育館建設用地内埋蔵文化財発掘調査報告書―』礼文町教

育委員会、1997。 

  なお、天野哲也は、この報告例を中心として、『オホーツ文化前期の地域開発について』論じているので、参照されたい。 

  天野哲也「オホーツ文化前期の地域開発について｣『オホーツ文化形成期の諸問題(北海道大学総合博物館研究報告 第１号)』北

海道大学総合博物館、2003、69～78頁。 

 7) 前註６引用の大場・大井編報告書、および、下記の筆者の論文等を参照されたい。 

  大井晴男「土器群の型式論的変遷について―型式論再考―(上)(下)｣『考古学雑誌』第63巻第３号、22～46頁、1982。第63

巻第４号、28～47頁、1982。 

 8) もっとも、すでに本文に言ったように、国道238号線によって削られてしまったこの台地の東側・海寄りの部分は、かなり広い

範囲で、キャンプ＝サイトとして利用されていたものと推定できるので、この部分に香深井Ａ遺跡の『魚骨層Ⅳ』以下の層準に併

行する時期のそれが遺されていた可能性を、全く、否定してしまうわけにはゆかないかもしれない。しかし、表面採集資料をも含

めて、積極的にそれを示唆するデータが全くえられていない現状では、そうした時期には、目梨泊遺跡がキャンプ＝サイトとして

利用されたことはなかったものと考えておくことにしたい。 

 9) 本章の序の註１に引いた枝幸町教育委員会報告書、45頁、および、Fig.24-32。 

10) 本書第１部第２章第２節の「Ｉ-16トレンチ」の項の第1-19図：３。 
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  なお、この例では、図に明らかなように、口唇直下からはじまる４条の横位の沈線の下に、２条の不整な波状沈線が走り、さら

に１条の沈線をはさんで、少なくとも３条の不整な波状の沈線文が認められる。ただし、これらの２条および３条以上の波状沈線

は波長等が一定しておらず、きれいな『He』の意匠になってはいない。つまり、この例が、貼付文系土器の文様を写したものであ

ることは確かであろうが、それが、『He』の意匠を模したものとしてよいかどうか、必ずしも、明らかではないことになる。単に、

波状のモティーフを写したにすぎないのかもしれないからである。ここでは、判断を留保しておくことにしたい。 

11) 香深井Ａ遺跡の『魚骨層Ｉ』では、口縁部資料ではないが、(いわゆるソーメン文の例を含む)『貼付式浮文』をもつ資料が発見

されている(前註６引用の大場・大井編報告書〔上〕第103図：７～９)。同報告書では、筆者は、これらの資料の共伴関係を疑っ

た(同、298頁)が、そう考えるべき積極的な材料があるとは言い難いようである。ここに、撤回しておくことにしたい。ただし、

口縁部資料ではそうした例は確認されていないので、本書の分類基準で言うかぎり、香深井Ａ遺跡の『魚骨層Ｉ』に‘擬縄貼付文

をもつもの’が共伴したかどうか、その可能性を否定しないとしても、確認できないことになる。筆者は、また、それらの資料の

一例(前註６引用の大場・大井編報告書〔上〕第103図：７)について、『藤本強氏の‘オホーツク土器’の細分・編年にしたがえば･･･

(中略)･･･ｄ群(あるいはｅ群)･･･(中略)･･･にあたろう』と書いている(同、300頁)が、これも、『藤本強氏の‘オホーツク土器’

の細分・編年』を誤解した結果であり、撤回しておくことにする。香深井Ａ遺跡の『魚骨層Ｉ』発見の資料のうちには、『(藤本･･･

筆者註)ｄ群(あるいはｅ群)』で主要な部分を占める(本書の分類に言う)‘貼付文をもつもの’は、全く、含まれていない。本文

に言うところは、こうした意味である。なお、下記の論文を参照されたい。 

  藤本強「オホーツク土器について｣『考古学雑誌』第51巻４号、1966、28～44頁。 

12) ここにいう『世帯(Household)』とは、かつて、筆者が下記の論文で定義したところのものである。参照されたい。 

  大井晴男「オホーツク文化の社会組織｣『北方文化研究』第12号(特輯「オホーツク文化の諸問題｣)、1978、93～138頁。 

13) 小野裕子「道北オホーツク海岸の“地域集団”をめぐる問題(上・下)｣『古代文化』第48巻５号、21～36頁、第48巻６号、14～

24頁、1996。 

14) 本章の序の註２に引用した佐藤隆広編報告書の附図１、参照。 

  ただし、上の報告書に報じられているように、発掘調査以前に『Ｅ-61、Ｅ-62、Ｆ-61、Ｆ-62の４区』にかかって認められてい

た同じような凹みは、調査の結果、明らかな遺構が確認されず、『竪穴住居址様遺構』として報告されている(同報告書、45頁)。

この『竪穴住居址様遺構』、および、その周辺では、『遺物の分布がほとんど見られな』かったようであり、竪穴住居址ではなかっ

たものと考えた方がよさそうである。こうした事例から考えれば、上の佐藤編報告書の附図１に示された北寄りの(旧国鉄興浜北

線沿いの)４つの凹みは、竪穴住居址ではなかった可能性が大きいように思われる。ここでは、それらを除いている。なお、枝幸

町教育委員会の高畠孝宗も、筆者に、口頭で、同じ理解を示している。 

15) 本章の序の註２に引用した佐藤隆広編報告書の第14図、参照。 

16) 本章の序の註４に引用した枝幸町教育委員会編報告書、参照。 

17) もし、それが矛盾なく・うまく説明できないとしたら、筆者がこれまでに展開してきた(北海道の)オホーツク文化・その社会に

ついての議論を部分的に撤回し、ないし、補訂するか、あるいは、ここまでに述べてきた目梨泊遺跡の‘集落’に関する理解を放

棄する必要があろう。たとえば、小野裕子は前註13に引用した論文で、『目梨泊遺跡の３号竪穴住居が沈線文系の(土器群の時

期？･･･筆者註)それであるとすると、沈線文系を主体とする(土器群の･･･筆者註)時期には、すでにこの“地域集団”の聚落は目

梨泊遺跡に移動していた』ものと言い、『(北見枝幸の集団では･･･筆者註)沈線文系を主体とする(土器群の･･･)時期には、すでに

“セトルメント＝パタン”における変化』が起っていたものと考えている(同論文、（上）28頁)が、(そこでは筆者のいささか不用

意な発言もその論拠とされているらしいが)こうした発言は、ひとつのオホーツク文化・その社会についての筆者の議論の部分的

な補訂であり、また、ここまで述べてきたところとは別の目梨泊遺跡の‘集落’に関するひとつの理解なのであろう。しかし、以

下本文に言うように、こうした主張には、なお問題が残されているように思われる。 

18) 筆者は、下記の文章で、『(目梨泊遺跡３号竪穴の･･･筆者註)床面から発見された土器群から見ると、竪穴住居が作られ、利用さ

れたのは、(同･･･筆者註)１号竪穴住居址よりやヽ古かったように思われます』と書いているが、この文章は、発掘調査期間中の

地元教員のインタヴューに際しての発言を文章化したものであり、いささか不用意な発言であったと反省している。現時点では本

文にいうように考えているので、訂正しておくことにしたい。 

  大井晴男「目梨泊遺跡の調査について」『枝幸教育』第９号、31 ～39頁、1975、の36頁。 

19) こうした問題は、しかし、この目梨泊遺跡の発掘調査の結果のみによって答えることは困難なのかもしれない。筆者は、第Ⅰ部

の第１章第１節に、枝幸町管内におけるオホーツク文化関係遺跡の分布を検討して、少なくとも、刺突文系・刻文系・沈線文系の
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土器群の存在によって示される『道北型のオホーツク文化』の担い手達の遺跡群は、ひとつの『地域集団』によって遺された・ひ

とまとまりの遺跡群であろうと考えた。そして、そう考えようとする場合、目梨泊遺跡における『道北型のオホーツク文化』の担

い手達のあり方は、彼らが属していた『地域集団』全体のあり方と無関係ではなかった、というよりむしろ、それは、その『地域

集団』全体のあり方の一部として捉えられなければならないものと考えられよう。そして、そうであるとすれば、目梨泊遺跡にお

ける『道北型のオホーツク文化』の担い手達のあり方・その利用の仕方の変化は、実は、その『地域集団』全体のあり方の変化の

一部であって、それと連動していたものと考えられなければならないのであり、それとの関係で議論されなければならないものと

思われる。ただ、ここでは、そうした議論はしばらく措いて、さしあたり、目梨泊遺跡の発掘調査の結果から、そうした問題につ

いて、可能なかぎりの‘予察’をしておくことにしたい。なお、筆者らは、後の第２章第１節に、目梨泊遺跡の発掘調査の結果を

背景として、改めて、枝幸町管内を含む周辺地域の『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された遺跡群について再検

討してみようと考えているので、その項をも参照されたい。 

20) 大井晴男「オホーツク文化の社会組織｣『北方文化研究』第12号、93～138頁、1978、の129頁。 

21) 大井晴男「遺跡・遺跡群の型式論的処理について―オホーツク文化の場合―｣『北海道考古学』第18輯、55～81頁、1982、

の75頁。 

22) ただし、同じく『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたものと考えられた‘キャンプ＝サイト’と‘２号竪穴

住居址・３号ａ竪穴住居址・３号ｂ竪穴住居址’が、同じ、ないし、直系的につながる‘集団’によって遺されていたかのどうか

は、現状では、確認する手段がない。ただ、可能性としては、その可能性が大きいのではないかと考えている。 

23) この目梨泊遺跡では、これまで、何ヵ所かでブロック状の魚骨層の存在が確認されている。その一例は、1987年度の枝幸町教育

委員会の発掘調査によって確認されたものであって、その『Ｂ-27区』で検出されており、報告者・佐藤隆広によって、『(北大･･･

筆者註)北方文化研究施設の手によって調査されたオホーツク文化期の竪穴住居址･･･(中略)･･･との関連性が考えられる』と報じ

られている(本章の序の註１引用の枝幸町教育委員会編報告書、34頁)。この『魚骨ブロック』は、位置的には、北大北方文化研究

施設が調査した１号竪穴住居址の前面５ｍほどの斜面に遺されており(同報告書、Fig.９、参照)、佐藤の見解は支持されてよいも

のと考えられる。なお、佐藤は、『魚骨ブロックのほうが(１号･･･筆者註)竪穴住居址よりも新しいと思われる』とも書いているが、

これは、おそらく、『竪穴住居址』の構築後に『魚骨ブロック』が形成されていたことを言っているのであり、上の見解と矛盾す

るものではないであろう。もうひとつの例は、1990～1992年度の枝幸町教育委員会の発掘調査によって確認されたものであり、そ

の『４号住居址』（‘Ｅ-４号竪穴住居址')の前面４ｍほどの斜面に、『魚骨や獣骨、鳥骨、タマキビなどが投げ捨てられた状態で検

出されて』いるようである(本章の序の註２引用の佐藤編報告書、第３図、および、123～124頁)。これも、前例と類似の例である

と考えてよいであろう。必ずしも多数ではないが、これらの事例から考えれば、目梨泊遺跡では竪穴住居の前面に『魚(獣)骨ブロ

ック』を投棄する慣習があったことが推測されてよさそうであって、本文に注意した３号竪穴住居址の覆土中に発見されたブロッ

ク状の魚骨層も、南東側に位置する２号竪穴住居のまさに前面にあたり、その‘居住者’によって投棄されたものであったことが

推定されてよさそうである。なお、2000～2002年度に行われた『枝幸町教育委員会、オホーツクミュージアムえさし及び筑波大学

歴史・人類系並びに札幌大学文化学部』の共催による発掘調査に際しても、その調査区で確認された『第５号住居址』（‘Ｅ-５号

竪穴住居址')と『第６号住居址』（‘Ｅ-６号竪穴住居址')の間に、『獣骨堆積ブロック、魚骨層等の人為的な廃棄物層』が発見され

ているらしい(本章の序の註４引用の枝幸町教育委員会編報告書、９頁、および、第４図)。報告者のひとりである高畠孝宗は、『第

５号、第６号住居跡はこの廃棄物層を中央に挟んで対置しており、双方の居住者によって投棄されたものと考えられる』と書いて

いるが、上に注意した諸例を参照すれば、この場合には、『第６号住居址』（‘Ｅ-６号竪穴住居址')の『居住者によって投棄された

もの』と考えた方がよさそうに思われる。 

24) 前註21の大井論文を参照されたい。 

  ただし、筆者は、この論文で、目梨泊遺跡の‘集落’を『ⅡＣ型』に分類しているが、この報告書執筆の時点では、やや異なっ

た理解に到達している。以下、本文を参照していただきたい。 

25) 本章の序の註２引用の佐藤編報告書、20頁。 

26) 本章の序の註２引用の佐藤編報告書、20頁、および、第17図。 

27) 本章の序の註２引用の佐藤編報告書、第17図を参照。 

28) 本章の序の註２引用の佐藤編報告書、28頁。 

29) 本章の序の註２引用の佐藤編報告書、28頁、および、第21図。 

30) 本章の序の註４引用の枝幸町教育委員会編報告書、18頁。 
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31) 本章の序の註４引用の枝幸町教育委員会編報告書、第13図、参照。 

32) 本章の序の註４引用の枝幸町教育委員会編報告書、第３図を参照されたい。 

33) こうした推定の根拠は、以下のとおりである。すなわち、‘Ｅ-２号竪穴住居址'‘Ｅ-３号竪穴住居址'‘Ｅ-６号竪穴住居址’が

長軸の方向を同じくして、部分的に並行するかたちで、存在していたものと仮定して、‘Ｅ-２号竪穴住居址’の西壁と‘Ｅ-６号

竪穴住居址’の東壁間の距離は18ｍ弱、‘Ｅ-３号竪穴住居址’が‘Ｅ-２号竪穴住居址’より２ｍ東にズレて位置していたものと

して、‘Ｅ-３号竪穴住居址’の西壁と‘Ｅ-６号竪穴住居址’の東壁間の距離は16ｍ弱ということになる。今、‘Ｅ-３号竪穴住居

址’の東壁と‘Ｅ-６号竪穴住居址’の西壁の間に２ｍの間隙があったものと考えて、両者が同じ長軸長であったものと考えると

すれば、それぞれの竪穴住居址の長軸長は16－２／２＝７(ｍ)になる。現実には、両者が同じ長軸長だったかどうか明らかではな

いし、両者の間の距離、たとえば、多かれ少なかれ斜めになる‘Ｅ-３号竪穴住居址’の南東壁と‘Ｅ-６号竪穴住居址’の北西壁

の間の(東西方向の)間隙が２ｍ以下になる可能性も考えられないわけではないが、‘Ｅ-２号竪穴住居址’の推定長軸長6.7ｍ弱か

ら考えて、‘Ｅ-２号竪穴住居址'‘Ｅ-３号竪穴住居址'‘Ｅ-６号竪穴住居址’の三者の中のいずれかが、他に較べていちじるしく

大きな規模をもっていたとは考えることは困難であろうし、したがって、本文に言うところは、ほぼ承認されてよいであろうと考

えている。 

34) 本章の序の註２引用の佐藤編報告書、第18図１。 

35) 本章の序の註２引用の佐藤編報告書、第22図１、および、本章の序の註４引用の枝幸町教育委員会編報告書、第12図１。 

36) 本章の序の註２引用の佐藤編報告書、30頁、および、第23図。 

37) 本章の序の註２引用の佐藤編報告書、174～176頁。 

38) ｢オホーツク文化」にかかる竪穴住居址の床面に遺される『複雑な様相』を呈する『溝』について、２枚の竪穴住居址の重複の

結果であると説明されている報告例は、これまで、何例かあるが、トコロチャシ１号竪穴住居址例のように、それらが明らかな層

位的関係をもって確認されている(下記の駒井編報告書、９頁)場合はともかく、溝のあり方・部分的な床面の重複等だけを根拠と

して２枚の竪穴住居址の重複・その拡張(あるいは縮小)を言うことには、筆者は、疑問を抱いている。本書第Ｉ部に述べた本遺跡

の１号竪穴住居址例のケースのように、むしろ、多くの場合、それらは竪穴住居址の‘改修'(あるいは‘改築')と考えた方がよい

のではあるまいか。いずれにせよ、以下本文に述べるように、本遺跡の‘Ｅ-４号竪穴住居址’についての佐藤隆広の理解には、

遺憾ながら、同意できない。 

  駒井和愛編『オホーツク海沿岸・知床半島の遺跡 下巻』東京大学文学部、1964、参照。 

39) 本章の序の註２引用の佐藤編報告書、第25図１～４、第26図～第29図。 

40) これらのうち、『第25号土壙墓』～『第33号土壙墓』(本章の序の註２引用の佐藤編報告書に言う『第３群の墓域･･･(中略)･･･

の９基の土壙墓』)については、佐藤隆広が、すでに、『立地する状況や出土する土器の時間的一致(？･･･筆者註)など両者(“第４

号住居址”と“第３群の墓域"･･･筆者註)の関係はきわめて密接であり、第３群の墓域の形成は第４号住居址（‘Ｅ-４号竪穴住居

址'･･･筆者註)に生活する人々によってなされたもの』と考えている(同報告書、184頁)、つまり、『第25号土壙墓』～『第33号土

壙墓』が、‘Ｅ-４号竪穴住居址’の‘居住者’達によって遺されたものと考えようとする筆者らの想定は佐藤の考えに負うところ

が大きいのだが、『第34号土壙墓』～『第37号土壙墓』については、佐藤は、『範囲確認調査第１号土壙墓』『範囲確認調査第２号

土壙墓』と共に、別の・『第４群の墓域』に属するものと考えているようである。すなわち、『第34号土壙墓』～『第37号土壙墓』

をも、また、‘Ｅ-４号竪穴住居址’の‘居住者’達によって遺されたものと考えようとするのは、筆者らの独自の考案である。そ

の詳細については、後の第２節に述べるので、参照されたい。 

41) 本章の序の註２引用の佐藤編報告書、第28図２～14。 

42) たとえば、下記の藤本強論文等を参照されたい。 

  藤本強「オホーツク土器について｣『考古学雑誌』第51巻４号、28～44頁、1966。 

43) 本章の序の註２引用の佐藤編報告書、83頁、および、第79図。 

44) 本章の序の註２引用の佐藤編報告書、79～81頁、第74図１、および、86～87頁、第81図１。 

45) 本章の序の註２引用の佐藤編報告書、第25図・第26図・第30図・第31図、参照。 

46) 本章の序の註４引用の枝幸町教育委員会編報告書、第10図21。 

47) 発掘調査の結果明らかにされた『第５号住居跡（‘Ｅ-５号竪穴住居址'･･･筆者註)』の部分的なプランから推計した。すなわち、

『覆土中には多量の黒色炭化物を含み、シラカバと推定される樹皮の炭化材(物？･･･筆者註)が一辺数cmから10cm前後の薄片として

多数混在している』『方形ピット』は、部分的にせよ『石組』が遺されていることをも併せ考えて、たぶん、(報告書では『性格、
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用途については不明な点が多い』と書かれているが)‘炉址’であって、一般に、オホーツク文化にかかる竪穴住居址の場合、‘炉

址’はそのほぼ中央に遺されることが多いので、この‘炉址’と奥壁の間の距離・７ｍを２倍した。なお、オホーツク文化にかか

る竪穴住居址については、筆者が下記の論文に考えたことがあるので、参照されたい。また、『シラカバと推定される樹皮』を敷

いた‘炉址’は、すでに本書の第Ⅰ部に報じたように、北大北方文化研究施設の調査した４号竪穴住居址でも知られているので、

付記しておくことにする。 

  大井晴男「オホーツク文化の竪穴住居址―環オホーツク海海洋漁労・狩猟民文化の成立過程についての一仮説―」三上次男

博士頌寿記念論集編集委員会編『三上次男博士頌寿記念東洋史・考古学論集』同編集委員会、1979、１～38頁。 

48) ここに言う『(道東型のオホーツク文化の･･･筆者註)地域集団』については、筆者の下記の論文を参照されたい。 

  大井晴男「斜里町のオホーツク文化遺跡について｣『知床博物館研究報告』第６集、1984、17～66頁。 

49) 前註12引用の大井論文、および、前註６引用の大場・大井編報告書を参照されたい。 

50) 前註48引用の大井論文、参照。 

 

 

第２節 目梨泊遺跡の墓 

 
 北大北方文化研究施設の六次にわたる目梨泊遺跡の発掘調査では、筆者らは、１基の墓も確認していない。そこで

われわれが眼にしてきたのは、すでに述べてきたように、オホーツク文化の担い手達のキャンプ＝サイトの痕跡であ

り、また彼らの竪穴住居址群であった。筆者らは、そこにオホーツク文化の担い手達の墓が確認できないことを、む

しろ、当然と考え、すでに第Ⅰ部第１章第２節および第３節に触れたように、彼らの墓域は旧国鉄興浜北線より西・

山側を走る旧国道のさらに西・山側にあったのであろうと推測していたのである。正確に言えば、こうした推測は全

く正しかったとは言えないようである。すなわち、1987年に枝幸町教育委員会によって行われた『一般国道238号線枝

幸町地内カムイ道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査』に際して、(われわれの発掘調査した台地の)南側の台地の

北端・われわれがトレンチ等を展開した台地に最も近い部分で２基の貼付文系のオホーツク式土器を副葬する『墓壙』

等を含む遺構が確認され、また、われわれのＪトレンチのすぐ南に接する枝幸町教育委員会による『C-30区の北東コ

ーナー付近』で刻文系の文様をもつオホーツク式土器を副葬する『第３号墓壙』が発見されている1)からである。つま

り、彼らの墓は遺跡の山側にのみあったわけではなく、南側の台地にも遺され、また、われわれがトレンチ等を展開

した台地の中央部にも遺されることがあったのである。しかし、その後の1990～1992年に枝幸町教育委員会によって

行われた『一般国道238号線枝幸町斜内改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査』2)、および、2000～2002年に枝幸町教育委

員会、オホーツクミュージアムえさし、筑波大学歴史・人類学系、札幌大学文化学部の共催によって行われた調査3)

の結果をも考えあわせると、彼らの墓域(の主要な部分)がわれわれがトレンチ等を展開した台地の西・山側にあった

のだろうという推測は、ほぼ、当っていたといわれてよさそうである。以下、本節では、第１節に詳論した目梨泊遺

跡のオホーツク文化の担い手達によって遺されたキャンプ＝サイトおよび竪穴住居址群との関係をも含めて、この遺

跡でこれまでに発見されているオホーツク文化の担い手達の墓群・墓域について、考えておくことにしたい。なお、

目梨泊遺跡では、これまでの調査の結果によるかぎり、その他のグループの墓等は確認されていないことを付加えて

おく。 

 これまで、目梨泊遺跡では、合計48基のオホーツク文化の担い手達の墓が発見されている。すなわち、1987年に枝

幸町教育委員会によって行われた『一般国道238号線枝幸町地内カムイ道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査』によ

って発見された『第１号墓壙』～『第３号墓壙』(1990～1992年に枝幸町教育委員会によって行われた発掘調査によっ

て発見された墓にも同じ『第１号土壙墓』･･･の呼称が使われているので、混乱を避けるために、以下、これらを‘01

号墓'～‘03号墓’と呼ぶことにする)の３基、同じく1990～1992年に枝幸町教育委員会によって行われた発掘調査によ

って確認された『第１号土壙墓』～『第39号土壙墓』(以下これらを‘１号墓'～‘39号墓’と呼ぶ)と、『範囲確認調査

第１号土壙墓』『範囲確認調査第２号土壙墓』(以下これらを‘H1号墓'‘H2号墓’と呼ぶ)、および、『立会調査第１号

土壙墓』『立会調査第２号土壙墓』(以下これらを‘R1号墓'‘R2号墓’と呼ぶ)の４基を加えて、計43基、さらに、2000

～2002年に枝幸町教育委員会、オホーツクミュージアムえさし、筑波大学歴史・人類学系、札幌大学文化学部の共催
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によって行われた発掘調査によって確認されている『第40号土壙墓』『第41号土壙墓』(同じく、以下、これらを‘40

号墓'‘41号墓’と呼ぶ)の２基を合せて、総計48基である。これらの中には、副葬品等が全く発見されていない‘５

号墓'‘15号墓'‘31号墓’があり、また、その後の工事等によって破壊されて、僅かな部分しか遺されていない‘10

号墓'‘16号墓'‘17号墓'‘26号墓’のような例もあるが、‘５号墓'‘26号墓'‘31号墓’には、1987年度・1990～1992

年度の枝幸町教育委員会による行政調査の発掘担当者であり報告者でもある佐藤隆広が、この目梨泊遺跡のオホーツ

ク文化の担い手達の墓群に特徴的なものとして注意している『ジャリ面』4)が認められており、その他の事例について

も、遺跡全体の状況から考えて、それらがオホーツク文化の担い手達の墓であったことは、ほぼ、間違いないものと

思われる。 

 以下、本節では、これらの目梨泊遺跡に遺されたオホーツク文化の担い手達の墓群について、いくつかの項に分け

て、考えてゆくことにしたい。それが、オホーツク文化の担い手達によって遺された目梨泊遺跡を理解するために、

必要・不可欠な作業であろうと考えるからである。 

 

 墓群のグルーピング（第５図・第６図） 

 これらのオホーツク文化の担い手達の墓群は、この目梨泊遺跡で、全く無秩序に散在していたわけではなく、それ

ぞれに・いずれかのある‘論理’にしたがって遺されていたものと考えられる。そして、そうであったとすれば、も

しわれわれがこれらのオホーツク文化の担い手達の墓群が遺されるにいたる‘論理’を捉えることができれば、それ

は、目梨泊遺跡を理解するための大きな一歩になるであろうと思われる。したがって、ここでは、まず、オホーツク

文化の担い手達の墓群がどんな位置に遺され・どんな分布の仕方をしていたのかを確認することからはじめてみるこ

とにしよう。 

 1987年の枝幸町教育委員会による発掘調査によって確認された‘01号墓'～‘03号墓’は、他の45基の墓群とはやや

離れて遺されている。それらのうち‘03号墓’に関しては、すでに第１節に言及したところであり、刻文系の文様を

もつ土器を副葬したこの墓は、たぶん、他の47基の墓に先立って遺されていたものと考えられよう。この‘03号墓’

が、この目梨泊遺跡をキャンプ＝サイトとして利用していた筆者らのいう『道北型のオホーツク文化』の担い手達に

よって遺されたものであることは、ほぼ、疑問の余地がないが、そうしたグループによって遺された墓がこの１基だ

けだったとは、いささか、考え難いように思われる。もし、一般に『道北型のオホーツク文化』の担い手達にとって、

そのキャンプ＝サイトで発生した死者がそこに葬られるのが普通であった5)とすれば、この目梨泊遺跡の場合も、そこ

をキャンプ＝サイトとして利用した『道北型のオホーツク文化』の担い手達は、当然、この遺跡にその死者を葬って

いた筈であって、実際、以下に述べるように、それを考えさせる事例が知られているからである。しかし、第１節に

述べたように、われわれ・北大北方文化研究施設がそのトレンチ等を展開した台地上には、この‘03号墓’の他には、

墓と考えられる遺構は全く遺されてはいなかった。もちろん、周辺、たとえば、(旧国道238号線によって削られてし

まった台地の海寄りの部分に)類似の墓が遺されていた可能性を全く否定することはできないのだが、むしろ、この場

合は、これも第１節に考えたように、‘03号墓’を遺していた(目梨泊遺跡成立当初の)『道北型のオホーツク文化』の

担い手達のキャンプ＝サイトが一『世帯』の成員のみによってなっており、たまたま、その利用期間中に一人しか死

者がでなかったために、この‘03号墓’がそこに１基だけ・単独に遺されることになった可能性も考えられてよいだ

ろうと思われる。いずれにせよ、より新しい時期に、彼らのキャンプ＝サイトが北大北方文化研究施設がそのトレン

チ等を展開した台地上の広い範囲に遺されるようになってからは、そこに墓が造られることはなかったのである。そ

の一方で、‘01号墓'‘02号墓’に関しては、別の理解が必要となろう。これらの２基は、いずれも、埋葬された遺体

の頭部・あるいは頭部に当るであろう部分の埋土上に土器が伏せられた状態で置かれていたのだが、これらの土器は、

両者とも、貼付文によって飾られたもの6)だった、つまり、明らかに（‘03号墓’とは異なる)『道東型のオホーツク文

化』の担い手達によって遺された墓だったのである。しかも、これらの２基は、北方文化研究施設が調査し・第Ⅰ部

にその詳細を報じた台地の南縁に位置する１号竪穴住居址と沢を隔てて対する台地(枝幸町教育委員会編報告書にい

う『南側段丘』)の北縁部、ちょうど１号竪穴住居址に相対するような位置に、『ジャリを多量に含む黒褐色土の広
マ マ

が

り』のほぼ中央に並んで発見されている7)。こうした状況から考えれば、『ジャリを多量に含む黒褐色土の広
マ マ

がり』は、

おそらく、‘墓域’を画するものであって、したがって、これらの２基は、いずれかの‘竪穴住居’の居住者達に生じ

た死者を埋葬したものであろうと考えられる。それがどの‘竪穴住居’であったかは、調査の現状では明らかである
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とは言い難い。しかし、可能性としては、１号竪穴住居址あるいはそれと並んで併存していた‘竪穴住居’だったと

考えざるをえないように思われる。‘目梨泊集落’の場合、後にも述べるように、ある‘竪穴住居’の居住者は沢ある

いはいずれかの区劃を隔ててその死者を葬る‘墓域’を設けることがあったようであり、この‘01号墓'‘02号墓’の

場合も、そうしたケースのひとつであったかと考えられよう。ただし、その‘墓域’を画する『ジャリを多量に含む

黒褐色土の広
マ マ

がり』が(その東側で)収束にむかっていることから判断して、この‘墓域’が、より東・海寄りにさら

にひろがっていたとは考え難い、つまり、この‘墓域’は‘01号墓'‘02号墓’だけを造るために設けられていたのだ

と考えられる8)。また、枝幸町教育委員会編報告書にいう『南側段丘』には、ここに注意した事例の他には‘墓域’は

確認されていない。その西側・山寄りの部分には、この1967年の調査範囲のひろがり9)からみて、そうした‘墓域’が

遺されていなかったことは、ほぼ、確実であろう。それに対して、(旧国道238号線によって破壊されてしまった)その

東側・海寄りの部分に、類似の‘墓域’が遺されていた可能性を全く否定することはできないとしても、おそらく、

この枝幸町教育委員会編報告書にいう『南側段丘』に、それほど多数の墓が遺されていたことを想定する必要はない

であろうと考えている。結局、目梨泊遺跡で、オホーツク文化の担い手達の墓群の多くが遺されたのは、他の45基の

墓群が分布する遺跡の西・山寄りの部分であったと考えてよいものと思われる。 

 ここに言う遺跡の西・山寄りの部分に分布する45基の墓群も、けっして、一様に分布しているわけではない。それ

らのうちでは、北大北方文化研究施設がそのトレンチ等を展開した台地の北端を限る沢から分岐して南西にむかって

流れる沢の北に集中的に分布する‘２号墓'～‘18号墓’の17基の墓群が顕著なまとまりを作っており、あるいは、さ

らにその北の浅い沢を挟んで分布する‘19号墓'～‘21号墓’の３基もこれに加えられてよいかもしれない。発掘担当

者であり報告者である佐藤隆広も、これらの計20基の墓を、『第１群』として、ひとつの‘まとまり’と捉えている10)。

もうひとつの顕著な‘まとまり’は、より北の‘Ｅ-４号竪穴住居址’のさらに北の沢の斜面にかかって分布する‘25

号墓'～‘33号墓’の９基である。これらについても、佐藤は、『第３群』と呼び、『この墓域と第４号(竪穴･･･筆者註)

住居址（‘Ｅ-４号竪穴住居址'･･･筆者註)との中間部には･･･(中略)･･･柵列遺構が築かれており、あたかも日常の生活

圏と墓域とを区画する様相』を呈することに注意している11)。ありうべき想定であろう。また、佐藤は、北大北方文

化研究施設がそのトレンチ等を展開した台地の北端を限り・‘Ｅ-４号竪穴住居址’と佐藤の言う『第３群』の墓群の

北を流れているやや深い沢の北側に分布する‘34号墓'～‘37号墓’の４基と‘H1号墓'‘H2号墓’の２基の計６基を、

『第４群』と呼んでいるが、このグループに関しては、もう少し考えなければならない問題が残っているようであって、

留保しておくことにしたい。後に、あらためて触れるところがあろう。なお、佐藤は、さらに、北大北方文化研究施

設がそのトレンチ等を展開した台地の西端に近い、‘Ｅ-１号竪穴住居址’の西に接して遺される‘１号墓'‘22号墓’

と、そのやや北に分布する‘38号墓'‘39号墓’とを合せて、『第２群』としているが、疑問である。むしろ、これら

は、佐藤が、『墓域に属さない土壙墓』とする‘23号墓'‘24号墓'‘R1号墓'‘R2号墓’と共に、『墓域』を形成しない

墓群と捉えた方がよいのではないかと考えられる。これらについても、後に、あらためて考えてみることにしたい。 

 さて、筆者は先に‘01号墓'～‘03号墓’に関して、それらに副葬されている土器によって、‘03号墓’が『道北型

のオホーツク文化』の担い手達の遺したものであり、‘01号墓'‘02号墓’が『道東型のオホーツク文化』の担い手達

の遺したものであることを考えた。これは、前者・‘03号墓’に副葬された土器が刻文系の文様をもつものであったこ

と、それに対して、後者・‘01号墓'‘02号墓’に副葬された土器が貼付文系の文様をもつものであったことを根拠と

したものであって、それなりに理由のないことではないだろうと考えている。そして、もしこうした想定を認めると

すれば、他の45基の墓についても、少なくともそこに土器が副葬されている場合には、それを材料として、それらの

墓のグルーピングに関してある‘見通し’をうることができるのではないかと考えられよう。すなわち、すでに本章

第１節に述べたように、この目梨泊遺跡は、まず『道北型のオホーツク文化』の担い手達によるキャンプ＝サイトと

して出発し、その後に、『道東型のオホーツク文化』の担い手達の‘集落’が形成されたことが明らかになっており、

それぞれの製作・使用していた‘土器群’には顕著な違いが認められるからである。もっとも、そこでは、一部の『道

北型のオホーツク文化』の担い手達も、また、その‘集落’の形成に参与していたことが想定されており、それもま

た考慮に入れられる必要があると思われるが、そうした考慮を含めてなお、こうした方法は一定の・有意な‘見通し’

を与えるものにはなりうるだろうと考えられる12)。以下、もう少し、そうした視点から、目梨泊遺跡に遺された墓群

のグルーピングについて考えておくことにしよう。 

 まず、佐藤のいう『第１群』の墓群から検討してみることにしよう。『第１群』の墓群として捉えられているのは‘２
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第 5図　目梨泊遺跡の墓群 (1)・佐藤隆広による『第 1群の墓域』他
（ハッチをした墓は、墓域を形成しない墓群。地形は復元地形）
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第 6図　目梨泊遺跡の墓群 (2）・佐藤隆広による『第 3・4群の墓域』他
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号墓'～‘21号墓’の20基であるが、土器の副葬が認められているのは‘２号墓'～‘４号墓'‘８号墓'‘９号墓'‘11

号墓'‘13号墓'‘14号墓'‘18号墓'～‘21号墓’の12基である。これらのうち、‘２号墓’では、完形に復しえた、頸

部が顕著に縮約する壷形土器・本書の分類にいう『Ⅱａ型』の器形を呈し、『口縁部に爪形文が３列つけられ、肩部の

３ヵ所には幅の広い粘土紐を鎹状に貼付け、その上にも爪形文が施される』土器13)が、‘13号墓’では、完形の、やや

平たい球形の体部に直立する口縁部を付した小形の土器で、『口縁部には摩擦式浮文』を施し、さらに、『胴部に沈線

を１本巡らし、この沈線より頸部にかけて２本単位の縦の沈線を12ヵ所に施』し、口縁部と『縦の沈線によりに分割

された中には棒状工具による刺突が見られ』る資料14)が、‘18号墓’では、『胴部から底部にかけて欠損している』が、

口縁から胴部の一部の器形を復元しえた、頸部があまり縮約せず口径がやや大きくなる甕形土器Ｂ・本書の分類にい

う『Ｉｄ型』の器形を呈し、『文様は口縁部(頸部･･･筆者註)に沈線を１本巡らし、この上下に舟形刻文が施される』

土器15)が、‘21号墓’では、『底部を欠損して』いるが、それ以外の器形を復元しえた、頸部があまり縮約せず口径が

やや大きくなる甕形土器Ｂ・本書の分類にいう『Ｉｃ型』の器形を呈し、『文様は頸部と胴部に太い沈線を巡らし、頸

部の沈線の上には舟形刻文が施されている』土器16)が、それぞれ、発見されているが、他の８基に副葬されている土

器は、(それぞれに特徴を異にする)完形あるいは完形に復元しうる、(ただし‘９号墓’のみ『胴(下･･･筆者加筆)部

から底部にかけて欠損する』)、貼付文をもつ資料であって、少なくとも、これら８基については、‘目梨泊集落’の

成立後に・主として『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されていたことが明らかであると考えられる。

ただし、ここで主としてと、限定辞を加えるのは、‘19号墓'‘20号墓’に副葬される貼付文をもつ土器が、貼付文系

の土器としてはやや異例な･本書の分類にいう壷形土器17)であり、それが、上に言う‘目梨泊集落’の形成に参与して

いた『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたものである可能性が考えられるからである。それはと

もかく、これらの８基・‘３号墓'‘４号墓'‘８号墓'‘９号墓'‘11号墓'‘14号墓'‘19号墓'‘20号墓’の‘目梨泊

集落’の形成に与った人々によって遺されたものと考えられる墓群は、いずれも、墓壙の長軸が南西-北東の方向をと

り・長方形に近いプランを呈し・副葬土器がその南西端に近いところに伏せて置かれるという共通の特徴を持ってお

り、これらが、主として『道東型のオホーツク文化』の担い手達による・ある墓域を構成する一群のものであろうと

いう想定を裏づけているようである。これらに見られる墓壙の方向・プラン・副葬土器の位置は、（‘19号墓’で確認

される)南西頭位伸展葬で頭部付近に『被甕』を置く18)という‘葬法’と関係するものと理解されてよいであろう。そ

して、そうした眼で見れば、(土器の副葬が認められていない)‘６号墓'‘７号墓'‘10号墓'‘12号墓'‘15号墓'‘17

号墓’等でも類似の墓壙の方向・プランが認められており、これらも、また、同じ‘目梨泊集落’の形成に与った人々

によって遺されたものである可能性が指摘されてよいことになりそうである19)。それに対して、‘２号墓’は、墓壙の

長軸が南西-北東であり・副葬土器がその南西端に近いところに伏せて置かれるという点で一致するが、‘刻文土器’

を副葬し・『長軸１ｍ29cm、短軸88cmの楕円形』のプランを持つこと20)等、上の諸例とは違いが認められそうである。

同様に、沈線文系の土器を副葬する‘13号墓’でも、この場合は墓壙の長軸は北西-南東を向き・『長軸１ｍ５cm、短

軸67cm』といちじるしく小さい『長方形』のプランを持つこと21)等、ここでも明らかな違いが指摘されてよさそうで

ある。これらの２例の場合、位置的には『第１群』と重なってはいるが、上に指摘したような違いを考慮すれば、実

は、(『第１群』を遺した)主として『道東型のオホーツク文化』の担い手達によってなる・‘目梨泊集落’の形成に与

った人々によって遺されたものと考えられる墓群とは別のグループ、遺跡の海寄りの部分にキャンプ＝サイトを展開

していた人々・『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された墓群だったのではないだろうか。そして、も

しそう考えてよいとすれば、同様に『第１群』に含まれている‘５号墓'‘16号墓’についても、墓壙の長軸が北西-

南東を向くことからみて、やはり、このグループ・『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された墓群だっ

たと考えることができるのではないかと思われる。ただし、これもすでに注意した‘18号墓'‘21号墓’については、

たしかに沈線文系の土器が副葬されており、その意味では、‘３号墓’以下の‘目梨泊集落’の形成に与った人々によ

って遺された墓群とは違いがあるが、これらの墓壙の長軸が(それらと同じ)南西-北東に向いて造られていることから

みて、あるいはそこに・『第１群』に加えられてよいのかもしれないとも思っている。第１節にすでに考えたように、

‘目梨泊集落’の形成には、『道北型のオホーツク文化』の担い手達の一部・‘沈線文系の文様を主体とする土器群’を

もったグループが、少なくとも、そのある時期かかわっていた可能性が考えられていたのである。そして、もしそう

考えるとすれば、これらの２基の墓も、また、あるいは、そうした（‘目梨泊集落’の成立にかかわっていた) ‘沈線

文系の文様を主体とする土器群’をもつ『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたものであり、『第１
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群』に加えられるべきものだったと考えることができるのかもしれない22)。これらの問題を含めて、この『第１群』

の墓群については、後にもう一度考えてみることにしよう。 

 発掘調査者であり報告者でもある佐藤隆広のいう『第３群』の墓群については、先にも触れたように、佐藤は、『第

４号(竪穴･･･筆者註)住居址との関わりが強く感じられる』と書いている23)のだが、妥当な理解であろうと考えられる。

佐藤によって『第３群』に加えられたのは、‘25号墓'～‘33号墓’の９基であるが、これらの墓群は、後に触れる‘31

号墓’を除いて、ほぼ東西方向にその長軸をもつ『長方形』のプランを呈することで、共通する特徴を示しているの

である。これらのうち、‘25号墓’‘27号墓'‘29号墓'‘32号墓'‘33号墓’で、それぞれに特徴を異にするが、貼付文

系の土器を副葬すること24)でも共通しており、これらが、佐藤が考えるように、『第４号(竪穴･･･筆者註)住居址』の

居住者達によって遺されたものである可能性を示唆しているようである。これらの墓群のうち、‘32号墓’だけは『長

軸１ｍ35cm、短軸68cm』といちじるしく小さいが、他は、確認されるかぎり、その長軸長は、‘25号墓’の『２ｍ12cm』

から‘27号墓’の『１ｍ63cm』の範囲にあり、確認される『被甕』が、いずれも墓壙の西端に近い位置に遺されてい

るところからみて、たぶん、(佐藤もそう考えるように)西頭位の伸展葬だったものと考えてよいのであろう。ただ、

墓壙の長軸長がいちじるしく短い‘32号墓’について、佐藤は、『長軸が１ｍ35cmと短く、短軸の長さが68cmと広いと

ころから屈葬の可能性が考えられる』と書いている25)が、いずれも『道北型のオホーツク文化』の担い手によって遺

されたものと考えられる‘２号墓'‘13号墓'‘03号墓’を除いてそうした事例が確認されていないにもかかわらず、

この１基だけを『屈葬』と考えるのはどうであろうか、むしろ、たとえば、小児の墓と考えた方がよいのではあるま

いか。なお、‘31号墓’は、（『第３群』の墓群が分布する)『第４号(竪穴･･･筆者註)住居址』の北の沢に面した斜面の

下部・かなり傾斜の強くなった位置に遺され、しかも、それだけ南北方向に長軸をとって造られている26)が、また、(土

器が副葬されておらず)埋葬方向も明らかではないが、この墓が『第３群』に含まれるものであることは、たぶん、承

認されてよいものと考えられよう。ただし、この‘31号墓’だけが、墓壙の長軸を、したがって、頭位を異にして埋

葬されていることは、あるいは、この墓に埋葬された死者だけが他と区別されなければならない何かの理由があった

のではないかと推測される27)。他にそれを裏づける積極的な材料があるわけではないが、可能な想定のひとつとして、

触れておくことにしたい。 

 この『第３群』の墓群にかかわる問題は、これに止まるわけではないようである。この墓群に含まれる‘33号墓’

について、報告書は、『第29号土壙墓のすぐ北西に位置しており』『(第33号･･･筆者註)土壙墓の確認は黒色土を掘り下

げた段階で被甕の土器を確認していたが、落ち込みのプランが見られず･･･(中略)･･･たまたま第29号土壙墓の形取り

をするため周辺部を掘り下げたところ、そのカット面にこの(第33号･･･筆者註)土壙墓の落ち込みが認められ(あらた

めて･･･筆者加筆)調査を実施』したという調査経過を記している28)。『したがってこの(第33号･･･筆者註)土壙墓の南

東部は(第29号土壙墓の･･･筆者註)形取り用のトレンチによって失われている』のである。確認されているこの‘33

号墓’のプランは『残存する長軸で１ｍ４cm、短軸70cmの楕円形』であり、もしその全容が捉えられていたとすれば、

その長軸長は２ｍ前後にもなり、しかも、その長軸の方向は‘29号墓’のそれと一致しているので、その東端は、ほ

とんど‘29号墓’の西端に接していたか、ないしは、一部で重なっていた可能性も考えられてよい29)ものと思われる。

その場合、いずれかが古く・他がより新しい時期に造られていたものと考えられるが、両者の関係は、遺憾ながら、

明らかではない。ただ、報告者・佐藤が考えるように、『埋葬当初は土が盛り上げられ封土となって』おり、しかも、

『被甕の土器底部が地上に露出した状態』であった30)とすれば、その時間的関係がどうであったにせよ、両者がこうし

た位置関係に遺されることは、ほとんど理解し難いことであると言わざるをえないようである。それをどう考えるに

せよ、これら‘29号墓'‘33号墓’の位置関係は、『第４号(竪穴･･･筆者註)住居址』の居住者達によって形成されてい

たこの墓域がほとんど‘満杯’になっていたことを・すでに新しい墓を造るスペースがなくなっていたことを示唆し

ているようである。あるいは、‘32号墓’が、墓域の東端の 『急峻な斜面』に造られている31)ことはそうした状況に

由来するものだったかもしれない。そうした状況が確かにあったとすれば、この『第３群』を構成する９基の墓群が(あ

る時間的な範囲をおおう)『第４号(竪穴･･･筆者註)住居址』の居住者達に生じていた死者の数として多かったか・少

なかったかの問題であり、それは、『第４号(竪穴･･･筆者註)住居址』の利用された期間をどのくらいと考えるかにも

関係するが、ありえない想定ではないであろう。そして、もしそうした想定を認めるとすれば、第１節にすでに触れ

た32)ように、この『第３群』の北を流れる沢を隔ててさらに北の台地上に分布している‘34号墓'～‘37号墓’が、や

はり、『第４号(竪穴･･･筆者註)住居址』の居住者達によって遺されたものである、つまり、『第４号(竪穴･･･筆者註)
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住居址』の北に(『柵列遺構』を隔てて)作られていた墓域にすでに新しい墓を造るスペースがなくなっていたために、

沢を隔てた北の台地上に新たな墓域を作っていたのではないかと考えられよう。これらの‘34号墓'～‘37号墓’が、

先の『第３群』の墓群の多くと同じくほぼ東西方向にその長軸をとり、しかも、これらの場合、いずれも『被甕』を

遺しており、その位置から、西頭位の埋葬をうかがわせることも、こうした想定と矛盾しないようである。これらの

墓群のうちで、‘34号墓'～‘36号墓’は貼付文系の土器を副葬しているのだが、‘37号墓’だけ小形の沈線文系の土器

を副葬していることも、すでに第１節に考えた『第４号(竪穴･･･筆者註)住居址』の居住者達のうちに‘沈線文系の土

器群の製作・使用者達’が加わっていたとする想定から考えれば、けっして矛盾ではない、むしろ、こうした一連の

想定を裏づけ・補強するものであると考えてよいのではあるまいか。 

 ‘34号墓'～‘37号墓’が『第４号(竪穴･･･筆者註)住居址』の居住者達によって作られた墓域の一部に遺されたもの

であろうという想定は、当然、報告者・佐藤隆広のいう『第４群』の墓群の捉え方と抵触することになる。すなわち、

すでに述べたように、佐藤は、これら‘34号墓'～‘37号墓’とそれを乗せる台地の東へのひろがりの部分に確認され

ている‘H1号墓'‘H2号墓’とを‘ひとつながり’のものと考えて、『（‘34号墓'～‘37号墓’が確認された･･･筆者註)

発掘調査区と（‘H1号墓'‘H2号墓’を確認した･･･筆者註)範囲確認調査が実施された地点の中間には旧鉄道(興浜北

線･･･筆者註)が建設されており、今回の調査対象地区からは除外されたため未調査の状態となっているが、この中間

部にも多くの土壙墓が存在しているものと思われる』と書いている33)のである。しかし、佐藤の推定が正しかったか

どうか、つまり、この『中間部』にどのくらいの『土壙墓』があったかは、もう少し考えてみなければならないよう

である。それぞれに‘H1号墓’と‘H2号墓’が確認された二つの『範囲確認調査Pit』の間には約８ｍの距離があるが、

そして、この『同(平成５･･･筆者註)年５月23日より３日間の日程で北海道教育庁生涯学習部文化課』によって行われ

た『遺跡範囲確認調査(Ｂ調査)』がどのような手順・方法をとっていたのか、明記されていない34)ので明らかではな

いが、可能性としては、調査区域の全体に(その方位は明らかではない)５ｍ方眼を設定しその交点に50cm×50cmの『範

囲確認調査Pit』を掘開していたことが考えられてよさそうである35)。もし、この時の『遺跡範囲確認調査(Ｂ調査)』

がこうした手順・方法によって行われていたとすれば、その結果から考えて、この台地の(旧興浜北線の建設によって

失われてしまった部分より)東へのひろがりの部分に、それほど『多くの土壙墓が存在し』たとはいささか考え難いよ

うに思われる。たとえば、この部分に、先の『第１群』『第３群』と同じ密度で『多くの土壙墓が存在し』ていたとす

れば、そこでは、この『遺跡範囲確認調査(Ｂ調査)』では、もっと多くの墓群が『確認』されてよい筈だと考えられ

るからである。結局、‘H1号墓'‘H2号墓’が確認された台地のこの部分では、墓群は、『第１群』『第３群』と同様の

密度で分布していたわけではなく、その分布密度は、もっと‘粗’だったものと考えざるをえないようである。それ

にもかかわらず、この部分で発見されている‘H1号墓'‘H2号墓’は、両者共に、貼付文系の土器を副葬する墓であっ

た。したがって、これらの墓は、いずれも‘目梨泊集落’が成立した以後に遺されていたものと考えられなければな

らないことになる。しかも、後に考えるように、３号ａ竪穴住居址・３号ｂ竪穴住居址・２号竪穴住居址および４号

竪穴住居址の居住者達の墓群は、遺跡の西よりの台地奥に造られ、あるいは、『第１群』にあったと考えられるので、

‘H1号墓'‘H2号墓’の被葬者は、沢を隔てて対岸の‘Ｅ-２号竪穴住居址'‘Ｅ-３号竪穴住居址'‘Ｅ-６号竪穴住居址’

‘Ｅ-５号竪穴住居址'、および、可能性としては、(２号竪穴住居址の西の)未掘の‘竪穴’の居住者達であったと考え

なければならないことになろうか、つまり、この‘H1号墓'‘H2号墓’が確認されている台地のこの部分は、これらの

‘竪穴住居’の居住者達の墓域であったと考えられなければならないことになろう。そして、その墓域での墓群の密度

がそれほど高くなかったとすれば、その墓域がより西に・‘34号墓'～‘37号墓’の遺された区域にまで及んでいたとは、

ほとんど、考え難いということになろう。結局、佐藤のいう、『（‘34号墓'～‘37号墓’が確認された･･･筆者註)発掘調

査区と（‘H1号墓'‘H2号墓’を確認した･･･筆者註)範囲確認調査が実施された地点』の『中間部にも多くの土壙墓が

存在しているものと思われる』という想定は、たぶん否定されてよいものと思われる。ただし、‘H1号墓'‘H2号墓’

が確認された台地のこの部分に遺された墓群・（‘34号墓'～‘37号墓’の遺された区域を除く)佐藤のいう『第４群』

を構成していた墓群は、おそらく、この２基だけだったわけではなく、さらに・もう少し多くの墓が遺されていたも

のと考えられようし、それらをも含めて、(これらの墓群を含む)この墓域に関しても、後に、あらためて考えてみる

必要があるだろうと思っているところである。 

 筆者は、先に、佐藤が北大北方文化研究施設がそのトレンチ等を展開した台地の西端に近い‘Ｅ-１号竪穴住居址’

の西に接して遺される‘１号墓’および‘22号墓’とそのやや北に分布する‘38号墓'‘39号墓’とを合せて『第２群』
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としていることに関して、疑問があることを指摘した。なによりも、それらが、地形的な制約があるとは考えられな

いにもかかわらず、『第１群』『第３群』と比較して、その分布がいちじるしく散漫なことにその理由がある。佐藤は

『墓域の中央部が近年の道路工事に伴い大きく削り取られたためで、かつては多くの土壙墓が存在したものと思われる』

と書く36)が、それを裏づけるに足る充分な理由があるとはいささか考え難いようである。以下、実際に、これらの墓

群の内容について検討しておくことにしよう。 

 これらのうち最も南に位置する‘１号墓’は、東西方向にその長軸をもっており、『(確認面である･･･筆者註)黒褐

色土の下部で、小型の完形土器が横転した状態で出土し』ているようである37)が、この刻文系の土器の出土位置は示

されておらず、(おそらく西頭位であろうと思われるが)埋葬方向等は明らかではない。墓壙のプランは『長軸１ｍ18cm、

短軸40cmの長方形』であり、いちじるしく小形であること等から、佐藤は、『被葬者は子供であった可能性が強い』と

考えている38)。ありうべき想定であろう。これに続く‘22号墓’は、‘１号墓’の北５ｍ程のところに造れらており、

南西-北東に軸をもつ『長軸１ｍ85cm、短軸60cmの長方形』を呈する墓壙内に(痕跡的に)南西頭位伸展位の埋葬遺体が

確認されている39)。墓壙内には、『黒曜石製の石鏃』９点と『(鉄製･･･筆者註)刀子』の副葬が認められたが、土器の

副葬は確認されていない。‘１号墓'‘22号墓’は、(旧国鉄興浜北線の建設によってその大部分が失われた)貼付文系

土器群を共伴する‘Ｅ-１号竪穴住居址’のすぐ西・ほとんどこれに接するような位置に遺されており、これらの２基

は、‘Ｅ-１号竪穴住居址’とは時期を異にして遺されたものと考えられる。その場合、‘１号墓’には刻文系の土器が

副葬されていたらしいので、当然、‘Ｅ-１号竪穴住居址’が造られる以前に遺されていたものと考えられよう。‘22

号墓’も、『黒曜石製の石鏃』９点他が副葬されていたことからみて、(後にみるように少なくとも目梨泊遺跡に関す

る限り『道東型のオホーツク文化』の担い手達はほとんど石鏃を副葬することはなかったらしいので)『道北型のオホ

ーツク文化』の担い手達によって遺されたものであり、‘Ｅ-１号竪穴住居址’が造られる以前に遺されていた可能性

が強い。つまり、これらの‘１号墓'‘22号墓’は、両者共、‘Ｅ-１号竪穴住居址’が造られる以前に遺されており、

おそらく、これらの２基の墓が造られた時点には、目梨泊遺跡にはなお‘集落’は形成されておらず、かなり離れた

東・海寄りの部分が『道北型のオホーツク文化』の担い手達によってキャンプ＝サイトとして利用されていたのであ

って、これら２基の墓は、彼らによって、(そのキャンプ＝サイトから離れた)西・山寄りの部分に造られていたもの

と考えられることになる。同じことは、‘22号墓’から10ｍ余北に離れて確認されている‘38号墓'‘39号墓’につい

ても言えそうである。両者は、２ｍ程の間隔をおいて並んで造られており、共にほぼ東西方向に長軸をもつ『長方形』

を呈している。ただし、大きさはかなりの差があり、‘38号墓’が、『長軸１ｍ97cm、短軸58cm』である40)のに対して、

‘39号墓’は、『長軸１ｍ30cm、短軸30cm』と、いちじるしく小さい41)。佐藤は、後者に関して、『被葬者がある年齢に

まで成長した』『子供』であったものと考えている42)。副葬品は、前者では‘曲手刀子’が確認されただけであるが、

後者では、２,３の鉄製品の他に、『頸部に爪形文が施され』る『小型の完形土器』が、墓壙の西端近くに『被甕』の

かたちで発見されている。後者の『被甕の土器』から考えれば、これらの２基は、ほぼ西頭位伸展葬であり、しかも、

刻文系の土器を副葬する・『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたものであったと考えてよいのであ

ろう。結局、ここに検討してきた‘１号墓'‘22号墓'‘38号墓'‘39号墓’の４基は、いずれも『道北型のオホーツク

文化』の担い手達によって遺されたものである可能性が大きく、しかも、10ｍ余の間隙がある‘１号墓'‘22号墓’と

‘38号墓'‘39号墓’の間には他の墓群が遺されていたことは考え難く、また、‘39号墓’は『(北･･･筆者加筆)西側の

沢に向かって下がる傾斜地にあ』って43)、これより北側に墓群が遺されていた可能性はほとんどないものと考えられ

る。つまり、これらの『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された墓群は、同じ台地の東・海寄りにあ

った彼らのキャンプ＝サイトからやや離れた西側・山寄りの部分に、（‘墓域’と呼べるほどに集中したかたちではな

く・かなり散漫な分布状態で)造られていたものと考えることができそうである。 

 こうした‘１号墓'‘22号墓'‘38号墓'‘39号墓’についての検討結果は、さらに、別の問題に関係しそうである。

すなわち、佐藤は、目梨泊遺跡で確認された墓群を『その立地する地形などから大きく(ここまでに検討してきた･･･

筆者加筆)４群の墓域に分け』た上で、『これらの墓域に属さない土壙墓もいくつか認められる』ことを述べていた44)

のだが、すでに触れたように、佐藤が、そうした『墓域に属さない土壙墓』として挙げたのは‘23号墓'‘24号墓'‘R1

号墓'‘R2号墓’の４基である。これらのうち、‘23号墓’は前述の‘Ｅ-２号竪穴住居址’の南・ほとんどその南壁に

接するような位置にあって、その墓壙は、北西-南東に軸をもち、『長軸１ｍ88cm、短軸63cmの楕円形』で、その北西

端近くに『被甕』が遺されていた45)、つまり、北西頭位の伸展葬だったと考えられる。『被甕』は、本書の分類による
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‘Ⅱａ型’の器形をもつ爪形文をもつ刻文系の土器46)であり、したがって、(貼付文系の土器を共伴した)‘Ｅ-２号竪

穴住居址’の構築以前にこの地点に遺されたものと考えられることになろう。同じく‘24号墓’は、‘Ｅ-２号竪穴住

居址’と‘Ｅ-４号竪穴住居址’のちょうど中間あたりに遺され、‘23号墓’の北東・直線距離にして20ｍ以上離れて、

単独に確認されている。墓壙は、ほぼ東西方向に長軸をもち、『長軸１ｍ75cm、短軸58cmの楕円形』で、その西端近く

に『被甕』が遺されている47)。『(埋葬･･･筆者註)頭位は被甕の位置からＷ-150-Ｓである』と考えられている。『被甕』

は、本書の分類の‘Ｉｃ型’の器形をもつ沈線文系の土器48)であって、やはり、『道北型のオホーツク文化』の担い手

を埋葬したものと考えてよいであろう。したがってまた、(貼付文系の土器を共伴していた)‘Ｅ-２号竪穴住居址'、

および、‘Ｅ-４号竪穴住居址’の構築以前にこの地点に遺されたものと考えられてよさそうである。ついでに、ここ

で枝幸町教育委員会、オホーツクミュージアムえさしおよび筑波大学歴史・人類系並びに札幌大学文化学部の共催に

よって行われた2000～2002年度の発掘調査に際して確認された‘40号墓'‘41号墓’についても、触れておくことにし

よう。これらの２基の墓は、枝幸町教育委員会の調査によって確認された‘Ｅ-２号竪穴住居址'～‘Ｅ-４号竪穴住居

址’から東に続く台地(報告書にいう『第Ⅲ段丘面』)上に発見されたものである。この台地上では、すでに第１節に

述べたように、枝幸町教育委員会の調査による‘Ｅ-２号竪穴住居址'‘Ｅ-３号竪穴住居址’に続く‘Ｅ-６号竪穴住

居址'‘Ｅ-５号竪穴住居址’が確認されているが、‘41号墓’は、両者の間・‘Ｅ-６号竪穴住居址’の東壁から1.5ｍ、

ほとんどこれに接するような位置にあり、‘40号墓’は、この北９ｍ程の場所に発見されている49)。これらのうち、‘40

号墓’は、『旧国鉄興浜北線敷設工事の際に地表面を削平し』た結果、その西半の部分が僅かに残されていたにすぎな

い50)が、かろうじて、その態様を捉えることができたようである。すなわち、墓壙の長軸はほぼ東西方向で、『長軸の

残存長は113cm、短軸は66cmを測』り、残された部分の西半に２個体の『被甕土器』が並んで発見されている。西側の

１個体は、本書の分類にいう『Ｉｃ型』の器形を呈する沈線文系の土器であり51)、これに接して遺されたもう１個体

は『胴部に指先大の貼瘤文を等間隔に５個配し、口縁部から胴上部に２段の短い刻文を連続させ』る『小型土器』で

ある52)。報告者・高畠孝宗は、これら２個体の『被甕土器』について『甕形土器は頭部に、小型土器は胸部上に伏せ

られていたもの』と考えている53)。したがって、埋葬頭位は『北西(北77度西)と考えられる』、というよりも、僅かに

北に振れた西頭位だったということになる。同じく‘41号墓’は、すでに見たように、‘Ｅ-６号竪穴住居址’の東壁

に接するような位置にあるが、この例の場合には、『墓壙上面は隣接する第６号竪穴式住居跡（‘Ｅ-６号竪穴住居址'･･･

筆者註)の掘り上げ土によって部分的に覆われており、本墓壙の構築が第６号竪穴式住居跡（‘Ｅ-６号竪穴住居址'･･･

筆者註)に時間的に先行すること』54)が明らかであるといえる。墓壙は西南西-東北東に長軸をもち、『掘り込み面で長

軸長155cm×短軸長48cm、底面で長軸長136cm×短軸長32cmを測る』『不整長方形』で、その西端近くに『被甕土器』が

ある。したがって、『(埋葬･･･筆者註)遺体の頭位方向は被甕土器の位置から推定して、西南西(西31度南)』と考えら

れている。原位置で発見された『被甕土器』は、本書の分類にいう‘Ｉｃ型’の器形を呈する沈線文系の土器である55)。

報告者・高畠孝宗は、『墓壙の規模が小さいので小児、または女性の埋葬墓と推定される』と書いている56)。これらの

２基の墓は、‘41号墓’の層位的関係に明らかなように、隣接してある‘Ｅ-６号竪穴住居址'‘Ｅ-５号竪穴住居址’

の構築以前に遺されたものと考えられるが、これらの２基の墓が、もっとも近い位置にある‘23号墓’からでも20ｍ

近い距離があることからみれば、また、両者が互いにやや離れて遺されているところからみれば、たぶん‘23号墓'

‘24号墓’と同様に、佐藤のいう『墓域に属さない土壙墓』に加えられてよいものと考えられよう57)。佐藤のいうとこ

ろの『墓域に属さない土壙墓』のうちの他の２基・‘R1号墓'‘R2号墓’は、‘１号墓'‘22号墓'、および、‘38号墓'

‘39号墓’の遺された台地から西に続く細い尾根状の部分に遺されている。‘１号墓'‘22号墓’からは20ｍ強離れてお

り、‘R1号墓’はこの尾根状の部分の南側に、‘R2号墓’は同じく北側に遺されており、両者の間には、やはり、20ｍ

程の距離がある。これらの２基の墓は、1990～1992年度の発掘調査区の『西側に接し』た『工事立会地区』で発見さ 

れたものであって、この『工事立会地区』にも『５ｍ×５ｍのグリット
マ マ

』が設けられたようであり、報告書に付され 

た『周辺地形図』にも『工事立会調査』の調査区画らしいものが描かれている58)ので、この『工事立会地区』に遺さ

れていた墓は、おそらく、この２基だけだったと考えられてよいものと思われる。そして、そうであったとすれば、

佐藤がこれらを『墓域に属さない土壙墓』に加えたことは、妥当な判断だったといわれてよいであろう。これらのう

ち‘R1号墓’は、墓壙の長軸を南西南-北東北にもつ『長軸１ｍ97cm、短軸80cmの舟形』のプランを呈し、『南西部よ

り潰れた状態で被甕の土器』が検出されており、その埋葬頭位は『Ｗ-600-Ｓ』だったと考えられている59)。『被甕の

土器』は、かろうじて胴部までを復元しえたところでは、本書の分類による‘Ｉｄ型’に近い器形で、『口唇部に斜め
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のキザミが施され、胴部にはボタン状の貼付が３個１単位で等間隔に付けられる』資料60)であって、刻文系の土器と

してよさそうである。同じく‘R2号墓’は、『(尾根の･･･筆者註)反対側の北にある小規模な沢に面する傾斜地』で確

認されたものである。墓壙は西南西-東北東に長軸をもち、プランは『長軸１ｍ98cm、短軸は沢側が明確ではないが残

存する範囲で60cmの楕円形』と考えられている61)。この墓の『覆土上部において木根の撹乱を受け細かく壊れた状態』

で土器１個体分が発見されているが、報告者である佐藤は『その位置は土壙墓のほぼ中央部付近であり被甕とは言え

ない状況であったが、付近に土壙墓などはなく、この土器以外に土器片の出土も見られないことから、立会調査第２

号土壙墓（‘T2号墓'･･･筆者註)に伴うと判断し』ている。周辺の状況が報告者・佐藤の言うとおりであったとしたら、

この『判断』は支持されてよいのかもしれない。問題の資料は、胴部まで復元されているが、本書の分類にいう‘Ｉ

ｄ型’に近い器形をもち、『口縁部に短い(ハシゴ状の･･･筆者加筆)擬縄貼付文が５ヵ所に施され、頸部(胴上部･･･筆

者註)には２本の擬縄貼付文が巡って』おり、貼付文系の土器と考えざるをえないようである。 

 さて、以上に、筆者は、佐藤のいわゆる『第２群』、および、同じく佐藤のいう『墓域に属さない土壙墓』(および

それらと同様に考えてよさそうな‘40号墓'‘41号墓')について検討してきたのだが、それらは注目すべき共通点を持

っているようにみえる。すなわち、佐藤のいう『第２群』に加えられている‘１号墓'‘39号墓’はいずれも刻文系の

土器を副葬しており、同じく佐藤のいう『墓域に属さない土壙墓』のうち‘23号墓’は刻文系の土器を、‘24号墓’は

沈線文系の土器を、また、‘40号墓'‘41号墓’はいずれも沈線文系の土器を、そして、‘R1号墓’も刻文系の土器を、

それぞれ『被甕』として副葬していたのである。同じように佐藤のいう『第２群』に加えられている‘22号墓'‘38

号墓’も、その副葬品等によって、(刻文系の土器をもつ)『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された

ものであったと推定することができそうである。つまり、これらの墓群は、おそらく、(後に述べる‘R2号墓’を除い

て)いずれも(刻文・沈線文系の土器をもった)『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたものであり、

それらは、(佐藤のいわゆる『第２群』が‘墓域’と呼べるほどに集中した分布状態ではなかったとする筆者の議論を

認めるとすれば)目梨泊遺跡の形成される台地の西・山側に偏って、広い範囲に・散漫に遺されていたのだと考えられ

ることになろう。たぶん、第１節に詳論したように、この遺跡の東・海寄りの部分にそのキャンプ＝サイトを展開し

ていた『道北型のオホーツク文化』の担い手達は、そのキャンプ＝サイトで発生していた死者達を、その西・山寄り

の部分に埋葬していたのであろう62)。その意味では、枝幸町教育委員会の1987年度の発掘調査に際して確認された‘03

号墓’はこうしたあり方の嚆矢となったものであり、ここに復元的に考えたところはその延長上にあったのだと考え

てよさそうである。こうした復元的考察は、また、別の問題に結びつくようである。すなわち、佐藤によって『第１

群』に加えられていた‘２号墓'‘13号墓’では、それぞれ刻文系・沈線文系の土器が副葬されており、これも『道北

型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたものであったことが考えられた。そうであるとすれば、これも先

に考えた‘５号墓'‘16号墓’をも含めて、これらの墓群は、位置的に、『第１群』と重なっているにもかかわらず、

実は、『第１群』の墓群・『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された‘14号墓'‘６号墓’以下の墓群の

遺されるのに先立って、すでに、同じ地点に遺されていたのだと考えることができるのではないだろうか。これらの

‘２号墓'‘５号墓'‘13号墓'‘16号墓’は互いにかなり近接して遺されているが、２基の墓が並んで検出された‘38

号墓'‘39号墓’の例もあり、それ自体、‘38号墓'‘39号墓’から20ｍ程離れて位置しているので、(キャンプ＝サイ

トを展開していた)『道北型のオホーツク文化』の担い手達の・広い範囲に散在するかたちで遺された墓群の一部だっ

たと考えてよいだろうと思われる。ただし、先にも触れたようにやはり位置的には『第１群』と重なっている‘18号

墓'‘21号墓’については、もう少し考えてみる必要がありそうである。そこで、筆者は、これらの２基が沈線文系の

土器を副葬しているにもかかわらず、‘目梨泊集落’の形成に『道北型のオホーツク文化』の担い手達の一部・沈線文

系の文様を主体とする土器群をもったグループが、少なくともそのある時期、かかわっていたことに注意して、それ

らが『第１群』に加えられるものである可能性を示唆した。しかし、ここに述べてきたところを考慮すれば、これら

が、『第１群』の墓群に先立って・(キャンプ＝サイトを展開していた)『道北型のオホーツク文化』の担い手達によっ

て遺されたものである可能性もあらためて検討して見る必要があろう。これらの２基のうち、‘18号墓’の位置は、‘２

号墓’の北東10ｍ程のところに、‘21号墓’は、これから北に20ｍ程離れ、その北東にある‘23号墓’とは15ｍ程の距

離にある。つまり、これら２基の墓は、(キャンプ＝サイトを展開していた)『道北型のオホーツク文化』の担い手達

によって広い範囲に散在するかたちで遺された墓群の一部だったと考えてもよい位置関係で確認されているのである。

結局、ここでも、この‘18号墓'‘21号墓’について、上に述べた二つの可能性のうちのいずれが‘より蓋然的’であ
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るのか、容易に結論することはできそうにもない。ふたたび、結論を留保して、後に、さらにもう一度考えてみるこ

とにしたい。 

 最後に、佐藤によって『墓域に属さない土壙墓』に加えられた墓群のうち、唯一、貼付文系の土器が副葬されてい

たと推定された‘R2号墓’について考えておくことにしよう。もし、それが貼付文系の土器を副葬していたことを認

めるとすれば、この墓は、（‘目梨泊集落’の形成に与った)『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された

ものと考えざるをえないことになろうし、そうであるとすれば、したがって、これを(この遺跡にキャンプ＝サイトを

展開していた)『道北型のオホーツク文化』の担い手達の墓群の事例のひとつと考えることはできない、つまり、佐藤

のいわゆる『墓域に属さない土壙墓』に加えることはできないということになろう。この‘R2号墓’は、すでに見た

ように、‘１号墓'‘22号墓'、および、‘38号墓'‘39号墓’の遺された台地から西に続く細い尾根状の部分の北側に遺

されており、さらに、北側を流れる沢を挟んで『第１群』の墓群と相対する位置にある。そして、そうであるとすれ

ば、『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたこの‘R2号墓’は、実は、『第１群』の墓群との関係で

捉えることができるのではあるまいか。『第１群』の墓群は、その東側を旧国道によって削りとられており、その全容

は必ずしも明らかになってはいないが、あるいは、さきに見た『第３群』の墓域がそうであったように、(墓域として

の)『第１群』の墓群は、いずれかの時点で、すでに新しい墓を造るためのスペースがなくなっており、沢の南側にそ

の場所を求めていたのではあるまいか。もしそう考えてよいとすれば、この‘R2号墓’は『第１群』の墓群の一部で

あって、その延長だったと考えられることになろう。ここでは、ひとつの可能性として、そう考えておくことにしよ

う。 

 

 埋葬姿勢・頭位、および、それらを含む‘葬法’ 

 上にそのグルーピングについて考えてきた目梨泊遺跡発見の計48基のオホーツク文化の担い手達の墓のうち、(痕跡

的ではあれ)埋葬姿勢・頭位が確認されているのは、‘19号墓'‘22号墓’の２基だけである。すなわち、‘19号墓’に

ついては『(土壙墓の･･･筆者註)床面上には赤褐色土が薄く確認される』『この赤褐色土は･･･(中略)･･･被葬者の腐食、

分解に伴い床面の土が変色した可能性があるもので、この土壙墓では(それが･･･筆者註)人骨の形に分布している状態

が確認できた』と書かれて63)おり、また、‘22号墓’については『(土壙墓の･･･筆者註)床面上には黒色土が薄く認め

られるがこの層には人骨と思われる骨粉がわずかに混入しており、部分的ではあるが分布範囲を確認することができ 

た』『南西壁の付近では頭骨と思われる広
マ マ

がりが見られ、北東部には足の骨と思われる骨粉が数カ所に広
マ マ

がっている』 

と書かれている64)。なお、‘40号墓’についても、『被甕に使用された甕形土器の内部に黒色炭化物が部分的に堆積し

ており、この内部から骨粉が出土した』ことが注意され65)、同じく‘41号墓’についても『墓壙両側縁の覆土中から

遺体の腐食物と思われる茶褐色の痕跡が検出された』『検出状況から肘関節を伸ばした状態の両腕の痕跡と考えられる』

ことが注意されている66)。その他、‘01号墓’でも、『調査中に(被甕･･･筆者註)土器底部の一部が破損し中の空洞部分

に人間の頭蓋骨(の一部･･･筆者註)が確認された』ことが報じられている67)。僅かではあるが、これらの情報から考え

れば、この遺跡で確認されている『(長･･･筆者加筆)楕円形』ないし『長方形』の墓壙の場合、『遺体』は、ほぼ‘仰

臥伸展位’で埋葬され、また、‘03号墓'‘19号墓’の事例からみて、『被甕』はその頭部を覆うかたちで伏せて置かれ

ることが多かったものと推定できよう。したがって、報告者・佐藤隆広もそう考えているように、とても成人の遺体

を収納することができないと思われるような小形のものも含めて、『被甕』の確認される・『長方形』に近い墓壙の場

合、そうした埋葬姿勢・頭位で埋葬されていたものと考えてよさそうである。ただし、目梨泊遺跡の場合、とてもこ

うした葬法を考えることのできそうもない墓も、また知られている。‘03号墓'‘２号墓'‘13号墓’等がそれである。

すなわち、‘03号墓’は、『長軸１ｍ48cm、短軸１ｍ10cmの玉子形』『長軸方向は北西-南東であ』って、『墓壙の北西部

から底部が穿孔された完形土器が斜め逆さまに』発見されており、こうした状況から、『頭位は北西方向にあった』と

考えられている68)。おそらく、明記されているわけではないが、‘屈葬’だったと考えられているものと思われる69)が、

その可能性が大きいようである。同じく‘２号墓’は、西南西-東北東方向に長軸をもち、『長軸１ｍ29cm、短軸88cm

の楕円形』であって、『被甕』が『南西壁に接する場所』に遺されており70)、また、‘13号墓’は、北西-南東方向に長

軸をもち、『長軸１ｍ５cm、短軸67cmの長方形』であって、『被甕』は埋戻された墓の上・西隅に当たるところに遺さ

れていた71)。これらの２例については、報告者・佐藤隆広は『屈葬の可能性が強い』と書いている72)が、たぶん妥当

な想定であろう。これらの３基はいずれも刻文・沈線文系の土器を副葬しており、『道北型のオホーツク文化』の担い
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手達によって遺されたものと考えられる。もっとも、刻文・沈線文系の土器を副葬する墓でも、（‘１号墓'‘18号墓'

‘21号墓'‘23号墓'‘24号墓'‘37号墓’等のように)‘伸展葬’を考えさせる例もあって、問題はそれほど簡単ではな

いようである。副葬される土器の位置から推定される『頭位』の問題をも含めて、後に、もう一度考えてみることに

したい。 

 同じように、‘葬法’の一部としての『被甕』のあり方も、かなり、様々なようであって、たとえば、‘９号墓'‘24

号墓’等のように、『口縁部の一部はほぼ床面に接している』73)ないし『床面に土器口縁部が接した状態で出土して』

いる74)もの、および、‘８号墓’のように、『土器の出土状態は床面上に見られる黄褐色粘質土混じりの黒色土中に置

かれており、床面よりわずかに高いレベル』75)の例から、‘２号墓'‘23号墓’のように、『床面からわずかに浮いた位

置』76)にあるもの、さらに、‘11号墓'‘19号墓'‘20号墓'‘21号墓’他にみられるように、『土壙墓内に厚く見られる

炭と黄褐色粘質土を混じる黒褐色土(他の覆土･･･筆者加筆)の中に置かれ』77)る例、そして、‘13号墓'‘18号墓'‘27号

墓'‘33号墓'‘36号墓'‘R1号墓’等のように、『土壙墓の上部より出土』する78)か、ないし、『覆土の汚れた黄褐色粘

質土の上部に潰れた状態で認められ』る79)もの、つまり、墓の上部に置かれていたと考えられてよい例までがある。‘３

号墓’の場合は、『埋め戻された土の上部に散らばった礫面よりも高いレベルに底部が確認されており、埋葬当時から

地上に露出していた可能性が高い』とされており80)、『(埋葬が完了し･･･筆者註)封土の上面がジャリによって飾られ』

た81)後に、『被甕』が置かれていたものと考えられたのであろう。また、‘１号墓'‘37号墓’では、それぞれ、『(覆土

中に･･･筆者註)小型の完形土器が横転した状態で出土し』82)、ないし、『(土壙墓に伴う･･･筆者註)土器は覆土のジャリ

を含む黒色土中に横転した状態で出土しており、口縁部から胴部の一部がジャリ面より上部に出て』いた83)らしい。

その他、‘５号墓'～‘７号墓'‘10号墓'‘12号墓'‘15号墓'～‘17号墓'‘22号墓'‘28号墓'‘31号墓'‘38号墓’のよ

うに(『被甕』を含む)土器の副葬が確認できない事例84)もあって、（『被甕』を含む)土器の副葬の有無・その態様がど

ういう原則によっていたのかは、遺憾ながら、確認できない。ただ、佐藤が注意しているように、『出土した(“被甕”

の･･･筆者註)土器の多くは底部から胴部付近にかけて器面が風化した状態になっており、地上に長時間露出していた』

ことを示している85)のだとすれば、あるいは、(この目梨泊遺跡の場合)『被甕』には墓の‘標識’としての意味もあ

ったのかもしれない86)。もっとも、その場合にも、‘標識’の有無がどういう意味を持っていたのかは、依然として、

明らかではない。 

 佐藤は、また、『土壙墓上部にジャリを敷きつめ表面を飾るという、この地域(遺跡？･･･筆者註)独特の特色』87)に注

意している。実際、‘25号墓’では、『ジャリの分布はほぼ土壙墓上にかぎられ、周辺部には見られない』と書かれて88)

おり、その状態は写真図版によっても確認できる89)。すなわち、この例の場合、小円礫が墓壙の上だけに、やや密に、

分布している状況を認めることができるのである。同じ状況は、‘26号墓'‘30号墓'‘31号墓'‘36号墓'‘H1号墓’等

でも、(これらでは写真図版は示されていないが)確認できるらしい。なお、‘H2号墓’でも、『ほぼ土壙墓の上面を覆

うように(ジャリの･･･筆者註)分布が認められる』と書かれる90)が、示された写真図版91)によって見るかぎり、『ジャ

リの分布』はやや散漫のようである。また、‘32号墓’では、『ジャリの分布範囲は傾斜面に立地しているためか土壙

墓の北半分からさらに北側に流れ落ちた状態で』あったことが報じられている92)。これらの事例から考えれば、佐藤

のいわゆる『独特の特色』は、ほぼ、承認されてよいものと考えられよう。ただし、‘34号墓'‘35号墓'‘37号墓’で

は、いずれも、ほぼ同様な『ジャリの分布』が報じられているが、‘35号墓’については、『(その･･･筆者加筆)一部は

傾斜に沿って南側に流れ、第34号土壙墓（‘34号墓'･･･筆者註）のジャリ面まで広
マ マ

がっている』と書かれている93)ので

ある。しかし、別添の地形図94)によって見るかぎり、この部分での傾斜はそれほど強くはなく、『(その･･･筆者加筆)

一部は傾斜に沿って南側に流れ』という説明は、必ずしも、説得的ではない。むしろ、示されている関連する写真図

版95)によって見れば、この部分では、‘34号墓’から‘37号墓’にかけて三つの墓の全体をカヴァーするかたちで、つ

まり、これらの三つの墓を含む‘墓域’を示すものとして、この『ジャリ面』は造られていたのではないかと考えら

れる。 

 これら佐藤のいわゆる『第３群』、および、『第４群』に認められる小円礫によると思われる『ジャリ面』に対して、

その他の、たとえば、佐藤のいう『第１群』では、20基中の‘３号墓'～‘９号墓'、‘11号墓'～‘13号墓'、および、‘19

号墓’の11基について、『角礫を含む黒褐色土』『ジャリ面』『ジャリを多量に含む黒色土』等の記載があり、佐藤は、

これらをも『土壙墓上部にジャリを敷きつめ表面を飾』っていたものと考えていたようである。しかし、たとえば、

‘３号墓’の場合には、『第２層の黒褐色土を掘り下げたところで２ｍ×１ｍ50cmの範囲に角礫の広
マ マ

がり』があった96)
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ようであり、この『角礫を含む黒褐色土』は、周辺での『土壙墓』の調査における層序にかかわる記述をも参照する

と、部分的に・パッチ状に残された自然堆積物であった可能性が大きいようにみえる。実際、（‘３号墓’から10ｍほ

ど南に位置する)‘５号墓’では、『黒褐色土の下部において広範囲なジャリの分布が見られたことより、慎重に付近

を掘り下げた結果、黄褐色粘質土の上面で墓壙内の覆土である赤褐色土が現れ遺構のプランを確認』し97)ているのだ

が、この『ジャリの分布』は、さらに南に続いて、『南側にある沢に向かって下がる台地の縁において密なジャリの広
マ マ

がりが確認され、第６号土壙墓（‘６号墓'･･･筆者註)の存在が明らかになった』98)のであって、報告者である佐藤も、

『図(第44図･･･筆者註)に示したジャリの分布範囲は(それが･･･筆者註)特に密に見られる範囲であり、実際には付近の

他の土壙墓のジャリと混じり合うような状態である』『特に土壙墓が密集する場所では周辺部全域にジャリが分布する

様相』であったと書かれている99)のである。もしそうであったとすれば、これらの『角礫を含む黒褐色土』『ジャリ面』

『ジャリを多量に含む黒色土』が『土壙墓上部にジャリを敷きつめ表面を飾』っていたと考えることは、たぶん困難で

あろう。逆に、‘２号墓'‘10号墓'‘14号墓'～‘18号墓'‘20号墓'‘21号墓’等、『ジャリの分布』について触れられ

ていない墓は、そうした『角礫を含む黒褐色土』が分布しない場所であったか、ないし、(近年の工事等によって)そ

れが削られてしまった結果であると考えられようか。それぞれの墓の‘層位図'100)はそれを裏づけるもののようにみ

える101)。同じような『ジャリを多量に含む黒色土』は、『第１群』の墓群とは沢を隔てた対岸の台地に位置する‘１

号墓'‘22号墓'‘R1号墓’でも認められる102)ようであり、さらに、『第１群』の墓群が遺される台地に続く北東50ｍ

程の地点に遺されている‘41号墓’でも、『墓壙は多量に砂利を含む第Ⅱ黒褐色土層下面から･･･(中略)･･･掘り込んで

構築されて』いると書かれている103)ので、この『ジャリを多量に含む黒(褐)色土』は、沢を挟む両岸のかなり広い範

囲に分布していたのであろう。 

 しかし、‘１号墓'‘22号墓'‘R1号墓’などの遺される台地のさらに南側の台地に遺される‘01号墓'‘02号墓’の

状況は、これらとは別に考える必要があるのかもしれない。これらの２基の墓は、南北方向に軸をもつ(東部の一部が 

道路工事によって削られた)長径６ｍ弱の楕円形の『ジャリを多量に含む黒褐色土の広
マ マ

がり』のほぼ中央に、２基が並 

列するかたちで、遺されていた104)のだが、この楕円形の区画を作る『ジャリを多量に含む黒褐色土』は、報告書に示

されたこの台地の地層断面図によってみるかぎり、この台地のそれ以外の部分には、そうした土層は全く認められて

いない105)のである。つまり、この『ジャリを多量に含む黒褐色土』による楕円形の区画は、これらの２基の墓を含む

‘墓域’として人為的に作られたものである可能性が大きいと考えられる。そして、そう考えようとする場合、‘01号

墓’では、『墓壙の覆土については周囲のａ層(ジャリを含む黒褐色土･･･筆者註)と同様の地層』であり106)、一方、‘02

号墓’では、『墓壙内の覆土はａ層(ジャリを含む黒褐色土･･･筆者註)と同様の黒褐色土であるがａ層より含まれてい

るジャリが少なく、またわずかに褐色土のブロックが含まれており土層のしまりが弱い』と書かれ107)、また、この墓

の‘遺構実測図’に付された‘断面図’によれば、墓壙を埋める『よごれた黒褐色土』の上に、薄い層状に『ジャリ

を多量に含む黒褐色土(ａ層)』が描かれている108)。こうした状況から判断すれば、これらの２基の墓の場合、まず‘02

号墓’が造られ、しばらく時間をおいて、さらに‘01号墓’が造られて、その際に、これらの２基の墓を含む‘墓域’

として『ジャリを多量に含む黒褐色土』による楕円形の区画が造られるという一連の経過が想定できることになりそ

うである。 

 筆者は、先に‘34号墓'‘35号墓'‘37号墓’の３基について、それらを含む‘墓域’を画するものとして、三つの

墓の全体をカヴァーするかたちで(この場合は小円礫によって)『ジャリ面』が造られていたことを考えたが、上の事

例を併せ考えれば、ありえない想定ではないであろう。それは、また、先に筆者が自然堆積物であった可能性が大き

いものと考えた佐藤のいう『第１群』に見られる『角礫を含む黒褐色土』の分布のあるものが、そうした自然堆積物

が周辺にあったことは確かであるとしても、人為的に・ある墓(ないし墓群)の‘墓域’を画するものとして集積され

たものであった可能性を全く否定してしまうことはできないということにもなりそうである。特に‘５号墓'‘６号墓’

周辺のそれなどは、その可能性を示唆するものなのかもしれない。遺憾ながら、現状ではそれを確認する術もないが、

ひとつの可能な想定として、触れておくことにしよう。 

 その他、‘13号墓'‘19号墓'‘21号墓'‘22号墓’の４基については、『一抱えほどもある大きな』『礫』が墓壙上に

置かれた状況が確認されている。これらのうち‘13号墓’では、その配置は一部に止まっている109)が、‘19号墓’で

は、埋戻された土壙墓の範囲を超えて配置されている110)。同じく、‘21号墓'‘22号墓’では、それぞれ一部でしか確

認されていないらしいが、‘21号墓’では『第20号土壙墓同様、旧国道の建設工事に伴い北東部が削られ大きく失なっ
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ている。』た111)ようであり、また、‘22号墓’では墓壙の南西部の上面が大きく削平されていた112)ようであり、『礫』

の配置は、実は、墓壙の全面を覆うものであった可能性がありそうである。これらの事例に関しても、後にあらため

て触れるところがあろう。 

 

 副葬品 

 これまでに確認されている目梨泊遺跡の墓群では、かなり多数の副葬品が発見されている。ここまで、それらのう

ちの土器に関しては、それがある墓を造っていた‘人間集団’を示すものになりうるという想定によって、ある範囲

で、言及してきたが、以下、この項では、金属器他のやや多様な例を含む副葬品について検討しておくことにしたい。 

 第１表として、それぞれの墓から発見されている副葬品について、一覧表を掲げておく。 

 この表に明らかなように、これまでに確認されている目梨泊遺跡の墓群では、かなりの数にのぼる・やや多様な副

葬品が知られている。それでは、われわれは、これらの副葬品に、何を見・何を読みとることができるであろうか。

これらの副葬品のうちでは、ここまで繰返して言及してきたそれぞれの副葬土器を除けば、各種の鉄製品が目立った

存在であることは、第１表にすでに明らかであろう。就中、それらの中でも、５例が発見されている‘蕨手刀’が何

人かの研究者の注意を惹き、後に触れるように、いくつかの議論が行われてきたことは周知のとおりである。ここで

も、したがって、まず‘蕨手刀’のあり方から検討をはじめてみることにしよう。 

 目梨泊遺跡の墓群における‘蕨手刀’のあり方には明らかな特徴が指摘できる。すなわち、土器が副葬されていな

い‘７号墓’の例113)を除いて、それらは‘30号墓'‘34号墓(２例)'‘H1号墓’等、いずれも貼付文系の副葬土器をも

つ墓から発見されている114)のである。副葬土器が認められなかった‘７号墓’例にしても、貼付文系の土器を副葬す

る墓を中核とする佐藤のいわゆる『第１群』のほぼ中央にあって、しかも、墓壙の長軸方向もそれらと一致している

のであり、土器こそ副葬されてはいないが、‘貼付文系の土器群’の製作・使用者達、つまり、『道東型のオホーツク

文化』の担い手によって遺されたものであることは、ほぼ安全に、推定されてよいものと考えられよう。つまり、目

梨泊遺跡で、‘蕨手刀’は、『道東型のオホーツク文化』の担い手達によってのみその墓に副葬されていたのだと考え

られることになる。 

 ‘蕨手刀’とほとんど対蹠的なあり方を示すのが、いわゆる‘曲手刀子’である。‘曲手刀子’は、これも第１表に

明らかなように、‘２号墓'‘６号墓'‘18号墓'‘22号墓'‘24号墓'‘38号墓'‘40号墓'‘R1号墓’で確認されている115)

が、これらのうち、‘２号墓'‘18号墓'‘24号墓'‘40号墓'‘R1号墓’の場合、刻文・沈線文系の土器が副葬されてお

り、‘22号墓'‘38号墓’は、遺跡の遺される台地の西・山側に偏って広い範囲に散漫に分布する(遺跡の東・海寄りの

部分にキャンプ＝サイトを遺していた)『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された墓群の一部であった

と考えられる。土器の副葬が認められていない‘６号墓’の被葬者については明らかであるとはいえないが、‘曲手刀

子’は、ほぼ、（‘蕨手刀’の場合とは逆に)‘刻文・沈線文系の土器群’の製作・使用者達、つまり、『道北型のオホ

ーツク文化』の担い手達によって、その墓に副葬されていたのだと考えられてよさそうである。 

 こうした‘蕨手刀’といわゆる‘曲手刀子’の対蹠的なあり方は、それだけに止まるものではないようである。 

 たとえば、‘蕨手刀’がもっぱら副葬されている貼付文系の土器を副葬する墓、つまり、‘貼付文系の土器群’の製

作・使用者達(＝『道東型のオホーツク文化』の担い手達)によって遺された墓群には、（‘蕨手刀’の他にも)‘９号墓’

では、たぶん同一個体のものと考えられる‘方頭柄頭’を伴って、鋒のみ両刃になる‘直刀'116)が、‘19号墓’では、

柄部と先端部を欠く鉾などを伴って、カマス鋒になる‘横刀'117)が、‘30号墓’では、‘蕨手刀’と共に、‘立鼓柄刀'118)

が、‘34号墓’では、‘蕨手刀’２振と共に、そのいずれかの装具だったかと考えられる青銅製の‘足金具'119)が、そ

れぞれ発見されているのである。これらが、‘蕨手刀’と共に、本州に由来するものであることは、ほとんど、疑問の

余地がないであろう。これらの墓群では、以上の他にも、形状・大きさ・保存状態等を異にするやや多数の‘刀子’

も発見されている120)が、それらにしても、こうした想定の範囲に収まるものと考えてよさそうである。結局、‘貼付

文系の土器群’の製作・使用者達、つまり、『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された墓群に確認でき

る(土器以外の)副葬品は、たぶん、(後に触れる)‘H2号墓’に見られる２例の銀製の‘耳飾’をほとんど唯一の例外

として、すべて本州に由来するものであったと考えられてよさそうである。 

 それに対して、(副葬土器の確認されていない‘６号墓’の例を除いて)もっぱら‘刻文・沈線文系の土器群’の製

作・使用者達、つまり、『道北型のオホーツク文化』の担い手達によってその墓群に副葬されていた‘曲手刀子’が大
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03号墓 被甕 (刻文)

2号墓 被甕 (刻文) 鎌、刀子 ( 曲手刀子？)、鉄片 ( 刀子茎？)

覆土 (刻文)1号墓 ガラス小玉 6、
琥珀小玉 3

被甕 ( 沈線文 ) 刀子13 号墓

被甕 ( 沈線文 ) 刀子 ( 曲手刀子 )3)18 号墓

石鏃 2被甕 ( 沈線文 )21号墓

被甕 ( 刻文 ) 斧 ( 平柄 )、直刀 ( フクラ鋒 )、刀子23 号墓 ガラス小玉 2

被甕 ( 沈線文 ) 刀子 ( 曲手刀子 )5)、針 ( 欠損 )24 号墓

第 1表　目梨泊遺跡の墓群における副葬品一覧

貼付文系の土器を副葬する墓刻文・沈線文系の土器を副葬する墓
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37号墓 覆土 (沈線文) 刀子 ( 腐食した小片 )

39号墓 被甕 (刻文) 刀子 ( 小破片 )、不明鉄製品

40号墓 被甕2
 (沈線文、刻文)

41 号墓 被甕 (沈線文) 刀子 ( 茎と鋒を欠損）

曲手刀子 

R1号墓 覆土 (刻文) 刀子 ( 曲手刀子？茎と鋒を欠損）

第 1表　目梨泊遺跡の墓群における副葬品一覧（続き）

  1) 註１引用の枝幸町教育委員会編報告書では、『茎が刀身に対してやや下に彎曲するいわゆる‘曲手刀’の形状を

呈している』と書く(同報告書、18頁)が、通常の刀子であろう。 

  2) 註２引用の佐藤編報告書では、『茎の付く角度が刀身の棟よりやや下がる形状となっている』と書いている(同報

告書、57頁)。いわゆる‘曲手刀子’であろう。 

  3) 註２引用の佐藤編報告書には書かれていないが、いわゆる‘曲手刀子’であろう。 

  4) 註２引用の佐藤編報告書には書かれていないが、いわゆる‘曲手刀子’であろう。 

  5) 註２引用の佐藤編報告書には書かれていないが、いわゆる‘曲手刀子’であろう。 

  6) 註２引用の佐藤編報告書には『直刀』とのみ書かれているが、柄部の形状からみて、おそらく、後の註118引用の

石井昌国の著書にいう‘立鼓柄刀’であろう(同書、186～191頁、参照)。 
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陸からもたらされたものであろうことは、先学諸氏によってすでに注意されているところである121)。あるいは、‘23

号墓’で発見されている平柄の‘鉄斧'122)も、そうした例としてよいのかもしれない。また、この遺跡で発見されて

いる５例の『帯金具』123)について、発掘調査者・報告者である佐藤は、『４枚についてはＭ-28区の旧鉄道盛土中より

重なりあった状態で出土した一括のもの』であり、他の１例については、『Ｎ-27区の黄褐色土撹乱面より出土してい

る』ことを報じ124)、これらが、『(刻文・沈線文系の土器の製作・使用者達によって遺された･･･筆者加筆)土壙墓内に

副葬された』ものであった『可能性』を考えている125)が、これに類する資料については、すでに菊池俊彦が詳論し126)、

佐藤も報告書中に述べるように、『靺鞨・女真系遺物』であり、大陸に由来するものであることが明らかである。こう

した状況、すなわち、このグループの墓群に大陸に由来するものであることが明らかな資料が副葬され、その一方で、

確実に本州に由来する例が認められていないことから考えれば、‘13号墓’で発見されている(曲手にならない)‘刀子’、

‘23号墓’で発見されているフクラ鋒の‘直刀'・(曲手にならない)‘刀子’も、たぶん、大陸に由来するものであっ

たと考えてよさそうである。同じく‘１号墓'、および、‘23号墓’から発見されている『ガラス小玉』127)も、おそら

く、その例に洩れないであろう128)。ただし、‘１号墓’から発見された『琥珀小玉』129)は、北海道では、縄文時代のあ

る時期以降、かなりの事例が知られているので、おそらく、北海道島外から移入されたものではないであろう。結局、

‘刻文・沈線文系の土器群’の製作・使用者達、つまり、『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された墓

群に確認される(土器・石器などを除く)副葬品は、いずれも、(本州に由来するものを含まず)大陸に由来するもので

あった可能性が考えられてよいということになろう。 

 この場合も他の地域から移入されたものではないと考えられるが、‘４号墓'‘19号墓'‘21号墓'‘22号墓’で報じ

られている石鏃についても、同じような偏向が指摘されてよいのかもしれない。これらのうち貼付文土器を副葬する

‘４号墓’に関しては、その『覆土中』から、『大型鏃の一部』らしい資料が発見されている130)が、報告者である佐藤

自身、『墓に副葬された遺物とは考えにく』いと書いており131)、それは、また、沈線文系の土器を副葬している‘21

号墓’でも同様であって、佐藤はこの墓の『覆土の汚れた黒褐色土中から』発見されている２例の『黒曜石製の小型

の石鏃』について『土壙墓の副葬品なのか流れ込みなのかは明らかではない』としている132)。一方、‘22号墓’につ

いては、『黒曜石製の石鏃９点と刀子１点が床面や骨粉を含む黒色土より出土し』たことを報じ、『石鏃の出土状態に

は規則性はなく、埋葬時にバラ撒かれたような』状態であったと書いている133)。たぶん、この事例の場合、これらの

『黒曜石製の石鏃９点』はこの墓に副葬されたものだったと考えられてよく、この‘22号墓’は、土器こそ副葬されて

はいないが、先に述べたように、『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された墓群の一部だったと考えら

れるので、彼らの間では、その墓に『石鏃』を副葬する‘習俗’があったのだと考えられてよいのであろう。それに

対して、‘19号墓’の場合は、ここでも『ジャスパー製の(８点の･･･筆者註)石鏃は(土壙墓の床面の･･･筆者註)鉄製品

の上に整然と２列に並べられた状態であったこと』が報じられ、佐藤は、『埋葬時には矢柄に装着されて』・並列して

置かれていたことを考えている134)ようであって、これらの『石鏃』が、その副葬品の一部であったことを疑う必要は

ないであろう。この墓には、先にも注意したように、貼付文土器が副葬されているが、この土器は本書の分類にいう

壷形土器・『Ⅱａ型』に近い器形をもった貼付文系の土器としてはやや異例な資料であり、（‘目梨泊集落’の形成に参

与していた)『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたものであったことが考えられた。そして、それ

を認めるとすれば、この事例に関しても、『道北型のオホーツク文化』の担い手達のうちに、その墓に『石鏃』を副葬

する‘習俗’が残っていたことを示す事例と捉えることができそうである。その一方で、他の‘貼付文系の土器’を

副葬する墓群・(この遺跡の)『道東型のオホーツク文化』の担い手達の墓群にそうした例が全く認められていないこ

とを考慮すれば、その墓に『石鏃』を副葬する‘習俗’は、この遺跡の場合、『道北型のオホーツク文化』の担い手達

のうちにのみあったのだと考えてよさそうである。 

 

 墓群の帰属と、関連するいくつかの問題 

 筆者はここまで、目梨泊遺跡で確認されたオホーツク文化の担い手達の墓群について、いくつかの項目について、

それぞれに検討してきた。この項では、ここまでに検討してきたところをとりまとめて、あらためて目梨泊遺跡のオ

ホーツク文化にかかる墓群について考えておくことにしたい。 

 目梨泊遺跡のオホーツク文化にかかる墓群のグルーピングに関しては、すでにさきに検討したように、1987年およ

び1990～1992年に行われたこの遺跡の行政調査の発掘担当者であり報告者でもあった佐藤隆広によって、その試案が
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提示されているが、佐藤の目梨泊遺跡の‘オホーツク式土器群’の分類・編年、それにもとづく、この遺跡の形成過

程の理解は、問題を残すものであったと言わざるをえないようである。その後、小野裕子は、1996年、(北海道大学北

方文化研究施設による発掘調査の直後に印行された筆者による概要を参照しながら)目梨泊遺跡の形成過程を考慮し

つつ、その一部について、修正意見を述べた135)が、必ずしも、佐藤の試案全体の再検討に及ぶものではなかった。同

じ1996年、森秀之は、『擦文・オホーツク文化期の出土刀剣に関する覚書』と題する文章の中で、目梨泊遺跡における

佐藤のいわゆる『第１群』、および、『第４群』について、そのそれぞれを、さらに細分する試みを示している136)が、

その一部については評価すべき指摘を含むとしても、基本的に佐藤のグルーピングを踏襲しているために、それが抱

えていた問題点はそのままに引継がれることになった。こえて2004年、2000～2002年度の枝幸町教育委員会、オホー

ツクミュージアムえさし、筑波大学歴史・人類学系、札幌大学文化学部の共催によって行われた調査の報告書の中で、

報告者のひとりである高畠孝宗は、調査の結果を承けて、『新たに第５群墓域』を『設定』しているが、結果として、

さらに、混乱を増幅するものでしかなかったようである137)。ここでは、まず、先の‘墓群のグルーピング’の項の議

論を背景として、上にみたこれまでの試案等をも参照しながら、あらためて目梨泊遺跡のオホーツク文化にかかる墓

群のグルーピングについて再論し、さらに、それらの形成過程・帰属について検討しておくことにする。 

 これまでに確認されている目梨泊遺跡のオホーツク文化にかかる墓群のうち、最も早い時期に遺されたのは‘03号

墓’であろう。それは、この目梨泊遺跡に『道北型のオホーツク文化』の担い手達がそのキャンプ＝サイトを遺して

いた時期に、それも、(刻文系の文様をもつものが主体となる土器群が製作・使用されるような)そのかなり早い段階

に造られていたものと考えられよう。この‘03号墓’を含む目梨泊遺跡の前面にあたる台地部分については、北海道

大学北方文化研究施設の六次にわたる発掘調査、および、1987年に枝幸町教育委員会によって行われた『一般国道238

号線枝幸町地内カムイ道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査』によって、そのかなりの部分で縦横にトレンチある

いは発掘区が展開されており、なお断定的には言えないとしても、この周辺に‘03号墓’に匹敵するような時期の墓(群)

が遺されていた可能性は、それほど大きいとは言えないように思われる。すでに小野が注意しているように、『(この

遺跡の･･･筆者註)墓壙群の内には刻文系の土器を伴う墓が６基（‘03号墓’を除外すれば５基･･･筆者註)検出されてお

り、それらの分布を見ると分散的ではあるが、全体としては、北大調査段丘の付け根平坦部から、沢を挟んだ北側段

丘縁に、比較的偏る傾向』にある138)らしい。刻文系の土器の中でもやや‘古かるべき型式論的特徴’をもつ土器を副

葬する‘１号墓'‘２号墓'‘23号墓'‘39号墓’等がそれであって、これらは、筆者が先に述べた目梨泊遺跡の形成さ

れる台地の西・山側に偏って広い範囲に・散漫に遺された墓群のうちで、やや早い時期に造られたグループだったの

ではないかと考えられよう。あるいは、その位置からみて、(土器を副葬していない)‘22号墓'‘38号墓’等もまたこ

のグループに加えられてよいのかもしれない。それに対して、刻文・沈線文系の土器の中でもやや‘新しかるべき型

式論的特徴’をもつ土器を副葬する墓群、たとえば、‘13号墓'‘18号墓'‘21号墓'‘24号墓'‘40号墓'‘41号墓'‘R1

号墓’等は、上にいうグループに遅れて・その外側、つまり、さらにその西側、ないし、北側に造られていたものと

考えることができそうである。結局、目梨泊遺跡にキャンプ＝サイトを遺した『道北型のオホーツク文化』の担い手

達によって造られた墓群、すなわち、台地の西・山側に偏って広い範囲に・散漫に遺された墓群は、まず『北大調査

段丘の付け根平坦部』付近から形成されはじめ、しだいに外側に・西および北側に、その範囲を拡げていたのだと考

えられよう。ただ、もしそう考えるとすれば、‘R1号墓'‘13号墓'‘２号墓'‘18号墓'‘21号墓’などが分布する西側

の部分と‘１号墓'‘22号墓'‘38号墓'‘39号墓'‘23号墓'‘24号墓’などが分布する部分、そして、それらと‘40

号墓'‘41号墓’が分布する北側の尾根の部分との間には、それぞれ、旧国道および旧国鉄興浜北線があって大きく破

壊されており、また、未調査の部分もいくらか残されているので、この墓群に加えられるべき墓の数はもっと多かっ

た可能性があろう。実際、‘21号墓’はその半ばが失われており、‘38号墓'‘39号墓’もいちじるしい削平を被ってい

て、また、その周辺では、青銅製の『帯金具』が『４枚が重なりあった状態で出土し』『(いずれかの･･･筆者註)土壙

墓内に副葬された可能性』が考えられるなど、他にも未確認の墓が存在したことをうかがわせる事例も知られている

のである。つまり、この墓群について考えようとする場合、こうした状況を含めて考えられなければならないことに

なりそうである。 

 第１節にすでに検討したように、目梨泊遺跡では、その後、『道東型のオホーツク文化』の担い手達が現れて、‘集

落’を形成していたことが知られている。(実際にどの‘竪穴住居址’の居住者達であったか確認されていないが)‘01

号墓'‘02号墓’を含む‘墓域’は、こうした『道東型のオホーツク文化』の担い手達、もっと正確には、この‘墓域’
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と沢をはさんで相対する位置にある１号竪穴住居址とその西に凹所として残されている竪穴・その東の旧国道238号線

によって削られてしまった台地の海寄りの部分にあったであろう１基(あるいは２基？)の竪穴住居址の居住者達のい

ずれかによって遺されたものであろう。これらの一連の竪穴住居址群(のうちの少なくとも２基)は、第１節にすでに

考えたように、‘目梨泊集落’が出発した時点に・まずそれを構成する単位としてあったものと考えられた、つまり、

これは、目梨泊遺跡に成立していた最初の‘墓域’のひとつであったと考えてよさそうである。この‘01号墓'‘02

号墓’を含む‘墓域’が、単独であったのかどうかは明らかでない。すでに注意したように、この‘墓域’はその東

側で収束にむかっているようであり、それがより東・海側に続いていたとは考え難いのだが、より東・海寄りに(これ

とは別の)‘墓域’が形成されていた可能性を全く否定することはできないからである。むしろ、１号竪穴住居址他の

一連の竪穴住居址群が複数の単位を含んでいた可能性を考えれば、より東・海寄りに、別な‘墓域’があったことを

想定した方がよいのかもしれない。ただし、かりにそれを考えるとしても、そこに遺されていた墓群は、それほど多

数であったとは考え難いように思われる。 

 筆者は、これも第１節に、この‘目梨泊集落’が出発した時点、つまり、(北大北方文化研究施設がトレンチ等を展

開した)台地の南縁に並ぶ１号竪穴住居址他の一連の竪穴住居址群(のうちのいずれかの２戸？)が造られた時点で、

(それまでこの台地上にキャンプ＝サイトを展開していた)『道北型のオホーツク文化』の担い手達の一部が３号ａ竪

穴住居址・３号ｂ竪穴住居址を造っていたものと考えたのだが、これらの竪穴住居址の居住者達がその墓群をどこに・

どんな形で造っていたのかは、必ずしも、明らかであるとはいえない。もともと彼らは、先にいう台地の西・山側に

偏って広い範囲に・散漫に遺された墓群のどれかにその‘死者’を埋葬していた筈であるが、彼らが竪穴住居を造る

ようになった、‘目梨泊集落’の一員となり・この遺跡におけるあり方を変えた時、彼らが従来の‘習俗’をそのまま

に踏襲していたのか、(新来の『道東型のオホーツク文化』の担い手達にならって)新たに‘墓域’を形成するように

なっていたのかは、これまでの調査の結果からは、遺憾ながら、明らかではないのである139)。しかし、これまでの調

査の範囲内でこれらの竪穴住居址に対応しそうな‘墓域’が確認されていないことを理由として、消極的にではある

が、彼らが従来の‘習俗’を踏襲していたことを推定しておくことにしたい。 

 筆者は、上に１号竪穴住居址他の一連の竪穴住居址群に対応すべき墓群が、それほど多数であったとは考え難いこ

とを指摘した。たぶん、そこに想定できる墓群の数は、３戸(あるいは４戸)のこれらの一連の竪穴住居址群に想定さ

れる‘死者’の数に対して、いささか少なすぎるのではないかと思われる。そして、それを認めるとすれば、この竪

穴住居址群に相対する台地上にあったその‘墓域’は、ある時期以降、他の地区に移っていたのではないかと考えら

れることになる。これまでの調査の範囲でその可能性を考えるとすれば、それは、佐藤隆広のいう『第１群』以外に

は考えられないのであろう。つまり、この１号竪穴住居址他の一連の竪穴住居址群の‘墓域’は、ある時期以降、佐

藤のいう『第１群』に移っていたのではないかと思われる。このグループの‘墓域’の移動が、何時・どんな理由に

よって起っていたのかは明らかであるとはいえない。しかし、可能性としては、‘目梨泊集落’がある安定した‘かた

ち’に達した時点、つまり、北海道大学北方文化研究施設がトレンチ他を展開した台地の南縁に南に面して造られた

１号竪穴住居址他の竪穴住居址群が、そして、その北縁には、(かつての『道北型のオホーツク文化』の担い手達によ

る)２号竪穴住居址と、さらに新たに‘目梨泊集落’に参入していた４号竪穴住居址他の竪穴住居址群が北に面して造

られるようになった時点で、そうした全‘目梨泊集落’の成員のための‘墓域’として、(すでにあった台地の西・山

側に偏って広い範囲に・散漫に遺された墓群と一部重なる位置に)佐藤のいう『第１群』は形成されていたのではない

かと考えられよう。森秀之は、この墓群について、『(佐藤のいう･･･筆者註)‘第１群’はさらに３つの･･･(中略)･･･

‘支群’によって構成されているとみること』ができると言う140)。森は、これら『第１群』の墓群の間を流れる小流

を境としてこれらの『支群』を捉えようとしていた141)らしい。森もその文中に指摘するように、『発掘調査区の制約

や道路・鉄道の敷設工事で失われた区域もあり注意を要する』、つまり、この『第１群』は、もっと多くの墓群によっ

てなるものだった可能性が大きく、また、先にも注意したように、それらのうち‘２号墓'‘５号墓'‘13号墓'‘16

号墓'‘18号墓'‘21号墓’は『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された墓群であると考えられるので

これから除かれるべきであろうが、森の指摘する区分は、ほぼ認められてよいのではないかと思われる。そう考えよ

うとする場合、最も南の(第一の)『支群』は‘14号墓'‘６号墓'‘17号墓'‘15号墓'‘11号墓'‘７号墓'‘８号墓’

の７基によってなり、中央の(第二の)『支群』は‘３号墓'‘９号墓'‘10号墓'‘４号墓’の４基によって、また、最

も北の(第三の)『支群』は‘19号墓'‘20号墓’の２基によってなっていたことになる。それでは、これらの三つの『支
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群』は、何を、あるいは、どんなグループの存在を示すものなのであろうか。注意すべきことは、これらのうち最も

北の(第三の)『支群』に加えられた‘19号墓'‘20号墓’に確認されている『被甕』が、いずれも、‘貼付文’をもっ

ていながら、‘貼付文系の土器群’にはほとんどその例が知られていない(本書の分類にいう)Ⅱ型・壷形の器形を、す

なわち、‘19号墓’のそれはⅡａ型の、‘20号墓’のそれはⅡｂ型の器形を、もっていることである。これらの土器は、

貼付文を施文しているにもかかわらず、実は、‘貼付文系の土器群’とは異なる・別のノウハウによって製作されてい

たのではないか、つまり、‘貼付文系の土器’が、(異なる土器製作のノウハウをもつ‘集団’によって)‘模作’され

ていた結果だったのではないかと考えられよう。筆者は、第１節に、‘目梨泊集落’の成立の時点で、それ以前にこの

地点にキャンプ＝サイトを形成していた『道北型のオホーツク文化』の担い手達が、３号ａ・ｂ竪穴住居址を造り・

その‘集落’に参与していたことを考えた。上にいう２号竪穴住居址は、まさに、そうした・かつての『道北型のオ

ホーツク文化』の担い手達によって遺されたものと考えられたのである。そうであるとすれば、これらの異形の貼付

文をもつ土器を副葬していた‘19号墓'‘20号墓’は、実は、かつての『道北型のオホーツク文化』の担い手達によっ

て造られた・その‘世帯’に生じていた‘死者’を埋葬していた墓群だったと考えられることになろう。そして、こ

うした推論を認めるとすれば、森の考えた三つの『支群』は、実にある時期の‘目梨泊集落’を構成していた三つの

グループに対応するものだったことを考えることができそうである。すなわち、その位置関係からみて、最も南の(第

一の)『支群』は１号竪穴住居址他の竪穴住居址群に関係するものであり、中央の(第二の)『支群』は４号竪穴住居址

他の竪穴住居址群に関係するものと、最も北の(第三の)『支群』は、すでに考えたように、２号竪穴住居址の居住者

達によってその‘世帯’に生じていた‘死者’を埋葬していた墓群だったと考えられることになろうか(第５図)。な

お、最も南の(第一の)『支群』のさらに南・沢を隔てて相対する位置にある‘R2号墓’は、すでにその可能性を考え

たように(第一の)『支群』に属するものであったと考えておくことにする。また、‘19号墓'‘20号墓’の東に・これ

らに並ぶような位置にある‘21号墓’は、ここまで、台地の西・山側にかたよって広い範囲に・散漫に遺された墓群

の一例と考えてきたが、以上に述べてきた『第１群』についての検討の結果から考えれば、この墓は、すでに見たよ

うに沈線文系の土器を副葬しているので、‘19号墓'‘20号墓’と同様に２号竪穴住居址の居住者達によって遺された

ものである可能性を否定できないことになりそうである。ここではそう考えておくことにしたい。 

 佐藤隆広のいわゆる『第３群』に関しては、佐藤の言うところ、すなわち、『第３群の墓域の形成は第４号住居址（‘Ｅ

-４号竪穴住居址'･･･筆者註)に生活をする人々によってなされたものと判断』142)することに、全く問題がないようで

ある。この『第３群』の場合、地形との関係等をも含めて、調査の結果として確認されている９基だけによってなる

グループであることもまた、認められてよさそうである(第６図)。ただし、この『第４号住居址（‘Ｅ-４号竪穴住居

址'･･･筆者註)』が利用されていた期間に生じていた‘死者’がそれだけだったかどうか、つまり、そこに『生活をす

る人々』によって造られた墓がこれらの９基だけだったかどうかは、さらに、考えてみる必要がありそうである。筆

者は、すでに墓群のグルーピングの項に検討したように、『第３群』が‘墓域’としてはすでに‘満杯’になっており、

その延長として佐藤のいう『第４群』の一部・‘34号墓'～‘37号墓’があったことを考えようとする。そう考えようと

する場合、最も北に位置する‘36号墓’よりも北には墓がないことは枝幸町教育委員会の調査によって明らかなので、

東側の旧国鉄興浜北線によって破壊されてしまった部分にどれだけの墓が遺されていたかが問題になるが、筆者は、

それほど多くの墓群は遺されてはいなかった、というより、これ以上の墓は遺されてはいなかったのではないかと推

測している。 

 佐藤のいう『第４群』の一部、上にいう‘34号墓'～‘37号墓’を除いた部分には、これまで‘H1号墓’と‘H2号墓’

の２基の墓が確認されているにすぎないが、ここまでの一連の議論の経過から考えれば、それらが、沢を隔てて南に

位置する‘Ｅ-２号竪穴住居址'‘Ｅ-３号竪穴住居址'‘Ｅ-６号竪穴住居址'‘Ｅ-５号竪穴住居址'(および２号竪穴住

居址の西側の未掘の竪穴？)の一連の竪穴住居址群に関係する‘墓域’の一部をなすものだったろうことは容易に推論

できよう。実際、‘H1号墓'‘H2号墓'は、いずれも貼付文をもつ土器143)を副葬する墓であり、こうした推論と矛盾し

ない。そして、それを認めるとすれば、遺跡のこの部分・2004年の枝幸町教育委員会編報告書にいう『第Ⅱ段丘面』

の尾根の部分には、もっと多数の、おそらく10基を超える、墓群が遺され・‘墓域’が形成されていたことが推定され

てよいものと考えられよう144)。 

 以上に検討してきたところによって、(これまでの度重なる発掘調査によって確認された48基の墓を含む)目梨泊遺

跡の墓群については、ほぼその形成過程・帰属を明らかにしえたものと考えている。すなわち、最初に目梨泊遺跡に
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現れ・そのキャンプ＝サイトを遺した『道北型のオホーツク文化』の担い手達は、その‘死者’を、そのキャンプ＝

サイトの西・山側に埋葬していた（‘03号墓')のであり、キャンプ＝サイトの拡大とともに、彼らは、さらに台地の西・

山側に偏って広い範囲に・散漫にその墓群を遺すようになったのである。それらは、まず『北大調査段丘の付け根平

坦部』付近から形成されはじめ（‘１号墓'‘22号墓'‘38号墓'‘39号墓’等)、しだいに、さらにその外側に・西およ

び北側に、その範囲を拡げていた（‘R1号墓'‘５号墓'‘13号墓'‘16号墓'‘２号墓'‘18号墓'‘23号墓'‘24号墓'

‘40号墓'‘41号墓’等)のだと考えられる。彼らによって遺された一連の墓群は、(キャンプ＝サイトの西・山側に偏

って分布するという傾向はあっても)明確な‘墓域’を形成することは、遂になかったようである。その後、目梨泊遺

跡には『道東型のオホーツク文化』の担い手達が現れ、１号竪穴住居址他の一連の竪穴住居址群を造っている。‘目梨

泊集落’の成立である。その時点で、(すでにそこにあった)『道北型のオホーツク文化』の担い手達も、３号ａ・ｂ

竪穴住居址を造ってこの‘目梨泊集落’に参与していたらしい。ただし、１号竪穴住居址他の竪穴住居群の居住者達

は、沢を隔てた南側の台地に‘墓域’を造ってその‘死者’を埋葬していた（‘01号墓'‘02号墓')のだが、３号ａ・

ｂ竪穴住居址を遺した『道北型のオホーツク文化』の担い手達は、従来の‘習俗’を継承して、(それがどの墓であっ

たか特定できないが)台地の西・山側に（‘墓域’を造らず)その‘死者’を埋葬していたらしい。目梨泊遺跡には、そ

の後、さらに新たな『道東型のオホーツク文化』の担い手達が到達して、新たな・やや大きくなった‘目梨泊集落’

が成立する。その時点で、ないし、それに前後する時期に、佐藤のいう『第１群』が、こうした全‘目梨泊集落’の

‘墓域’として成立していたようである。‘墓域’は、この時点の‘目梨泊集落’を構成する三つのグループに対応す

る『支群』に分かれていた可能性がある。すなわち、１号竪穴住居址他の竪穴住居群に関係するかと思われる最も南

の(第一の)『支群』（‘R2号墓'‘14号墓'‘６号墓'‘15号墓'‘11号墓'‘７号墓'‘12号墓'‘８号墓’等)、４号竪穴

住居址他の竪穴住居群に関係するかと思われる中央の(第二の)『支群』（‘３号墓'‘９号墓'‘10号墓'‘４号墓’等)、

そして２号竪穴住居址の居住者達によってその‘世帯’に生じた‘死者’を埋葬していた墓群だったかと考えられる

最も北の(第三の)『支群』（‘19号墓'‘20号墓'‘21号墓’等)である。これらの各『支群』の成立時期が全く同時であ

ったとは考え難いが、それらが、少なくともある期間併行してあったことは認められてよいであろう。そうした時間

的な併行関係は、佐藤のいう『第１群』と、‘Ｅ-４号竪穴住居址’の‘墓域’であったと考えられた『第３群』（‘25

号墓'～‘33号墓')、および、『第４群』の一部（‘34号墓'～‘37号墓')との間にも、当然、考えられてよい筈である。

あるいは、詳細なお明らかであるとはいえないのだが、佐藤のいう『第４群』の一部（‘H1号墓'‘H2号墓'、他)との

間にも、また、考えられてよいと思われる。そして、最後にこの目梨泊遺跡に遺された墓群は、おそらく、‘Ｅ-５号

竪穴住居址’およびその沢を隔てた南の竪穴を遺した人々の(『第４群』の東半部？にあった)‘墓域’に遺されたそ

れ、および、『第１群』に加えられている墓のいずれか(あるいは‘T2号墓’も)等145)だったかと考えられよう。 

 こうした目梨泊遺跡の墓群についての検討の結果を通観して、そこに遺跡を遺していた『道北型のオホーツク文化』

の担い手達と『道東型のオホーツク文化』の担い手達の間には、その墓群のあり方については、やや明らかな‘違い’

が認められてよさそうである。それは、ここまでに注意してきた‘墓域’を形成するか否か146)だけに止まるものでは

ないらしい。たとえば、埋葬姿勢では、『道北型のオホーツク文化』の担い手達の墓群の場合、‘03号墓'‘２号墓'‘13

号墓’等のように屈葬を考えさせる例から、‘１号墓'‘18号墓'‘22号墓'‘23号墓'‘24号墓'‘38号墓'‘39号墓'‘40

号墓'‘41号墓'‘R1号墓’等のように伸展葬を考えさせるような例までが、頭位についても、ほぼ西を向くものを中

心としながら、‘41号墓’のように北東頭位のもの・‘13号墓’のように北西頭位のもの・‘T1号墓’のようにほとんど

南を向くものまでがあり、ややバラツキが認められるのに対して、『道東型のオホーツク文化』の担い手達の墓群では、

‘31号墓’のような例外的なものを除いて、ほぼ西頭位・伸展葬という‘葬法’にまとまるらしい。墓の外部施設でも、

『道北型のオホーツク文化』の担い手達の墓群の場合は、‘13号墓'‘19号墓'‘21号墓'‘22号墓’で人頭大の円礫を墓

の上に配しているが、『道東型のオホーツク文化』の担い手達の墓群にはそうした事例はなく、逆に、佐藤のいう『第

３群』『第４群』、つまり、『道東型のオホーツク文化』の担い手達のあるグループ・‘Ｅ-２号竪穴住居址'～‘Ｅ-６号

竪穴住居址’他を遺した人々の墓群では、佐藤も注意しているように、『ジャリ(小円礫？･･･筆者註)によって土壙墓

上面を飾る』事例が『特徴』的に認められている147)。目梨泊遺跡の墓群に指摘できるこれらのいくつかの‘違い’は、

それぞれの墓群を遺したそれぞれのグループの‘葬送’についての伝統・流儀の差異に由来するものであろうが、そ

の詳細は、なお、明らかであるとは言えないようである。 

 先に注意したように、『道北型のオホーツク文化』の担い手達の墓群と『道東型のオホーツク文化』の担い手達のそ
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れとの間に認められる‘違い’は、その副葬品についても指摘できるらしい。たとえば、『道北型のオホーツク文化』

の担い手達によって遺されたと考えられる‘19号墓'‘22号墓’では、副葬された石鏃が発見されており、たぶん、故

人によって使われていた(弓・)矢、ないし、鏃(だけ)が遺体と共に送られていたものと思われるが、『道東型のオホー

ツク文化』の担い手達によって遺された墓群ではそうした事例は知られていない。‘１号墓'‘23号墓’に認められる

玉類も、同様の事例であろう。ただし、副葬品のうち最も顕著な例である鉄製品に関しては、『道北型のオホーツク文

化』の担い手達の墓群でも『道東型のオホーツク文化』の担い手達の墓群でも、共にその例が認められている。しか

し、そこにも、ある‘違い’が認められないわけではない、すなわち、すでに副葬品の項に注意したように、『道北型

のオホーツク文化』の担い手達の墓群に副葬される鉄製品が、ほとんどもっぱら大陸に由来するものであったのに対

して、『道東型のオホーツク文化』の担い手達の墓群では、そのすべてが本州に由来するものであったと考えられてよ

さそうである。この場合、副葬された鉄製品における‘違い’は、たぶん、それぞれのグループの‘葬送’について

の伝統・流儀の差異に由来するものではなく、彼らの保持していた鉄製品の‘違い’が、そのまま副葬品における‘違

い’になっていたものと考えられよう。‘34号墓’に副葬品として見られる青銅製の『足金具』にしても、それと同様

であろう148)。ただ、‘貼付文土器’を副葬する、つまり、『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって遺されたも

のと考えられる‘H2号墓’に見られる銀製の『耳飾』は、おそらく、大陸に由来するもの149)であり、この場合は、オ

ホーツク文化の担い手達の間での二次的な流通、ないし、伝世を考える必要がありそうである。結局、副葬品に見ら

れる『道北型のオホーツク文化』の担い手達の墓群と『道東型のオホーツク文化』の担い手達のそれとの間に認めら

れる‘違い’は、それぞれの墓群を遺したそれぞれのグループの‘葬送’についての伝統・流儀の差異に由来するも

のであると同時に、期せずして、それぞれのグループの、(直接・間接の)行動・その範囲の‘違い’を反映するもの

でもあったと言われてよさそうである。 

 一般に、ある墓群に認められる‘違い’の示すものが、上に考えてきたところに止まると断言することはできない

かもしれない。たとえば、高畠孝宗は、『墓に納められた副葬品を分析し、比較検討することで性差や身分差の存在な

ど、社会構造を推定することが可能である』『蕨手刀をはじめとする刀剣類を多量に出土した目梨泊遺跡では、刀剣を

所有する被葬者と所有しない被葬者という区分が存在し、時期差や性差といった要素だけで解釈することは難しい』

と言う。つまり、高畠は、これらの『区分』は、『身分差』を示すものと考えようとするのであろう。高畠は、『蕨手

刀は佩用者の社会的権威を示す‘威信財’として扱われ』たことを想定し、先に引いた森秀之の目梨泊遺跡の‘墓域’

の再分類を紹介して、『目梨泊遺跡の刀剣類の出土は･･･(中略)･･･各墓域(・支群･･･筆者加筆)ごとに１人の墓に限定

され、さらに各時期ごとに異なる墓域(・支群･･･筆者加筆)から出土する傾向がある』と言い、結論として、『刀剣の

副葬を受ける選ばれた‘有力者’が、時期ごとに異なる世帯から出現することを示しているのではないだろうか』と

考えているのである150)。もし高畠の言うところが当っているとすれば、目梨泊遺跡のみに止まらず、オホーツク文化

全般を考えるために、きわめて重要な問題を提起するものになると思われる。したがって、以下、こうした視点から、

（‘蕨手刀’を含む)目梨泊遺跡発見の刀剣類に関して、あらためて検討してみることにしたい。ここでは、特に、本州

に由来する、つまり、‘貼付文系の土器’を副葬する墓群から出土した刀剣類がその対象となろう。 

 ここに問題にする刀剣類のうち、‘９号墓’から出土している鋒のみ両刃になる‘直刀’は、やや特異な資料である。

同じ墓に、これとは分離して、副葬されている(木質の柄部を伴った)‘方頭柄頭’は、たぶん、この‘直刀’に付属

するものだったと考えられる。森秀之は、この資料について、『余市町フゴッペ洞窟前庭部で瀧瀬芳之らが７世紀前半

のものとして報告した方頭大刀がこれに類似するとみられる』という151)。森は、また、‘19号墓’から出土している

直刀(カマス鋒の横刀)についても、『正倉院の‘無荘刀'』に類するものとし、さらに岩手県藤沢狄森古墳群12号墳、

および、青森県丹後平古墳群５号墳・22号墳等の類例を挙げて、これを‘７世紀代’のものと考えているようである152)。

一方で、‘７号墓'‘30号墓'‘34号墓'‘H1号墓’で発見されている５振の‘蕨手刀’については、高橋信雄・赤沼英

男によるその細分類153)を参照して、その『使用年代は相対的に短期間であったと推定できる』と言い、これらについ

ても、『７世紀代』と考えている154)。それに対して、八木光則は、(北海道出土の資料を含めて)『蕨手刀の変遷と性

格』を検討し、その『分類と編年』155)の上に、『八世紀には特に東北から北海道にかけて盛期をむかえ、数量が増大

する』と言っている156)。八木は、同論文の中で、『北海道ではオホーツク海沿岸のオホーツク文化の古墳出土が一般

的である』と書き、『蕨手刀の分布』に目梨泊遺跡例を加えている157)ので、八木が、目梨泊遺跡出土の‘蕨手刀’を

『八世紀』のものと考えようとしていることが明らかである。ただし、すでに森によって指摘されているように、目梨
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泊遺跡出土の‘蕨手刀’には、(八木の分類にいう)『柄頭１』に分類されるものと『柄頭３』のものが含まれ、また、

『刃長』でも、‘H1号墓’出土例の『42.5センチ(１尺４寸)』のものから、‘34号墓’出土例(の一例)の『59.0センチ(一

尺九寸五分)』といちじるしく長寸になるものまで、かなりのバラツキがある158)。したがって、八木の『大きく四期

に分かれる』『蕨手刀の変遷』159)に徴しても、その『二期』と『三期』に、つまり、『八世紀前葉』から『中葉～後葉』

にいたる、かなりの時間的幅にまたがる事例を含んでいたと考えなければならないようにみえる。それは、1987年度

の枝幸町教育委員会による発掘調査に際して、(墓の副葬品としてではなく)包含層から発見された例160)、たぶん『柄

頭２』をもち・『刃長41.7cm』とかなり短い資料を加えても同様であろう。さらに、同‘30号墓’で発見されている『（‘蕨

手刀’と･･･筆者註)固く錆着し』ている『直刀』については、森はその詳細を記載してはいないが、（‘共鉄柄’にな

る)‘立鼓柄刀’であると考えられる。そして、もしこの資料が‘立鼓柄刀’であるとすれば、石井昌国は、その出現

を９世紀後半においており161)、八木もまた、『九世紀後葉の秋田県岩野山一号墳では柄頭３の蕨手刀と毛抜形刀、方

頭大刀(立鼓柄刀)が共伴している』ことを述べている162)、つまり、『方頭大刀(立鼓柄刀)』が、『九世紀後葉』には出

現していたことを考えているらしいので、目梨泊遺跡における‘貼付文系の土器’を伴う墓群の副葬品の中には、本

州で９世紀後半にはじめて出現する刀剣までがあったことになる。結局、目梨泊遺跡で‘貼付文系の土器’を副葬す

る墓群から出土した(本州に由来する)刀剣類は、‘７世紀代’と考えられる資料から、９世紀後半という時期を考えさ

せる資料までを含むものであったと考えられることになろう。 

 筆者は、本章第１節で、‘目梨泊集落’の出発が、‘貼付文系土器群’を製作・使用するグループ、すなわち、『道東

型のオホーツク文化』の担い手達がこの地点に到達した時点にあったことを考えた。それは、同時に、それまで、こ

の地点をキャンプ＝サイトとして利用していた『道北型のオホーツク文化』の担い手達(の一部)がそのあり方を変え

た・‘目梨泊集落’に参加しその一員となった時点でもあったのであり、それが、道東部における‘貼付文系土器群’

の製作・使用者達の継続期間の後半の時期であったことをも指摘した。筆者は、さらに、‘目梨泊集落’の終焉が(そ

れはそのまま目梨泊遺跡の終焉だったのだが)『道東型のオホーツク文化』の終焉と同義ではなかったことを、すなわ

ち、道東部で、‘貼付文系土器群’の製作・使用者達は、さらにある期間、(その文化・社会を変えないままに)あり続

けたことを考えている163)。つまり、‘目梨泊集落’の存続期間は、『道東型のオホーツク文化』の行われた期間の一部・

その(終末期を含まない)後半の時期だけだったものと考えられよう。そして、そうであるとすれば、その絶対年代164)

をどこに求めるにせよ、‘目梨泊集落’の存続期間はたかだか 100年前後であり、したがってまた、(本州に由来する

刀剣類を出土した)‘貼付文系の土器’を副葬する墓群が造られた時間的範囲も、当然、その範囲に収まらなければな

らない筈であって、そこに発見される本州に由来する刀剣類の示唆する(上に述べたような)年代幅とは、明らかに喰

違ってしまうことになりそうである。 

 問題は、こうした喰違いがどのように理解され・説明されたらよいかにある。この場合、明らかなことは、森秀之

が言うように、『目梨泊遺跡への蕨手刀(他の刀剣類･･･筆者加筆)の伝来と廃絶は本州とほぼ軌を一にしていた』165)と

考えるわけにはとてもゆかないことであろう。むしろ、これらの『蕨手刀(他の刀剣類･･･筆者加筆)』の目梨泊遺跡へ

の『伝来』は、比較的短期間のうちに・(多様な製作・使用年代をもつその全体が)まとまったかたちで行われていた

のだと考えざるをえないようである。ここで考えうる状況のひとつは、これらの『蕨手刀(他の刀剣類･･･筆者加筆)』

が、いずれかの場所に集積されており、それが、まとまったかたちで・一括して、目梨泊遺跡にもたらされていたの

だと考えることであろう。もしそうした状況を考えようとすれば、これらの多様な‘蕨手刀’他の本州に由来する刀

剣類を集積していたのは、たぶん、｢擦文文化」の担い手達であったと考えざるをえないようである。筆者がすでに指

摘したように、｢擦文文化」の担い手達は、（‘蕨手刀’他を副葬する)いわゆる‘北海道式古墳’以外には、その‘死

者’を葬るための墓を造る‘習俗’をもってはいなかったらしい166)。したがって、（‘北海道式古墳’を造っていたグ

ループ以外の)｢擦文文化」の担い手達のもとにもたらされていた本州に由来する‘蕨手刀’他の刀剣類167)は、副葬品

等のかたちで埋蔵されることなく、彼らのもとに集積されていったものと考えられる。そこには、時期を異にしても

たらされていた刀剣類がいっしょに集積されていたのであり、それが何時・どこであったかはさらに考えられなけれ

ばならないとしても、まとまったかたちで・一括して、目梨泊遺跡にもたらされていたのだと考えられよう。その時

期は、上に検討したように、少なくとも、‘９世紀後半’以降であり、10世紀よりもっと新しい時期、おそらくは、13,4

世紀だったかと考えられる168)。 

 こうした考察は、また、目梨泊遺跡でのこれらの本州に由来する‘蕨手刀’他の刀剣類のあり方の問題とも関係し
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よう。筆者は、さきに、森秀之の示唆にしたがって、佐藤が報告書にいう『第１群』の墓群が三つの『支群』に分か

れること、そして、そのそれぞれが(第一次の)‘目梨泊集落’を形成していた三つのグループに対応するものであろ

うことを考えたのだが、森は、また、これらの三つの『支群』には、問題の(本州に由来する)‘蕨手刀’他の刀剣類

を副葬する墓がひとつづつ含まれることに注意している169)。すなわち、‘蕨手刀’を副葬した‘７号墓'、方頭柄頭を

伴って‘鋒両刃の直刀’を副葬した‘９号墓'、‘直刀(カマス鋒の横刀)’他を副葬した‘19号墓’である。同様の状

況は、筆者が‘Ｅ-２号竪穴住居址'～‘Ｅ-６号竪穴住居址’に関係するものかと考えた佐藤のいう『第３群』『第４群』

にもあり、‘Ｅ-４号竪穴住居址’に関係する『第３群』、および、（『第４群』の一部)‘34号墓'～‘37号墓’でも各１

基、すなわち、‘30号墓’で‘蕨手刀・直刀(立鼓柄刀)’他が、‘34号墓’で２振の‘蕨手刀’が、同じく‘Ｅ-２号竪

穴住居址'‘Ｅ-３号竪穴住居址'‘Ｅ-５号竪穴住居址'‘Ｅ-６号竪穴住居址’に関係するものであろう『第４群』の

一部では１基、‘蕨手刀’他を副葬する‘H1号墓’が確認されている。こうした状況は、(第一次の）‘目梨泊集落’を

構成していた三つのグループのそれぞれ、あるいは、（‘Ｅ-２号竪穴住居址'～‘Ｅ-６号竪穴住居址’の）各‘竪穴住居’

の居住者達が、同じように・平等に、(本州に由来する)‘蕨手刀’他の刀剣類を入手しうる機会をもっていたことを

示唆するものではないだろうか。あるいは、さらに想像をたくましうすれば、本州に由来する‘蕨手刀’他の刀剣類

を入手するための行動―それがどんな行動であったかはなお明らかではないが―には、ある時点の‘目梨泊集落’

の居住者達に、たぶんそれを構成していた各グループ、ないし、各‘竪穴住居’を単位として、同じように・平等に、

その行動に参加する可能性があって、その結果として入手された本州に由来する‘蕨手刀’他の刀剣類は、その行動

に参加していた人々のそれぞれの所有に帰していたのであり、その所有者が死亡した際に、それらの刀剣類(の一部？)

がその墓に副葬されていたのではないかと考えられよう。もし、こうした想定が誤っていないとすれば、それは、遡

って、先に注意した高畠孝宗の言うところが、必ずしも妥当ではなかったことを示唆するものになろう。すなわち、

『目梨泊遺跡の刀剣類の出土は･･･(中略)･･･各墓域(・支群･･･筆者加筆)ごとに１人の墓に限定され』るという指摘は

ともかく、そうした墓が『各時期ごとに異なる墓域
、、、、、、、、、、、

(・支群･･･筆者加筆)』(傍点は筆者)に出現するという言説は、必

ずしも、資料・データによって裏づけられているわけではなかったのである。それは、『刀剣の副葬を受ける選ばれた

‘有力者’が、時期ごとに異なる世帯から出現する
、、、、、、、、、、、、、、、、

』(傍点は筆者)という言説が、充分な根拠をもってはいないことを

意味しよう。引いて、それは、『刀剣の副葬を受け』ている死者が、確かに『選ばれた‘有力者'』だったのかどうか

という疑問にもつながってゆきそうである170）。そもそも、問題の出発点は、高畠がアプリオリに『蕨手刀は佩用者の

社会的権威を示す‘威信財'』であると考えたところにあるのであって、高畠は、『蕨手刀(を含む刀剣類･･･筆者加筆)』

が、たしかに『佩用者(ないし所有者･･･筆者加筆)の社会的権威を示す‘威信財'』であったかどうかを、まず、検証

してみる必要があったのではあるまいか。森秀之は、『目梨泊遺跡すなわちオホーツク文化の刀剣副葬では、擦文文化

において身分秩序の表現(？･･･筆者加筆)であった黒塗りの鞘をむしろ埋納に際しては徹底して払っている』ことを指

摘し171）、『つまり擦文文化において身分秩序のシンボル(？･･･筆者加筆)であった刀剣の役割は、オホーツク文化では

より稀薄であった』可能性を示唆している、すなわち、森は『オホーツク文化(の担い手達･･･筆者註)は‘モノ’とし

ての刀剣を受けいれたのみであって、それに付帯する情報は伝達されることなく途絶していた』のだと考えているの

であろう。こうした刀剣類のあり方と『埋納』の仕方を考えあわせると、目梨泊遺跡における、したがってまたオホ

ーツク文化における、(本州に由来する‘蕨手刀’他のそれを含む)刀剣類は、一般に、(その所有者の社会的地位を示

す‘威信財’ではなく)単なる『‘モノ’として』あったのだろうと考えられることになる。あるいは、他から移入さ

れていた(刀剣類を含む)‘鉄製品’の少なくとも一部は、‘鉄素材’として何らかの他の‘鉄製品’を作るために利用

されていたのではあるまいか172）。 

 これまで目梨泊遺跡で確認されている墓群は、‘刻文・沈線文系土器群’を副葬する、つまり、『道北型のオホーツ

ク文化』の担い手達によって遺されたそれも、また、‘貼付文系土器群’を副葬する、つまり、『道東型のオホーツク

文化』の担い手達によって遺されたそれも、基本的には、｢オホーツク文化」の担い手達の墓群として、他の遺跡で確

認されている多くの事例173）と異なるものではない174）。それは、すでに注意したようにいくつかの‘違い’が認めら

れるが、楕円形ないし方形の墓壙を掘り・‘屈葬’あるいは‘伸展葬’のかたちで遺体を埋葬し・多くの例で『被甕』

を、ないしは、土器を副葬することなどで強い共通性を示しているのである。副葬品に関しても、すでに検討してき

たように、全くそれを持たないものから、かなり多数の・多様な副葬品を持つものまで、かなりのバラツキがあるが、

それが、『身分差』、ないしは、被葬者のいずれかの(生前の)社会的位置の‘違い’を反映するものではなかったであ
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ろうことは、上に論じてきたとおりである。結局、きわめて平凡な、むしろ、平凡すぎる結論であるが、かつて藤本

強が書いたように、｢オホーツク文化」の担い手達の社会には、『(その墓群からみるかぎり･･･筆者加筆)経済力、権力

の面において人々の上に君臨するような人間は存在しなかった』175）と考えてよさそうである。 

 ただし、この目梨泊遺跡を含めて、｢オホーツク文化」の担い手達の墓群については、その‘葬法’に関してかなり

の資料・データが知られてはいるが、それを含めたその‘葬制’に関しては、なお、充分な知見には達していないよ

うにみえる。さらに、今後の研究に俟つことにしたい。 

                                    （大 井 晴 男） 
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14) 註２引用の佐藤編報告書、第59図１。 

15) 註２引用の佐藤編報告書、第66図１。 
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16) 註２引用の佐藤編報告書、第74図１。 

17) 註２引用の佐藤編報告書、第70図１、および、第72図１。 

18) 註２引用の佐藤編報告書、第67図～第69図、参照。 

 ただし、そう考えようとする場合、‘４号墓’のみは『長軸長１ｍ20cm、短軸(幅･･･筆者註)50cm』と小さく、(成人の)伸展葬を考

えることは困難のようである。これをどう考え・説明するかは今後の問題であろうと考えている。 

19) ここでも、‘10号墓’は、一部しか確認されていないが、『残存部の長軸65cm、短軸33cm』といちじるしく小さく、前註に言う‘４

号墓’と同様に、同じ‘葬法’を考えることは困難かもしれない。 

20) 註２引用の佐藤編報告書、第37図。 

21) 註２引用の佐藤編報告書、第58図。 

22) なお、1990～1992年度のこの遺跡の発掘調査の担当者でありまた報告者でもある佐藤隆広も、『第１群の墓域を形成した集団は

かならずしも同一集団ではなく、むしろ時間差のある複数の集団によって形成され』ていたものと考えている(註２引用の佐藤編

報告書、182頁)。しかし、こうした結論を導いた佐藤の論理の背景となっていたこの遺跡の‘オホーツク式土器’についての理解

には問題がある。すなわち、佐藤はそれらを、その『文様要素』によって、『刻文(舟形刻文、爪形文、棒状工具によるキザミ)グ

ループ、型押文グループ』『沈線文グループ』『沈線文と擬縄貼付文(ソーメン状貼付文も少数ある)のグループ』『擬縄貼付文グル

ープ』『擬縄貼付文とソーメン状貼付文のグループ』『ソーメン状貼付文グループ』の６グループに区分し(註２引用の佐藤編報告

書、128-129頁)、それらを、さらに、その『文様の構成』によって細分している。その上で、佐藤は、『文様の共通性から関連が

とくに強く見られるもの』を基準として(同報告書、188頁)、これらの『６グループ』の『細分』を(時間的に？)並列させ、『目梨

泊遺跡におけるオホーツク式(土器･･･筆者註)の推移』(同報告書、187頁)を考えようとしているのである。しかし、こうした『細

分』は、これまでに積重ねられてきた多くの‘オホーツク式土器の型式論的変遷’に関する議論を全く無視したものであって、そ

れが有意なものであるというなんらの保証もないだけでなく、さらに、その‘編年’は、佐藤自身も認めるとおり、『層位的』な

裏付けを欠いている。したがって、(この註の冒頭に引用した)それに基づく佐藤の発言には留保が必要であろうと思われる。いず

れにせよ、註２引用の佐藤編報告書では、この『第１群』の墓群は、必ずしも、的確に捉えられていたとは言い難いようである。 

 なお、下記の諸論文等を参照されたい。 

  藤本強「オホーツク土器について｣『考古学雑誌』第51巻第４号、1966、28～44頁。 

  大井晴男「土器群の型式論的変遷について―型式論再考―｣『考古学雑誌』第67巻第３号、1982、22～46頁。第67巻第４号、

1982、28～47頁。 

23) 註２引用の佐藤編報告書、184頁。 

24) 註２引用の佐藤編報告書、第83図１、第86図１、第90図１、第92図１、第96図１、第98図１。 

25) 註２引用の佐藤編報告書、183頁。 

26) 註２引用の佐藤編報告書、第94図。 

27) ある墓域の中に造られる墓群のうちで、墓壙の長軸を、したがって、頭位を異にして埋葬されている事例について、林謙作は、

縄文時代の宮城県里浜貝塚の例を挙げて、『事故・刑罰等による死者』等、『他の死者と区別すべき何等かの理由』がある場合に、

『(他の多くの遺体とは異なる･･･筆者註)頭位方向もそのような区分の手段であった』可能性を考えている。ありうべき想定であろ

う。 

  林謙作「縄文期の葬制―第Ⅱ部・遺体の配列、とくに頭位方向―｣『考古学雑誌』第63巻第３号、1977、１～36頁、の24頁。 

28) 註２引用の佐藤編報告書、99頁。 

29) 註２引用の佐藤編報告書の第３図によれば、同図が１/300と小縮尺のため明らかではないが、報告書も、そうした状況を考えて

いるようである。 

30) 註２引用の佐藤編報告書、186頁。 

31) 註２引用の佐藤編報告書、98頁。 

32) 本章第１節の註40を参照されたい。 

33) 註２引用の佐藤編報告書、183頁。 

34) 註２引用の佐藤編報告書、１頁、参照。 

35) 註２引用の佐藤編報告書の『範囲確認調査第２号土壙墓（‘H2号墓'･･･筆者註)』の遺構図(同文献、第114図)に示されている『範

囲確認調査Pit』は、そうした推定を導くものであると言えそうである。ただし、同じく『範囲確認調査第１号土壙墓（‘H1号墓'･･･
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筆者註)』の遺構図(同文献、第112図)に示される『範囲確認調査Pit』は、それよりもやや大きい。これは、『範囲確認調査の際に

（‘H1号墓’の･･･筆者註)覆土から出土した蕨手刀』の確認のために、『範囲確認調査Pit』を拡げたためではないかと考えられる。

そう考えてよいとすれば、これも、上の推定と矛盾するものではないであろう。 

36) 註２引用の佐藤編報告書、182頁。 

37) 註２引用の佐藤編報告書、47頁。 

38) 註２引用の佐藤編報告書、183頁。 

39) 註２引用の佐藤編報告書、81頁。 

40) 註２引用の佐藤編報告書、108頁。 

41) 註２引用の佐藤編報告書、110頁。 

42) 註２引用の佐藤編報告書、183頁。 

43) 註２引用の佐藤編報告書、109頁。 

44) 註２引用の佐藤編報告書、184頁。 

45) 註２引用の佐藤編報告書、84頁。 

46) 註２引用の佐藤編報告書、第79図１。 

47) 註２引用の佐藤編報告書、87頁。 

48) 註２引用の佐藤編報告書、第81図１。 

49) 註３引用の枝幸町教育委員会編報告書、第４図、参照。 

50) 註３引用の枝幸町教育委員会編報告書、20頁。 

51) 註３引用の枝幸町教育委員会編報告書、第15図１。 

52) 註３引用の枝幸町教育委員会編報告書、第15図２。 

53) 註３引用の枝幸町教育委員会編報告書、写真図版11のキャプション、参照。 

54) 註３引用の枝幸町教育委員会編報告書、22頁。 

55) 註３引用の枝幸町教育委員会編報告書、第17図１。 

56) 註３引用の枝幸町教育委員会編報告書、22頁。 

57) 註３引用の枝幸町教育委員会編報告書の執筆者である高畠孝宗は、『今回(2000～2002年度)の発掘調査で検出された第40号、第

41号土壙墓（‘40号墓'‘41号墓'･･･筆者註)の２基の墓壙は、佐藤隆広氏の示した５つの墓域からいずれも隔て
ママ

ており、これまで

の墓域を残した集団とは別の集団による墓壙群と考えられることから、新たに第５群墓域として設定したい』と書いている(同報

告書、53-54頁)が、本文に述べてきたように、同意し難い。また、高畠は、第５群墓域に含まれる墓壙数は２基と少ないが発掘対

象とした第Ⅲ段丘先端部には遺物包含層が広く残されておりさらに墓壙数が増加する可能性が残されている』と書くが、その可能

性はほとんどないものと考えられよう。 

58) 註２引用の佐藤編報告書の附図１、参照。 

59) 註２引用の佐藤編報告書、116頁。 

60) 註２引用の佐藤編報告書、第117図１。 

61) 註２引用の佐藤編報告書、116頁。 

62) こうした理解は、第１節の註13に引用した論文の27頁に、すでに小野裕子によって示されている。なお、小野は、同論文の26

頁に、『刻文系を主体とする時期の墓は、基本的には北大調査区の段丘上に設けられており、他の土器群を主体とする時期にはそ

の墓域の位置が北側に開析された段丘へ移動していたと推測できる』と書いているが、本文に書いたように、この遺跡の東・海寄

りの部分にそのキャンプ＝サイトを展開していた『道北型のオホーツク文化』の担い手達は、(墓域を形成せず)その墓群を広い範

囲に散在するかたちで遺していたとする想定の範囲で、その『推測』は、ほぼ、承認されてよいかもしれない。後に、あらためて

触れるところがあろう。 

63) 註２引用の佐藤編報告書、76頁。なお、同報告書の第69図、および、図版57-ａ、参照。 

64) 註２引用の佐藤編報告書、81頁。なお、同報告書の第76図、参照。 

65) 註３引用の枝幸町教育委員会編報告書、21頁。なお、同報告書の第14図、参照。 

66) 註３引用の枝幸町教育委員会編報告書、22頁。なお、同報告書の第16図、参照。 

67) 註１引用の枝幸町教育委員会編報告書、17頁。なお、同報告書のFig.12、参照。 
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68) 註１引用の枝幸町教育委員会編報告書、20～21頁。 

69) 註１引用の枝幸町教育委員会編報告書、71頁、参照。 

70) 註２引用の佐藤編報告書、49頁。なお、同報告書の第37図、参照。 

71) 註２引用の佐藤編報告書、67～68頁。なお、同報告書の第58図、参照。 

72) 註２引用の佐藤編報告書、181頁。 

73) 註２引用の佐藤編報告書、61頁。なお、同報告書の第51図、参照。また、註１引用の枝幸町教育委員会編報告書には明記されて

いないが、‘01号墓'も、同報告書のFig.12に見られるように、そうした例のひとつとしてよさそうである。 

74) 註２引用の佐藤編報告書、87頁。なお、同報告書の第80図、参照。 

75) 註２引用の佐藤編報告書、60頁。なお、同報告書の第49図、参照。 

76) 註２引用の佐藤編報告書、85頁。なお、同報告書の第78図、参照。 

  ‘２号墓’については、註２引用の佐藤編報告書の記載にはないが、第37図に示されたところからみると、‘23号墓’とほぼ同じ

状態にあったようである。 

77) 註２引用の佐藤編報告書、64頁。なお、同報告書の第54図、参照。 

78) 註２引用の佐藤編報告書、68頁。なお、同報告書の第58図、参照。ついでに、報告者である佐藤は、この例について、『(副葬･･･

筆者註)土器は土壙墓の北西コーナー付近に位置しており、土器が小型であることや、置かれるレベルが土壙墓のかなり上部であ

ることより、被甕の本来の機能を失い、習慣的に置かれた感じが強い』と書いている(同報告書、67頁)が、目梨泊遺跡における『被

甕』のかなり多様なあり方を見ると、上の佐藤の理解には、必ずしも、同意できない。むしろ、以下本文にも言うように、(『被

甕』を含む)土器の副葬の有無・その態様がどういう原則によっていたのかは、少なくとも本遺跡に関するかぎり、確認し難いと

言わざるをえないようである。また、これもついでに、註１引用の枝幸町教育委員会編報告書には明記されていないが、‘02号墓'

も、同報告書のFig.14に見られるように、こうした事例のひとつとしてよさそうである。 

79) 註２引用の佐藤編報告書、74頁。なお、同報告書の第65図、参照。 

80) 註２引用の佐藤編報告書、51頁。なお、同報告書の第39・40図、参照。 

81) 註２引用の佐藤編報告書、186頁。 

82) 註２引用の佐藤編報告書、47頁。 

83) 註２引用の佐藤編報告書、107頁。なお、同報告書の第106図、参照。 

84) もっとも、これらのうちには、‘５号墓'‘10号墓'‘15号墓'‘17号墓’等、墓の上部がその後の工事などによって大きく削られ

てしまっている例もあって、これらの場合、土器の副葬がなかったとは断言できないであろう。 

85) 註２引用の佐藤編報告書、186頁。 

86) 高畠孝宗も、すでに、下記の文章で、『被甕の行われた墓の少なくとも一部に墓の存在を示す‘墓標’としての機能があること

は疑いない』と書いている。 

  高畠孝宗「オホーツク文化の信仰と儀礼」野村崇・宇田川洋編『続縄文・オホーツク文化』(新北海道の古代-２)、北海道新聞

社、2003、162～181頁、の164頁。 

87) 註２引用の佐藤編報告書、181頁。 

88) 註２引用の佐藤編報告書、88頁。なお、同報告書の第82図、参照。 

89) 註２引用の佐藤編報告書、図版68-a、参照。 

90) 註２引用の佐藤編報告書、114頁。なお、同報告書の第114図、参照。 

91) 註２引用の佐藤編報告書、図版94-a。 

92) 註２引用の佐藤編報告書、98頁。なお、同報告書の第95図、参照。 

93) 註２引用の佐藤編報告書、104頁。 

94) 註２引用の佐藤編報告書、附図１。 

95) 註２引用の佐藤編報告書、図版84-a、b。 

  なお、同報告書の図版87-ａには、『第37号土壙墓（‘37号墓'･･･筆者註)確認状態』が示されているが、先の図版84-a,bと比較す

ると、この写真は、‘35号墓’との間に分布する『ジャリ』を取除いた上で撮影されたもののようである。撮影者の意図としては、

‘37号墓’の『確認状態』を強調するためにこうした処理をしたのであろうが、それは、結果として、遺跡の状況について、誤っ

た情報を提供するものになりかねないと思われる。心すべきことであろう。 
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96) 註２引用の佐藤編報告書、50頁。なお、同報告書の第39図、参照。 

97) 註２引用の佐藤編報告書、54頁。なお、同報告書の第44図、参照。 

98) 註２引用の佐藤編報告書、56頁。なお、同報告書の第45図、参照。 

99) 註２引用の佐藤編報告書、54頁。 

100) 註２引用の佐藤編報告書、第37図・第53図・第60図・第62図～第65図・第71図・第73図を参照。 

101) 報告者である佐藤自身も、註２引用の佐藤編報告書に、『第１群の墓域については、ほぼ全域にジャリが薄く分布する状況が見

られた』と書いており(同書、186頁)、この記述は、佐藤自身の記述の一部とは矛盾するものであって、期せずして本文に言うと

ころを裏づけているように思われる。したがってまた、(上の記述に続く)『このことは(この？･･･筆者加筆)墓域の形成にかかる

時間の長さを意味している』という記述には、充分な根拠がないと言わざるをえないようである。 

102) 註２引用の佐藤編報告書、第35図・第75図・第116図を参照。 

   なお、同じ台地上に位置する‘38号墓'‘39号墓'‘T2号墓’では、この層準は確認されていない。おそらく、(近年の工事等に

よって)それが削られてしまったためであろう。 

103) 註３引用の枝幸町教育委員会編報告書、22頁。 

   なお、‘40号墓'に関しては、『墓壙を検出したＤ-１区南西側は旧国鉄興浜北線敷設工事の際に地表面を削平して』いた(同報告

書、20頁)ようであって、この層準は確認されていない。 

104) 註１引用の枝幸町教育委員会編報告書、Fig.８、参照。 

105) 註１引用の枝幸町教育委員会編報告書、Fig.４、参照。 

106) 註１引用の枝幸町教育委員会編報告書、17頁。 

107) 註１引用の枝幸町教育委員会編報告書、18頁。 

108) 註１引用の枝幸町教育委員会編報告書、Fig.14、参照。 

109) 註２引用の佐藤編報告書、第58図、参照。 

110) 註２引用の佐藤編報告書、第67図、参照。 

111) 註２引用の佐藤編報告書、79頁。なお、同報告書、第71図、参照。 

112) 註２引用の佐藤編報告書、第75図、参照。 

113) 註２引用の佐藤編報告書、第48図１。 

114) 註２引用の佐藤編報告書、第93図１、第101図１・２、第113図３。 

115) 註２引用の佐藤編報告書、第38図３、第46図２、第66図２、第77図10、第81図２、第109図１、第117図２、および、註３引用

の枝幸町教育委員会編報告書、第15図３。 

116) 註２引用の佐藤編報告書、第52図３。 

117) 註２引用の佐藤編報告書、第70図11。 

118) 註２引用の佐藤編報告書、第93図１。 

   なお、この事例に関しては、下記の石井昌国の文献を参照した。 

   石井昌国『蕨手刀―日本刀の始源に関する一考察―』雄山閣出版、1966。 

119) 註２引用の佐藤編報告書、第101図３。 

120) 註１引用の枝幸町教育委員会編報告書、Fig.13-２、Fig.15-２、および、註２引用の佐藤編報告書、第41図２、第43図２、第

55図２、第61図２、第72図２、第93図２、第96図２、第103図２・３、第105図２、第113図２、第115図４。 

121) たとえば、下記の論文を参照されたい。 

   菊池俊彦「オホーツク文化に見られる靺鞨・女真系遺物｣『北方文化研究』第10号、1976、31～117頁。 

122) 註２引用の佐藤編報告書、第79図４。 

123) 註２引用の佐藤編報告書、第158図１～５。 

124) 註２引用の佐藤編報告書、171頁。 

125) 註２引用の佐藤編報告書、172頁。 

126) 註121引用の菊池論文、61～63頁。 

127) 註２引用の佐藤編報告書、第36図２～７、第79図２・３。 

128) たとえば、註121引用の菊池論文、47～48頁、参照。 
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129) 註２引用の佐藤編報告書、第36図８・９ 

130) 註２引用の佐藤編報告書、第43図３。 

131) 註２引用の佐藤編報告書、54頁。 

132) 註２引用の佐藤編報告書、81頁。なお、同報告書、第74図、参照。 

133) 註２引用の佐藤編報告書、81頁。なお、同報告書、第75図、および、第77図、参照。 

134) 註２引用の佐藤編報告書、76頁。なお、同報告書、第68図、および、第70図、参照。 

135) 第１節の註13引用の小野論文。なお、前註62をも参照されたい。 

   筆者等による概要は下記を参照されたい。 

   大井晴男「枝幸町目梨泊遺跡の調査について」『枝幸教育』９、枝幸町教育研究会、1974、32～37頁。 

136) 下記の論文を参照されたい。 

   森秀之「擦文・オホーツク文化期の出土刀剣に関する覚書(１)(２)―枝幸町目梨泊遺跡の資料によせて―｣『紋別郷土博物

館報告』第９号、1996、15～23頁、および、第10号、1997、33～44頁。 

   なお、越田賢一郎も、『７～９世紀』の『オホーツク文化の土壙墓』について述べた文章の中で、目梨泊遺跡の事例に触れてい

るが、そこでは、ほぼ、上記の森の述べるところに類する見解を表明している。 

   越田賢一郎「７～９世紀の墓制―北海道の様相―」日本考古学協会1997年度秋田大会実行委員会編『蝦夷・律令国家・日

本海―シンポジウムⅡ・資料集―』日本考古学協会1997年度秋田大会実行委員会、1997、419～440頁。 

137) 前註57、参照。 

   なお、高畠孝宗は、この報告書の刊行に先立つ2003年に、註86引用の文献の中で、すでに同趣旨の発言をしている。同文献、

169頁を参照されたい。 

138) 第１節の註13引用の小野論文、（上）26頁。 

  なお、小野は、本文に引用した文章に続く文章中で、『刻文系を主体とする時期の墓は、基本的には北大調査区の段丘上に設け

られており、(貼付文系のそれを除く･･･筆者加筆)他の土器群を主体とする時期にはその墓域の位置が北側に開析された段丘へ移

動していたと推測出来る』と書いている(同論文、（上）26頁)のだが、こうした言い方は必ずしも適当ではなく、むしろ、以下本

文に言うように考えた方がよいであろう。ついでに、貼付文系の土器群の製作・使用者達、つまり、目梨泊遺跡に‘集落’を形成

していた『道東型のオホーツク文化』の担い手達は、たぶん、これとは別な原理・原則によって、その‘墓域’を形成していたも

のと考えられよう。これらについても、以下、本文に触れるところがあろう。 

139) ちなみに、３号ａ竪穴住居址・３号ｂ竪穴住居址とは沢を隔てて相対する位置にある北側の台地(2004年度の枝幸町教育委員会

報告書にいう『第Ｉ段丘』)上では、かなり大規模に削平が進んでいるのだが、これまでオホーツク式土器等は全く採集されてお

らず、そこに、(１号竪穴住居址他の一連の竪穴住居址群とそれに相対する南側の段丘上に遺された‘01号墓'‘02号墓’を含む‘墓

域’とに)対応するような‘墓域’が遺されていた可能性はないようである。 

140) 森秀之「擦文・オホーツク文化期の出土刀剣に関する覚書(１)―枝幸町目梨泊遺跡の資料によせて―｣『紋別郷土博物館報

告』第９号、1996、15～23頁、の21頁。 

   引用文中、(中略)とした部分には、『‘第４群’は２つの』という字句があったが、すでに触れたように、筆者は、佐藤のいう

『第４群』については別の理解をもっており、ここでの森の指摘には、必ずしも同意できないので、省略に付した。 

141) 森は明記しているわけではないが、その文中に示された図(前註140文献、第５図)によって見れば、そのように受取れる。なお、

註２引用の佐藤編報告書、第２図、および、附図２、をも参照されたい。 

142) 註２引用の佐藤編報告書、184頁。 

143) 註２引用の佐藤編報告書、第113図１、および、第115図１。 

144) 『範囲確認調査第１号土壙墓（‘H1号墓'･･･筆者註)』、および、『範囲確認調査第２号土壙墓（‘H2号墓'･･･筆者註)』に関しては、

註２引用の佐藤編報告書の本文にはその周辺の地形図が示されておらず、『付図１目梨泊遺跡周辺地形図』、および、『付図２目梨

泊遺跡周辺の復元地形図』にその位置が示されているのみである。そして、『範囲確認調査第１号土壙墓（‘H1号墓'･･･筆者註)』

『範囲確認調査第２号土壙墓（‘H2号墓'･･･筆者註)』付近の地形は、『付図１』と『付図２』でやや異なっており、『付図２』では

両墓ののる尾根がより細く表現されている。これは、この尾根の南側を流れる沢筋を、ほぼ直線的に復元したためであろう。しか

し、本書第Ｉ部の第２図として示した北海道大学文学部北方文化研究施設による(枝幸町教育委員会の発掘調査以前の)1975年度の

実測調査の結果では、この沢は(『復元地形図』に示されるほど直線的ではなく)より南に張出す形で流れており、したがって、問
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題の二つの墓をのせる尾根はより幅広かったものと考えた方がよさそうである。(註２引用の佐藤編報告書の第３図として示され

ている)『第３号住居址（‘Ｅ-３号竪穴住居址'･･･筆者註)』から『第４号住居址（‘Ｅ-４号竪穴住居址'･･･筆者註)』までを含む

微地形図で、両者の間がかなり深い凹所になっていることから見ても、旧国鉄興浜北線の建設による破壊以前の状態は、われわれ

が先の(本書第Ｉ部)第２図に示したように、この沢は、より南に張出す形で流れていたものと考えた方がよいであろう。つまり、

『範囲確認調査第１号土壙墓（‘H1号墓'･･･筆者註)』『範囲確認調査第２号土壙墓（‘H2号墓'･･･筆者註)』をのせる尾根は(佐藤編

報告書に示されるよりは)もっと幅広く、本文に言うように、この付近には、もっと多数の墓群が遺されていたと考えた方がよい

ものと思われる。そして、そう考えるとすれば、佐藤隆広のいわゆる『第４群墓域』は、本書に言うように、もう少し別の捉え方

を必要とするものと考えられよう。なお、本文に示した(第Ⅱ部)第６図には、こうした想定に基づく復元地形を示しておいたので

参照されたい。ついでに、2004年に枝幸町教育委員会によって刊行された『学術発掘調査報告書』も、この付近の地形の復元には

註２引用の佐藤編報告書の『付図２』を利用している(同報告書、第29図)ようであって、問題の尾根の南側を流れる沢筋はほぼ直

線的に描かれ、したがって、尾根はかなり細く表現されており、その結果として、佐藤のいわゆる『第４群墓域』の捉え方はその

まま踏襲されているようであるが、本文およびこの註に言うように、再考の必要があろう。 

145) 筆者は、本章第１節に、確認しうるかぎり目梨泊遺跡の最も北に位置する細い尾根(2004年の枝幸町教育委員会編報告書にいう

『第Ｉ段丘面』)上に遺される未掘の竪穴について、おそらく最も新しい時期に・新たにこの目梨泊遺跡に現れた‘集団’によっ

て遺された(たぶん‘Ｅ-５号竪穴住居址’他と併行して存在した)竪穴住居址だった可能性を考えた。もしそうした想定を認める

とすれば、この竪穴住居にあった人々も、その‘死者’を（‘墓域’を造って？)埋葬していた筈であって、そうした墓群も、ここ

に加えられなければならない筈である。しかし、その部分ではこれまで全く発掘調査等が行われておらず、この竪穴住居址に関す

る詳細が知られていないので、ここにそれらについて言及することができない。ただ、そうした可能性があることについては、記

憶に止めておく必要があろう。 

146) もっとも、この目梨泊遺跡の場合、『道北型のオホーツク文化』の担い手達は、その主要な部分で、キャンプ＝サイトとして利

用していたのであり、一方、『道東型のオホーツク文化』の担い手達は、もっぱら、‘集落’としてこの地点を利用していたことが

明らかである。つまり、‘墓域’を形成するか否かは、むしろ、その地点の利用の仕方にかかわっていた可能性も考えてみなけれ

ばならないのかもしれない。しかし、遺憾ながら、『道北型のオホーツク文化』の担い手達について、その‘集落’における墓群

のあり方が明らかになっている事例は、これまで、知られていない。たとえば、その‘集落’の態様をほぼ明らかにすることがで

きた香深井Ａ遺跡の場合、そこで発見されている墓群は小児のもののみなのであって、成人の墓は、全く知られていないのである。

このことは、それら・この‘集落’にあった成人の墓群は、‘集落’のあった香深井Ａ遺跡以外の・どこか他の地点に造られてい

たことを示すものであると考えられよう。遺憾ながら、現時点では、それがどこであったか不明とせざるをえないのであり、した

がって、また、そこで、香深井Ａ遺跡に‘集落’を遺した人々の造っていた墓群がどんなあり方をしていたのかも、当然、明らか

ではない、つまり、そこでは、彼らが、‘墓域’を形成してその‘死者’を埋葬していた可能性を否定することもできないのであ

る。そして、そうであるとすれば、目梨泊遺跡にあった『道北型のオホーツク文化』の担い手達が‘墓域’を形成していなかった

のは、そこが、彼らのキャンプ＝サイトだったためであった可能性も、また、考慮してみる必要があるのかもしれない。 

   なお、香深井Ａ遺跡で発見されている墓群に関しては、下記の文献を参照されたい。 

   大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究 ２、香深井遺跡 上』東京大学出版会、1976。 

147) 註２引用の佐藤編報告書、185頁。 

   ただし、佐藤は、『調査された43基中、実に31基の土壙墓にジャリが認められ』ると書いているが、すで本文中に述べたように、

その一部に関しては意図的なものかどうか疑問があり、佐藤のいう『第３群』『第４群』についてのみそれを認めておくことにし

たい。 

148) 八木光則は、この『足金具』について、下記の論文で、『銅製山形単脚(の足金具･･･筆者註)は長野県の柄頭Ａ(の蕨手刀･･･筆

者註)に一例、北海道オホーツク海沿岸の柄頭１(の蕨手刀･･･筆者註)に二例みられ』ることを指摘して、『長野とオホーツク海沿

岸との中間では出土していないことからオホーツク海沿岸へは大陸経由でもたらされた可能性も考えられる』と書いている(同論

文、395頁、註４)が、『大陸』での資料が示されていないので、この示唆については確認できない。むしろ、この遺跡の貼付文系

の土器を伴う墓の『刀剣類』の全体的特徴から考えれば、この『足金具』についても、本文に言うように、『本州』に由来するも

のであったと考えてよさそうに思われる。ここでは、そう考えておくことにしたい。 

   八木光則「蕨手刀の変遷と性格」坂詰秀一先生還暦記念会編『考古学の諸相 坂詰秀一先生還暦記念論文集』坂詰秀一先生還暦

記念会、1996、375～396頁。 
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149) 前註121引用の菊池論文を参照。 

150) 前註86引用の文献、168～169・171頁。 

   なお、森秀之も、前註136引用の文献で、『擦文・オホーツク文化期における刀剣もまた実用品としてではなく、象徴財・権威

財として高く評価されていたのであろう』と書いている(同論文、（２）40頁)が、同時に、『擦文文化において身分秩序のシンボル

であった刀剣の役割は、オホーツク文化ではより稀薄であったかあるいは表現の方法が異なっていた』とも書いており、森の真意

がどこにあるのか、読者としては困惑せざるをえない。森が、さらに、『オホーツク文化(の担い手達･･･筆者註)は‘モノ’として

の刀剣を受け入れたのみで、それに付帯する情報は伝達されることなく途絶していたかのようである』とも書いているので、むし

ろ、『威信財』としての意味を、積極的には、考えていないものと受取っておくことにしたい。 

151) 前註136引用の文献、（１）21頁。 

   ただし、森は『フゴッペ洞窟例が方頭であるのに対し、この（‘９号墓’から出土している)柄頭は圭頭と方頭との中間ともい

うべき形状をなしており、鋒両刃切刃造の刀身とも考え合わせ、年代はフゴッペ洞窟例より新しくなるのではないだろうか』と書

き、結局、この資料について、『８世紀の年代』を考えようとするらしい。しかし、かりに森のいうとおり、この資料が『(やや･･･

筆者加筆)新しくなる』としても、それが『８世紀』になるという積極的な根拠はないのではあるまいか。筆者は、むしろ、この

資料も、下記の論文に野村崇・瀧瀬芳之が『フゴッペ洞窟例』について言っているのと同様に、大刀としては、『北海道で最古の

資料』のひとつとしてよいのではないかと考える。 

   野村崇・瀧瀬芳之「北海道余市町フゴッペ洞窟前庭部出土の鉄製武器｣『古代文化』第42巻第10号、1990、21～25頁。 

152) 前註136引用の文献、（１）16頁。 

153) 高橋信雄・赤沼英男「岩手の古代鉄器に関する検討(２)―自然科学的手法による蕨手刀の調査―」『岩手県立博物館研究報

告』第２号、1984、34～42頁。 

154) 前註136引用の文献、（１）21頁。 

   なお、目梨泊遺跡の発掘調査者であり報告者でもある佐藤隆広は、『今回の調査で出土した蕨手刀の外観を見るといずれも刃長

が長く、柄に絞りが見られるなど石井昌国氏の分類によるＩ型に該当するものであり、このＩ型の盛行年代については‘８世紀の

初めから９世紀をもって終わる’と述べられている』ことを挙げ、『その(目梨泊遺跡の蕨手刀の･･･筆者註)時期に関しては、(蕨

手刀を副葬する･･･筆者註)いわゆる北海道式古墳の成立期からそれほど時間が経過しない時期ではなかったかと考えているが、現

在のところ確証は得られていない』と書いている(註２引用の佐藤編報告書、188頁)に止まる。ひとつの考え方であろうが、その

後の‘蕨手刀’に関する新しい研究の成果が取りいれられていないので、あえて、ここに註記するに止めておくことにする。なお、

右代啓視も、『オホーツク文化の墓から伴出する蕨手刀年代は、８～９世紀初あるいは中に比定することができる』と書いている(下

記の論文、41頁)のだが、右代の記述では、遺憾ながら、そうした結論に到達するにいたる論理的な経過をうまくたどることがで

きないので、ここでは、そうした記述があることを註記するに止める。 

   右代啓視「オホーツク文化の年代学的諸問題｣『北海道開拓記念館研究年報』第19号、1991、23～52頁。 

155) 八木光則の『蕨手刀の分類と編年』は、『柄頭や足金具を中心にした分類』に出発しているが、その結果として、『次のような

一定方向の型式変遷をたどることができる』と言う(前註147引用の論文、384頁)。すなわち、『柄頭Ａ・Ｂ→柄頭Ｃ・１→柄頭２・

３→柄頭Ｇ』という『変遷』であり、同時に『刃長』がしだいに長くなる傾向も指摘されている。しかし、その『分類』は、『柄

頭の形状(蕨の巻き方･･･筆者註)』と、『柄と柄頭の中軸線』のなす角度、そして、『柄反絞り』の大きさ等が基準とされているの

だが、これらの基準は、いずれも、(一般に‘型式論’的変遷がそうであるように)‘漸移的’に変化している筈であって、八木の

ように『分類』する・そうした基準によって截然と分けることは、実は、できないのではないかと思われる。実際、たとえば、森

秀之は、『柄反絞り』に関して、八木の『分類』からはみ出してしまう事例を指摘している(前註136引用文献、（２）33頁、および、

41頁の註３)。それは、『柄反絞り』についてのみでなく、『柄頭の形状』でも、また、『柄と柄頭の中軸線』の角度についても同様

であろう。むしろ、『(柄頭の形状の漸移的な変遷と共に･･･筆者加筆)次第に刃長の長寸化と絞りや柄反が深くなり、湾刀化の進行

をみることができる』という範囲に止めておいた方がよかったのではないかと思われる。『蕨手刀の変遷』とそれに関係する議論

のためには、こうした‘傾向’の指摘で充分なのではあるまいか。 

156) 前註148引用の文献、391頁。 

157) 前註148引用の文献、387頁、および、第７図。 

158) 前註136引用の文献、（２）33頁。 

   なお、ここでの森の記載のうち、『第34号土壙墓１号刀』と『同２号刀』は、前註２引用の佐藤編報告書の記載における番号と
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は逆になっている。注意されたい。 

159) 前註148引用の文献、391頁。 

160) 前註１引用の枝幸町教育委員会編報告書、Fig.40-１。 

161) 前註118引用の文献、134頁所掲の『刀種別流行年代一覧表』を参照。 

162) 前註148引用の文献、386頁。 

163) こうした問題に関しては、後の第２章第１節に論じているので、参照されたい。 

164)‘目梨泊集落’を含めて、｢オホーツク文化」にかかる目梨泊遺跡の絶対年代については、後に・第３章で、あらためて触れる

ところがあろう。 

165) 前註136引用の文献、（１）21頁。 

166) 下記の文献を参照されたい。 

   大井晴男『アイヌ前史の研究』吉川弘文館、2004。 

167) こうしたグループのもとに、本州に由来する‘蕨手刀’他の刀剣類がもたらされていなかった可能性は、考える必要がないで

あろう。これらとほとんど同じ地域で・同じ時期に併存していたと考えられる筆者のいう『‘いわゆる「北大式土器」を含む土器

群’の製作・使用者達』のもとにも、かなり多数の本州に由来する‘蕨手刀’他の刀剣類がもたらされており、それらは、しばし

ばそうしたグループによってその‘土壙墓’に副葬されている。多くの例があるが、最近報じられた恵庭市西島松５遺跡の例など

はその典型的な事例のひとつであろう。こうした事例がある以上、(そうしたグループよりも‘より強く’東北地方北部とのつな

がりをもっていたであろう)｢擦文文化」の担い手達に、本州に由来する‘蕨手刀’他の刀剣類がもたらされていなかった筈は、た

ぶん、ないであろう。それが確認できないのは、このグループが、(いわゆる‘北海道式古墳’以外に)墓を造り・これらを副葬す

る‘習俗’をもっていなかったためであると考えられよう。 

   和泉田毅編『西島松５遺跡―柏木川改修工事用地内埋蔵文化財発掘調査報告書―』北海道埋蔵文化財センター、2002、参照。 

168) こうした時間的位置の問題についても、それがどこで起っていたのかという問題をも含めて、第３章にあらためて触れるとこ

ろがあろう。 

169) 前註136引用の文献、（１）21頁。なお、同文献、図５を参照。ただし、この図に示された例のうち、『第２群』に属する‘38

号墓’は‘曲手刀子’を副葬しており、また、（‘墓域’に属しない) ‘23号墓’には(平柄の‘斧’等と共に)‘直刀’が副葬され

ているが、先にも注意したように、これらは大陸に由来するものであった可能性が大きく、ここでの問題の外にあることになる。 

170) 森秀之も、『それぞれの‘墓域’そして‘支群’には一人の刀剣(大刀)副葬･･･(中略)･･･を受ける被葬者がおり、数世代にわた

る血縁のような紐帯で結ばれた集団のある一時期の有力者たちが、大刀などの刀剣を各々分有していたのかもしれない』と書いて

いる(前註136引用の文献、（１）21頁)ので、『刀剣(大刀)副葬･･･(中略)･･･を受ける被葬者』が『有力者たち』であったと考えて

いるようである。ただし、森の言説は、その後半の部分で意味不鮮明であって、あるいは、(本文に紹介した)高畠孝宗の言うとこ

ろに遠くないのかもしれないが、ここでは論評を差控えておくことにする。 

171) 前註136引用の文献、（２）40頁。 

172) 下記の論文を参照されたい。 

   天野哲也「オホーツク社会のメタル・インダストリーに関する基礎的考察｣『北方文化研究』第17号、1985、19～44頁。 

173) 前註５引用の児玉・大場論文、同伊藤他文献、および、下記の文献等を参照されたい。 

   米村喜男衞『モヨロ貝塚資料集』網走郷土博物館、1950。 

174) 佐藤隆広は、註２引用の佐藤編報告書中で、『Ｇ-37区の黒色土より木炭に混じり焼けた人骨が出土している』ことを報じてい

る(同報告書、185頁)。全く遺構等を伴わなかったようである。同報告書に『附篇』として掲載された下記の石田肇の報文によれ

ば、『人骨は、少なくとも男女２固
ママ

体分あり、年齢は縫合の癒着状態からみて、どちらも熟年に達していた可能性が高い』『また、

細かい指の骨も残っているので、人骨が出土した場所で火葬(？･･･筆者加筆)された可能性が高いと思われる』とされている。こ

れが『火葬』されたものかどうか疑問の余地があるが、この報告書に記載されたデータのかぎりでは、この資料について、多くを

言うことはできないようである。他に類例も知られておらず、これ自体、‘墓’であるとは考え難いので、ここに記載するに止め

る。 

   石田肇「目梨泊遺跡出土の焼骨について」註２引用の佐藤編報告書に附篇として所収、370～372頁。 

175) 藤本強「オホーツク文化の葬制について｣『物質文化』６、1965、15～30頁の25頁。  
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第２章 目梨泊遺跡の形成過程とその終焉 

 

 第１章で筆者は、これまでに行われた目梨泊遺跡での発掘調査、すなわち、1967～1974年度の六次におよんだ北海

道大学文学部北方文化研究施設の発掘調査、1987年度の枝幸町による『一般国道238号線枝幸町地内カムイ道路改良工

事に伴う埋蔵文化財発掘調査』1)、同じく1990～1992年度の枝幸町による『一般国道238号枝幸町斜内改良工事に伴う埋

蔵文化財発掘調査』2)、そして、2000～2002年度の枝幸町教育委員会、オホーツクミュージアムえさし、筑波大学歴史・

人類学系、札幌大学文化学部の共催による発掘調査3)の成果によって、オホーツク文化にかかる遺跡としての目梨泊遺

跡の全体像を明らかにすることに努めてきた。もちろん、目梨泊遺跡は、遺跡を南から北に横断している、海側から

旧国道238号線・廃線になった旧国鉄興浜北線・旧国道の３路線によって、そのかなりの部分が、破壊されてしまって

いるのだが、上に言う各調査は、その残された部分について、かなり広い範囲におよんでトレンチ・調査区を展開し

ており、ほぼその全体像を捉ええたのではないかと考えている。すなわち、そこで明らかにされた目梨泊遺跡では、

まず、‘刻文・沈線文系の土器群’の製作・使用者達、つまり、筆者のいわゆる『道北型のオホーツク文化』の担い手

達によってキャンプ＝サイトとして利用されていたことが明らかにされており、それは、少しずつ地点を変えながら、

かなりの期間におよんでいたようである。この遺跡には、その後、筆者のいわゆる『道東型のオホーツク文化』の担

い手達が現れ、すでにあった『道北型のオホーツク文化』の担い手達の一部をも取込むかたちで、新たに、‘目梨泊集

落’が形成されている。そうした『道東型のオホーツク文化』の担い手達のこの地点への流入は、繰返し・いくつか

のグループによって行われて、それにしたがって、‘目梨泊集落’の‘かたち’にはいくつかの変遷を認めることがで

きるらしい。こうした目梨泊遺跡の利用のあり方の変化と連動するように、この地点をキャンプ＝サイトとして利用

し、あるいは、‘集落’を形成していた「オホーツク文化」の担い手達の墓群にも、ある変化があったことが知られて

いる。それは、‘墓域’を形成せずに、やや広い範囲に・散漫に分布するあり方から、‘集落’を形成するそれぞれの

グループによってなる、ないし、ある特定の‘竪穴住居’の居住者によってなる‘墓域’を形成するあり方への変化

としてたどることができそうである。こうした目梨泊遺跡の調査結果は、少なくともこれまでに知られるオホーツク

文化に関係する遺跡のそれとしては、ほとんど画期的なものであったと言われてよいのではないかと考える。就中、｢オ

ホーツク文化」の担い手達の遺跡利用のあり方について、また‘集落’の形成とその変遷についてある‘見とおし’

がえられたこと、さらに、それに加えて、それらと墓群の対応、ないし、その‘集落’を構成する複数の単位とその

‘墓域’との間の対応についてもある‘見とおし’がえられたことは、今後の「オホーツク文化」にかかる遺跡の研究

のために、裨益するところきわめて大きいのではないかと考えている。もちろん、１号竪穴住居址のすぐ西に遺され

ている‘竪穴'、２号竪穴住居址の西に遺されている‘竪穴'、そして、遺跡の最も北に位置する細い尾根上に遺され

ている‘竪穴’等を含めて、目梨泊遺跡では、そのひろがりの大きな部分についてなお未調査の状態にあること、あ

るいはむしろ、未調査の部分の方が多いかもしれないことは、看過さるべきではないであろう。しかし、筆者は、未

調査の部分をも含めて・それを考慮しながら議論を進めてきたのであって、今後、それらの部分の調査が実施された

としても、筆者の考えてきた目梨泊遺跡の全体像は、大きくは、変化しないだろうと推測している。むしろ、目梨泊

遺跡の理解・その全体像の把握のための重大な障害になっているのは、上に述べた遺跡を南から北に横断している海

側から旧国道238号線・廃線になった旧国鉄興浜北線・旧国道の３路線による破壊であって、旧国道238号線による破

壊が‘目梨泊集落’の構造の解明・その構成の解析のためにきわめて大きなハンディキャップになっていること、ま

た、旧国鉄興浜北線・旧国道による破壊がそれらにかかわる‘墓域’の把握・その解明のための阻害要因になってい

ることは、(たぶん今後の)‘埋蔵文化財’保護行政のために、けっして見失われるべきではないであろうと考えてい

るところである4)。 

 さて、上に述べてきたように、われわれ北海道大学文学部北方文化研究施設による六次におよんだ発掘調査、およ

び、その後に行われた枝幸町教育委員会による２回の行政調査・枝幸町教育委員会、オホーツクミュージアムえさし、

筑波大学歴史・人類学系、札幌大学文化学部の共催による発掘調査の成果に基づいて、筆者らは、幸いにして、ほぼ

目梨泊遺跡の全体像を復元的に捉えることができたのではないかと考えている。しかし、それでは、こうした研究に

よって、目梨泊遺跡は、余すところなく・充分に理解されたと言えるのであろうか。たとえば、われわれは、目梨泊
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遺跡における『道北型のオホーツク文化』の担い手達のキャンプ＝サイトを捉え・明らかにすることはできるが、実

は、それは枝幸町、および、その周辺にあった「オホーツク文化」の担い手達の『地域集団』5)に属する遺跡群のひと

つとして捉えられなければならない筈であり、それらとの関係で考えられなければならないことは明らかであろう。

同じように、目梨泊遺跡で確認されている『道東型のオホーツク文化』の担い手達の‘集落’にしても、この場合は、

遠く常呂・網走地区の『(道東型のオホーツク文化の担い手達の･･･筆者註)地域集団』6)の‘集落遺跡’群、ないしは、

それよりも北のオホーツク海沿岸に点在する(これから派生したものと考えられる)‘集落遺跡’群7)との関係において、

あるいはさらに、(すでに第１章に示唆したように)知床半島北岸の『(道東型のオホーツク文化の･･･筆者註)地域集団』

との関係までもが考えられなければならないようである。そして、そうであるとすれば、われわれが第１章で議論し・

考えてきた目梨泊遺跡の全体像によって、目梨泊遺跡を、ないし、‘目梨泊集落’を、充分に理解しえたとは、必ずし

も、言えないないことが明らかであろう。 

 本章では、したがって、キャンプ＝サイトとしての目梨泊遺跡にかかわっていた諸遺跡との関係について、また、

‘目梨泊集落’と関係する諸‘集落’との間に成立していたかかわりについて、資料・データの制約は大きいが、可能

なかぎりで、考えてみることにしたい。つまり、その周辺に存在していたいくつかの遺跡・そこにあった‘集団’と

の諸関係の中に目梨泊遺跡・‘目梨泊集落’を置いて、そうした視点から、目梨泊遺跡・‘目梨泊集落’を・そこにあ

った「オホーツク文化」の担い手達を、もう一度、捉えなおしてみたいのである。なお、そのある時期からは、｢擦文

文化」の担い手達との関係についても、言及しなければならないであろうと考えている。 

                                    （大 井 晴 男） 

 

   

 1) 枝幸町教育委員会編『目梨泊遺跡 一般国道238号線枝幸町地内カムイ道路改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』枝幸町教

育委員会、1988。 

 2) 佐藤隆広編『目梨泊遺跡 一般国道238号枝幸町斜内改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』枝幸町教育委員会、1994。 

 3) 枝幸町教育委員会編『目梨泊遺跡 目梨泊遺跡における埋蔵文化財学術発掘調査報告書』枝幸町教育委員会、2004。 

 4) 筆者は、この第Ⅱ部第１章の序に、前註１の枝幸町教育委員会による行政調査が問題をふくむものであったことを指摘した。し

かも、報告書にも明らかなように、また、第１章の議論にも明らかなように、その行政調査に際して、それに先立って実施されて

いた筆者らの発掘調査の成果が未報告であるために利用できなかったために、その成果はかぎられたものに止まらざるをえなかっ

たのである。さらに、前註２の枝幸町教育委員会による行政調査も、発掘調査そのものとしては著明な成果を得ているにもかかわ

らず、遺憾ながら、目梨泊遺跡の全体像を明らかにすることに必ずしも成功していないことは、これも第１章の議論に明らかであ

ろう。 

 5) 下記の論文を参照されたい。 

  大井晴男「オホーツク文化の社会組織｣『北方文化研究』第12号、1978、93～138頁。 

  なお、枝幸町、およびその周辺の「オホーツク文化」の担い手達の『地域集団』については、筆者が上の論文に触れた以降、そ

れにかかわるであろう新しい遺跡等が知られるようになっており、部分的に、あらためて考えなおさなければならないところがあ

る。以下、本章の第１節に触れるところがあろう。 

 6) ここに言う『(道東型のオホーツク文化の･･･筆者註)地域集団』については、下記の論文を参照されたい。 

  大井晴男「斜里町のオホーツク文化遺跡について｣『知床博物館研究報告』第６集、1984、17～66頁。 

 7) 目梨泊遺跡での『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された‘集落’と常呂・網走地区における『(道東型のオホ

ーツク文化の･･･筆者註)地域集団』の‘集落遺跡’群との間、オホーツク海岸沿いに点在するいくつかの（‘貼付文系土器群’を

共伴する)‘集落遺跡’群については、小野裕子が、下記の論文に触れているので、参照されたい。ただし、その論ずるところは、

以下、本章第２節に筆者が述べるところとはある違いがあるので、注意されたい。 

  小野裕子「道北オホーツク海岸の“地域集団”をめぐる問題(上・下)｣『古代文化』第48巻第５号、1996、21～36頁、第48巻第

６号、1996、14～24頁。 
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第１節 枝幸町周辺の『地域集団』・目梨泊遺跡の成立 

 

 オホーツク文化にかかる遺跡としての目梨泊遺跡の形成過程を考えるためには、おそらく、その南300ｍ程のところ

にあるウバトマナイチャシの存在を無視するわけにはゆかないであろう。 

 筆者らが目梨泊遺跡の調査をはじめた時点・1967年には、筆者らは、ウバトマナイチャシの存在に気付いてはいな

かった。ウバトマナイチャシは、その後、1994年度に、北海道開拓記念館が『チャシの起源とアイヌ文化の成立過程』

を研究テーマとする『海外学術交流』のために、『北海道側の発掘調査地点を選定する』目的で行なった『遺跡の分布

調査』に際して注意され、1995年度の北海道開拓記念館による『予備発掘調査』をへて、1997・1999年度に、北海道

開拓記念館、および、ロシア共和国サハリン州郷土博物館の『共同発掘調査』が行われている1)。遺跡は目梨泊遺跡を

のせる海岸段丘から続く海岸線の比較的単調なつながりを破って、ウバトマナイ川口付近で、幅200ｍ・長さ300ｍ程

の規模でオホーツク海にむかってのびる海岸段丘の突出部の基部・ウバトマナイによって開析された北側部分に位置

しており、その基部を人工的な溝によって区画されたチャシ部分は、幅12ｍ前後・長さ30ｍ強のほぼ方形を呈してい

る。チャシ部分の先端には、『竪穴住居址状の凹』みが遺されていたらしい。上にいう一連の発掘調査の結果として、

この遺跡では、『擦文土器、オホーツク式土器、続縄文、縄文時代早期』などの土器等が発見されているらしいが、そ

の『多くはオホーツク式土器前期はじめのもの』であり2)、また、先端部に認められていた『竪穴住居址状の凹』みは、

『オホーツク文化前期･･･(中略)･･･の典型的な竪穴住居址』3)であったという。さらに、『オホーツク文化前期の竪穴住

居址･･･(中略)･･･と(ウバトマナイ･･･筆者註)チャシの構築年については層位的に時間差が認められ』ることが確認さ

れた4)ようである。つまり、この遺跡では、僅かな資料しか発見されていない、したがって、その遺跡としての様相が

明らかではない『続縄文、縄文時代早期』の例を除けば、『オホーツク文化前期』に『竪穴住居址』を遺す遺跡が形成

され、その後に・かなりの時間を隔てて、『ウバトマナイチャシ』が造られて・‘チャシ’として利用されていたこと

になる。‘チャシ’としての『ウバトマナイチャシ』がオホーツク文化の担い手達によって造られていたとは考え難い

ので、この場合、問題は、『竪穴住居址』を遺すかたちで、つまり、‘集落’として、この地点を利用していた『オホ

ーツク文化前期』のグループが、(指呼の間にある)目梨泊遺跡を遺した「オホーツク文化」の担い手達と、どのよう

な関係にあったのかにかかることになろうか。 

 ウバトマナイチャシで確認されている『オホーツク文化前期』の竪穴住居址に共伴する遺物群は、『本報告』が発表

されていないので詳細は明らかではないが、『土器』『石器』『礫石器』『骨角器』『木製品』『鉄製品』他を含み、貝類

他の『動物遺存体』なども発見されているようである5)。『概報』に記載される限りで、その『土器』は、『刺突文系の

土器群でサハリンの十和田式土器に対応するもの』であり、『出土した土器の文様の特徴は、口縁部直下に外側からの

円形刺突文をめぐらせ、この反対側が突瘤となり、頸部から胴部にかけて沈線文、刻文、隆起帯などがめぐるもの』

であって、『内側からの円形刺突文(をもつもの･･･筆者加筆)は、１点もみられなかった』と言い、加えて、『特徴的な

文様を持った土器としては、口縁直下の円形刺突文を施文するものとしないものがあるが、瘤状の貼付が胴部ないし

頸部直下に間隔をもってめぐるものがあり、竪穴住居址床面から出土している』ことを記し、さらに、『オホーツク文

化前期はじめ以外のオホーツク式土器は、出土しなかった』ことも報じられている6)。なお、『この住居址は火災にあ

っており、床面直上から炭化材(構造材や内部施設を示す材)が(多数･･･筆者加筆)検出され』ているらしい7)。さて、

この『概報』に報じられたような‘土器群’は、おそらく報告者達もそう考えるのであろうが、ほぼ、(ある限られた

時期に製作・使用されていた)一群のものと考えてよいと思われるが、本書第Ⅰ部、および、第Ⅱ部のここまでの各章・

各節に述べてきたところに明らかなように、目梨泊遺跡での北大北方文化研究施設、および、枝幸町教育委員会によ

る度重なる発掘調査では、そうした‘土器群’は全く発見されていないと言ってよさそうである。たしかに、そこに

は何例かの‘円形刺突文をもつもの’が記載されてはいるが、それらは、おそらく、より新しい時期の‘刻文系の文

様をもつものが主体となる土器群'、ないしは、‘沈線文系の文様をもつものが主体となる土器群’に伴った事例であ

って、(上にみたウバトマナイチャシ出土の‘土器群’に類する)‘刺突文系の文様をもつものが主体となる土器群’

の存在は、これまで、確認されてはいないのである。ただし、先に第１章第１節に、筆者は、北大北方文化研究施設、

および、(1987年度の)枝幸町教育委員会による調査区に遺されているキャンプ＝サイトが形成される以前に、旧国道
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238号線によって削られてしまった海寄りの台地平坦面が、(香深井Ａ遺跡の『魚骨層Ⅲ』ないし『魚骨層Ⅲo』に併行

する時期に)キャンプ＝サイトとして利用されていた可能性を考えたが、もしそれを考えるとすれば、さらにそれに先

立つ時期にも、そこがキャンプ＝サイトとして利用されていた可能性を全く否定してしまうことはできないであろう。

そして、そうした意味では、‘刺突文系の文様をもつものが主体となる土器群’が目梨泊遺跡に遺されていた可能性が

全くないわけではないのかもしれない。しかし、それを示唆する資料・データがほとんど全くえられていない現状で

は、そうした可能性を考えることはかなり困難であろうし、むしろ筆者らがここまで考えてきたように、積極的に、

目梨泊遺跡が、(｢オホーツク文化」の担い手達によって)キャンプ＝サイトとして利用されるようになったのは、‘刻

文系の文様をもつものが主体となる土器群’が製作・使用されるようになった時期以降のことであったと考えておく

ことにしたい。そして、そう考えるとすれば、上にいうウバトマナイチャシに（‘刺突文系の文様をもつものが主体と

なる土器群’の製作・使用者達による) 『竪穴住居址』を遺す‘集落'―といっても‘竪穴住居’は１戸だけなのだ

が―の形成される時期と、（‘刻文系の文様をもつものが主体となる土器群’の製作・使用達による)キャンプ＝サイ

トとしての目梨泊遺跡の出発の間には、たぶん、確実に、あるギャップ・空白の期間があったことになろうし、それ

は、また、ウバトマナイチャシに‘竪穴住居址’を遺す‘集落’を形成していた‘集団’と目梨泊遺跡に最初のキャ

ンプ＝サイトを遺していた‘集団’とは、確実に、別の・異なる‘集団’であったことを明示するものになる筈であ

る。 

 それでは、ウバトマナイチャシに‘竪穴住居址’を遺す‘集落’を形成していた‘集団’は、そこを離れた後に、

どこに移動していたのだろうか。 

 北海道でのこうしたグループ・‘刺突文系の文様をもつものが主体となる土器群’の製作・使用者達によって遺され

た遺跡群の分布状況からみるかぎり、ウバトマナイチャシに‘竪穴住居址’を遺す‘集落’を形成していた‘集団’

は、まさにこの時期に、はじめて、この地域に出現していたものと思われるが、その出自は、北海道北端部・稚内周

辺、あるいは、利尻島・礼文島、ないし、サハリン南部のいずれかであったものと考えられよう。枝幸町管内では、

他にも川尻北チャシ遺跡でこうしたグループの‘竪穴住居址’を遺す‘集落’が知られている8)が、おそらく、この時

期・ウバトマナイチャシにこうしたグループが出現したのと前後する時期に、そこにもこうしたグループがあり・そ

の‘集落’を形成していたものと考えられる9)。つまり、この地域・枝幸町周辺には、この時期にこうしたグループの

いくつかの『世帯』が進出して・その遺跡を遺していたのだと考えられることになろう。そして、そうだったとすれ

ば、ウバトマナイチャシに‘集落’を形成した『世帯』が、いずれかの理由によって、その‘集落’を放棄して、他

に移動していたと考えるとすれば、その移動先は、この地域に進出していたこうしたグループの全てがこの地域から

撤退していたとは考え難い以上、(その故地・稚内周辺、利尻礼文両島、ないし、サハリンではなく)この地域の他の

地点、たぶん、南東に20km程のところにある幌別川河口から約1.5km程遡って位置している川尻北チャシ遺跡だったか

と考えられよう。想像をたくましうすれば、この時期にこの地域に現れた(複数の『世帯』を含む)‘刺突文系の文様

をもつものが主体となる土器群’の製作・使用者達は、その当初はウバトマナイチャシと川尻北チャシ遺跡にそれぞ

れの‘集落’を形成していたのであり、その後、不慮の『火災』が原因となって、ウバトマナイチャシに‘集落’を

形成していた『世帯』は、その‘集落’を放棄して、川尻北チャシ遺跡の‘集落’に合流していたのではあるまいか。

この時点で、川尻北チャシ遺跡はいくつか(２,３？)の‘竪穴住居’群によってなる‘集落’としてあり、また、ほぼ

この時期に、長林寺遺跡(ないし枝幸港遺跡)および徳志別川川口左岸遺跡が、その‘集団’のキャンプ＝サイトとし

て、出発していたのではないかと考えられよう。いわば、この地域に進出していた「オホーツク文化」の担い手達が、

その『道北型のオホーツク文化』としての『地域集団』の典型的なあり方をもつようになったのは、あるいは、この

時期あたりからだったのではないかと考えている。 

 川尻北チャシ遺跡にあったこの『地域集団』の‘集落’が、後に、その下流１km程に位置しているホロベツ砂丘遺

跡に移っていたのであろうことは、本書第Ⅰ部の第１章第１節にすでに述べたところである。そこに触れたように、

川尻北チャシ遺跡に遺る４つの‘竪穴’は、いずれも、‘刺突文系の文様をもつものが主体となる土器群’の製作・使

用者達によって遺されたものだろうと考えられた。この地点で発見されている資料には‘刻文をもつもの’はほとん

ど含まれていない10)ので、これらの‘竪穴’は、ほぼ、北海道における「オホーツク文化」の当初の時期に属するも

のに限られると考えてよいのであろう。それとの対比で考える限り、‘集落’としてのホロベツ砂丘遺跡の出発は、そ

の直後だったと考えられなければならない筈である11)。しかし、これも先の項にすでに述べたように、ホロベツ砂丘
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遺跡は、そのかなりの部分が国道の建設工事および幌別川架橋工事のために破壊されており、そこに、いくつかの(｢オ

ホーツク文化」にかかる？) ‘竪穴住居址’があったことは推測できるが、そこが、いつ‘集落’として出発してい

たかは明らかであるとはいえない。これまでこの遺跡で表面採集されている資料は、‘刻文系文様をもつもの’が主体

となるようであり、少なくとも、‘円形刺突文をもつもの’は、確認されてはいないのである。ただ、この付近では、

‘集落’としての要件をそなえた遺跡が他には知られていないことから考えれば、川尻北チャシ遺跡からホロベツ砂丘

遺跡への‘集落’の移動という仮説は棄て難いので、それを裏づけるにたる・充分な資料を欠いているといううらみ

はあっても、ホロベツ砂丘遺跡は、たぶん、(香深井Ａ遺跡の『魚骨層Ⅴ』併行の)‘刺突文系の文様をもつものが主

体となる土器群’の製作・使用者達によって‘集落’として出発していたものと考えておくことにしたい。なお、こ

うした‘集落’の移動は、ここでもそれを裏づける充分な根拠があるわけではないが、おそらく、その‘集団’の成

員の数的な増大があって、‘集落’としての川尻北チャシが‘手狭’になっていたことが、つまり、新たな‘竪穴住居’

を造る余地がなくなっていたことが、その原因になっていたのではあるまいか。もちろん、この時期にもキャンプ＝

サイトは形成されていた筈であって、おそらく、長林寺遺跡(あるいは枝幸港遺跡)および徳志別川川口左岸遺跡が、

引続いてキャンプ＝サイトとして利用されていたものと考えられる。 

 筆者らは、すでに本章第１節に、目梨泊遺跡が、おそらく、香深井Ａ遺跡の『魚骨層Ⅲ』、ないし、『魚骨層Ⅲo』併

行期以降、(幌別川河口に‘集落’を遺した)『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって、そのキャンプ＝サイ

トとして利用されはじめたものと考えた。もし、こうした想定を認めるとすれば、オホーツク文化にかかる遺跡とし

ての目梨泊遺跡の出発は、そうした時期にあったものと考えられなければならないことになる。そして、こうした時

期は、おそらく、上にいう長林寺遺跡(ないしは枝幸港遺跡)および徳志別川川口左岸遺跡がキャンプ＝サイトとして

利用されはじめた時期よりも、やや遅れるものであったと考えなければならないようである。たぶん、幌別川河口域

に‘集落’を形成していた‘集団’の成員のさらなる数的な増大は、その‘集落’が川尻北チャシ遺跡からホロベツ

砂丘遺跡に移動した後にも続いていたのであり、そうした成員の数的な増大にみあうかたちで、そのキャンプ＝サイ

トを、新たに、河口から20km程北西・長林寺遺跡(ないしは枝幸港遺跡)からでも14km程の距離にある目梨泊遺跡に作

っていたのではないかと考えられよう。おそらく、河口から25km程南東・徳志別川川口左岸遺跡からでも19km程の位

置にある音標岬遺跡も、また、目梨泊遺跡と前後する時期に、この『地域集団』のキャンプ＝サイトとして出発して

いたのではないだろうか。ここまでの一連の想定を認めるとすれば、したがって、目梨泊遺跡に最初にキャンプ＝サ

イトを遺した‘集団’は、先に考えたように、たしかに、ウバトマナイチャシに(１戸だけの)‘集落’を遺していた

『世帯』とは、別の・異なる‘集団’だったことになろうが、同時に、ウバトマナイチャシに‘集落’を遺していた『世

帯』が、もし、(その廃棄後に)川尻北チャシ遺跡に移動していたという想定を認めるとすれば、そして、そうした『世

帯』が、それ以降も幌別川河口部にあった‘集落’の一員としてありつづけたのだとすれば、目梨泊遺跡に最初にキ

ャンプ＝サイトを遺した‘集団’は、実は、ウバトマナイチャシに‘集落’を遺していた『世帯』と全く無関係な‘集

団’ではなかった可能性がありそうである。すなわち、目梨泊遺跡に最初にそのキャンプ＝サイトを遺した‘集団’

は、かつてウバトマナイチャシに‘集落’を遺した『世帯』の後裔(あるいはその一部ないしそれを含む‘集団')だっ

たのであり、彼らに新たなキャンプ＝サイトを展開する必要が起った時、(彼らの父祖達が‘集落’を遺していた)ウ

バトマナイチャシに近い目梨泊遺跡を、その地として選んでいたのではあるまいか。それにいたるまでの間に彼らが

その地を訪ねたこともあったかもしれないが、もともと、その地が、彼らにとって全く未知の地ではなかったことが

そうした選択の理由になっていたのではないかと考えられよう。 

 いずれにしても、おそらく、香深井Ａ遺跡の『魚骨層Ⅲ』、ないし、『魚骨層Ⅲo』併行期あたりには、枝幸町周辺の

「オホーツク文化」の担い手達の『地域集団』は、かつて筆者が想定した12)ようなかたちで、すなわち、ホロベツ砂丘

遺跡に中核的な‘集落’を遺し、目梨泊遺跡・長林寺遺跡(ないしは枝幸港遺跡)・徳志別川川口左岸遺跡・音標岬遺

跡にそのキャンプ＝サイトを展開するかたちで、成立していたものと考えられる。この時点で、この枝幸町周辺の『地

域集団』は、４つのキャンプ＝サイトのそれぞれに・それぞれの『世帯』の成員が展開していた、逆に言えば、ホロ

ベツ砂丘遺跡にあった中核的な‘集落’は、４つの‘竪穴住居’群によってなっていた可能性が大きいように思われ

る。つまり、この『地域集団』の規模は、ほぼ、100人前後の成員によってなるものだった13)のではないか、そして、

そうした規模はこの地域のキャリング＝キャパシティに関して飽和的であり、その意味で、完結的なかたちだったの

ではないかと考えられる。 
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 筆者は、第１章の第１節に、目梨泊遺跡におけるキャンプ＝サイトが、まず海寄りの部分からその形成がはじまり、

それが次第に台地全面にひろがっていたのではないかと考えた。その場合、海寄りの部分にまずキャンプ＝サイトが

形成されたのは上にいう香深井Ａ遺跡の『魚骨層Ⅲ』、ないし、『魚骨層Ⅲo』併行期あたりであったと推定され、台地

の中央部・北大北方文化研究施設のＭ-16区を中心とする区域のそれは香深井Ａ遺跡の『間層Ⅰ/Ⅱ』併行期あたりで

あったことが明らかにされており、さらにより新しい時期を含めて、キャンプ＝サイトは、台地上を転々と動いてい

たものと考えられたのである。そうした調査結果を背景として、筆者は、さらに、少なくともある時期以降、目梨泊

遺跡には、二つ(あるいはそれ以上の数)の『世帯』がそのキャンプ＝サイトを遺していた可能性を指摘した。言い換

えれば、キャンプ＝サイトとしての目梨泊遺跡は、まずある単一の『世帯』のそれとして出発し、その後、二つ(ある

いはそれ以上の数)の『世帯』によって利用されていたことが推定されてよいものと考えられる。ここで、これらの複

数の『世帯』の間に、どのような関係があったかは明らかではない。しかし、筆者が考える『地域集団』の性格から

考えて、後に・新たに目梨泊遺跡にキャンプ＝サイトを遺すようになった『世帯』が、いずれかの他の地域(の他の『地

域集団』)から新たに参入していた可能性は、ほとんど、考える必要がないのではないかと思っている。すなわち、新

たに目梨泊遺跡にキャンプ＝サイトを遺すようになった『世帯』は、(それらの間の関係は明らかではないが)同じ枝

幸町周辺の『地域集団』のメンバーであって、それ(ら)が新たに目梨泊遺跡に参入していたものと想定されることに

なろう。こうした想定は、枝幸町周辺の「オホーツク文化」の担い手達の『地域集団』の規模が、ある時期以降、次

第に大きくなっていたことを示唆しているようにもみえる。遺憾ながら、ホロベツ砂丘遺跡は、ほとんど、破壊され

てしまい、目梨泊遺跡以外のキャンプ＝サイト、長林寺遺跡(ないしは枝幸港遺跡)・徳志別川川口左岸遺跡・音標岬

遺跡に関しては、これまで、ほとんど、調査が行われておらず、その詳細が明らかでないので、こうした想定を確認

することは困難であると言わざるをえないが、可能なひとつの想定として、言及しておくことにしたい。 

 こうして『道北型のオホーツク文化』の担い手達の一部・幌別川河口域に‘集落’を遺した枝幸町周辺の『地域集

団』のキャンプ＝サイトとして出発した目梨泊遺跡は、かなりの期間にわたって、そうしたキャンプ＝サイトとして

あり続けたものと考えられることになる。そこにキャンプ＝サイトを遺した『世帯』は、上に言うように、一単位で

あったり・複数の単位を含む場合がありえた、すなわち、その利用者の数が(ある程度の幅で)増減することがあった

かもしれない。しかし、少なくとも、『道北型のオホーツク文化』の担い手達によって利用されていた期間に関するか

ぎり、目梨泊遺跡は、そのキャンプ＝サイトとしての基本的な性格を、全く、変えることはなかったものと考えられ

る14)。 

 

附 雄武竪穴群遺跡の「オホーツク文化」にかかる竪穴住居址について 

 

 1995年、北海道開拓記念館によって発掘調査が行われた(｢擦文文化」にかかる竪穴住居址群を主体とする)雄武竪穴

群遺跡の一部で発見された「オホーツク文化」にかかる竪穴住居址の調査結果が報じられた15)。遺跡は、筆者が枝幸

町周辺の「オホーツク文化」の担い手達の『地域集団』の遺跡群の南東端に位置するものと考えた音標岬遺跡から、

さらに南東へ、30km弱のところにある。雄武川川口から500ｍ程さかのぼった位置に、北から河岸段丘を開析して小沢

が流込んでいるが、雄武竪穴群は、旧国鉄興浜南線によって切られたこの小沢から国道238号線によって切られるあた

りまで、300ｍ程にわたって、段丘縁から100～200ｍの範囲に竪穴群の分布が認められている。竪穴群は、先の小沢の

西・上流側に散漫に分布するものを含めて、『確認できた竪穴と思われる窪みの総数は209個』であるという。ただし、

『(竪穴は･･･筆者註)旧興浜南線および土取りのため消滅しており、消滅したその数は少なくても50軒は下らないと思

われる』と書かれ、また、『こうした窪みは、地元住民からの聞き取りではごみ焼却処理場まで存在していたといい、

雄武竪穴群遺跡は、国道238号線付近からごみ焼却処理場までの約80,000m2の広い範囲に』ひろがっていたものと考え

られている16)。この遺跡は、かつては開生遺跡と呼ばれており、山崎博信らによって発掘調査が行われて、『続縄文文

化期』の『住居跡』１基17)と、｢擦文文化」にかかる‘竪穴住居跡’７基が確認されている18)。北海道開拓記念館によ

る発掘調査も、『擦文文化の農耕と鉄に関する諸問題の究明』を目的とするものだった19)らしいが、『１号』～『４号』

の４基の『竪穴』を発掘調査した結果、『２号(竪穴･･･筆者註)住居址』～『４号(竪穴･･･筆者註)住居址』は「擦文文

化」のそれだったが、『１号(竪穴･･･筆者註)住居址』は『オホーツク文化の刻文＋沈線文期の(竪穴･･･筆者註)住居址

であることが判明した』と言う20)。なお、『炉の東側には95×70cm、深さ15cmの浅い皿状のピットが存在する』『この
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皿状ピットは、その周辺から採取した土壌のフローテーションの結果･･･(中略)･･･‘ガラス質の球状体’が多く出土

しており、おそらく鍛治にかかわるもの』と考えられている21)。興味ある指摘であろう。また、『遺跡全体の測量調査 

の結果、竪穴が集中する遺跡の西方、雄武川に注ぐ小谷の奥に長軸が10ｍを越
マ マ

え、平面形が五角形を呈する竪穴があ 

ることが確認できた』『この竪穴もその形状からおそらくオホーツク文化のものと考えられる』『この竪穴と沈線文期

の竪穴である１号住居址とは、小谷沿いに約130ｍの距離があるが、その間は土取りのため多くの竪穴が消失しており、

消失した場所にオホーツク文化期の竪穴(住居址･･･筆者註)が存在していた可能性もある』とも書かれている22)ので、

この雄武竪穴群遺跡には、詳細は、必ずしも、明らかではないが、もっと多数の「オホーツク文化」にかかる‘竪穴

住居址’が遺されていた可能性がありそうである。後に、あらためて触れるところがあろう。 

 この雄武竪穴群遺跡『１号(竪穴･･･筆者註)住居址』は、『長軸７.６ｍ、短軸推定６.５ｍの六角形を呈』し、『長軸

は･･･(中略)･･･雄武川の川筋とほぼ直角である』、つまり、海岸線に対しては平行するような方向をとっていたようで、

『住居址中央には炉石をもつ110×60cm、深さ10cmの炉』があり、『周溝や骨塚』『貼床』はなかったらしい23)。やや小

形であるが、｢オホーツク文化」にかかる‘竪穴住居址’として、ほぼ、典型的な例としてよさそうである。遺物は、

『床面』から、刻文と沈線文を組合わせて施文した４個体分の『オホーツク式土器』が『まとまって出土し』ており、

うち２個体が完形に復元されている。その他、『床面』『黒褐色土(住居址埋土)』からは、やや多数の『オホーツク式

土器』の破片が出土し、それらのうちには、刻文をもつもの・刻文と沈線文を複合施文するもの・沈線文をもつもの・

無文のものなどがあるが、一例だけ『擬縄文』をもつ口縁部破片が含まれている24)。『床面』『黒褐色土(住居址埋土)』

から出土している『オホーツク式土器』は、ほぼ、一群のものとして捉えられてよいと思われるが、この『擬縄文』

をもつ口縁部破片が、それらに共伴するものかどうか、明らかでない25)。また、『床面』『黒褐色土(住居址埋土)』か

らは、(黒曜石製の‘石刃’等を含む)かなりの数の石器なども発見されているが、これらについても、その共伴関係

等明らかではない。なお、この『１号(竪穴･･･筆者註)住居址』が、(周辺に分布する)｢擦文文化」にかかる‘竪穴住

居址’群よりも、時間的に、遡るものであることは、報告書にも言うとおり26)、明らかである。 

 その調査結果からみて、雄武竪穴群遺跡『１号(竪穴･･･筆者註)住居址』が、｢オホーツク文化」にかかる‘竪穴住

居址’であることは明らかであり、しかも、先に触れたように、それが「オホーツク文化」にかかる‘竪穴住居址’

群の一部だったであろうことも認められてよいと思われるが、ここで、問題は、こうした雄武竪穴群遺跡に遺される

「オホーツク文化」にかかる‘竪穴住居址’群、つまり、その‘集落’が、いったい「オホーツク文化」全体のなかで、

あるいは、北海道島における「オホーツク文化」のなかで、どのように位置づけられたらよいかにある27)。雄武竪穴

群遺跡に遺されていた｢オホーツク文化」の‘集落’遺跡は、先に注意したように、枝幸町周辺の『地域集団』の南東

端に当る音標岬遺跡・そのキャンプ＝サイトからは30km弱の位置にあり、一方、より東の‘刻文系の土器群’の製作・

使用者達の『地域集団』の知られている常呂・網走地区からは100km以上も離れている。そして、その常呂・網走地区

と雄武竪穴群遺跡の間には、これまでのところ、‘刻文系の土器群'、ないしは、‘刻文・沈線文系の土器群’を出土す

る遺跡は全く知られていないのである。こうした状況から考えれば、雄武竪穴群遺跡の「オホーツク文化」にかかる

‘集落’を、常呂・網走地区の『地域集団』との関係で考えることは、たぶん、困難であり、それは、いずれかのかた

ちで、枝幸町周辺の『地域集団』との関係において捉えられなければならないものと考えられよう。それこそが、筆

者が、ここに、‘附’として雄武竪穴群遺跡の「オホーツク文化」にかかる‘竪穴住居址’についての記述を加えるこ

とにした理由だったのであるが、そうであるとすれば、雄武竪穴群遺跡の‘集落’を加えて、枝幸町周辺の「オホー

ツク文化」にかかる『地域集団』は、どのようなかたちで捉えなおされるべきなのであろうか28)。 

 雄武竪穴群遺跡における「オホーツク文化」の担い手達の‘集落’は、北海道開拓記念館によって調査された『１ 

号(竪穴･･･筆者註)住居址』と、それから『小谷沿いに約130ｍの距離』にある『長軸が10ｍを越
マ マ

え、平面形が五角形 

を呈する竪穴』とによって窺われるのだが、『その間は土取りのため』に失われており、その全体の態様を明らかにす 

ることはできない。あえて復元的に考えるとすれば、『１号(竪穴･･･筆者註)住居址』と、『長軸が10ｍを越
マ マ

え、平面形 

が五角形を呈する(未掘の･･･筆者註)竪穴』の間には、(小沢から離れた位置にそれらしい竪穴は遺されていないので)

小沢に沿って・ほぼ直線的に「オホーツク文化」にかかる‘竪穴住居址’が並んでいた状況を考えることができるの

かもしれない。そう考えてよいとすれば、たぶん、『１号(竪穴･･･筆者註)住居址』を含む複数(２基？)の‘竪穴住居’

がまず造られ、時間を逐って、小沢の奥にむかって、‘竪穴住居’が造られていった状況が考えられてよいのではある

まいか。その場合、『１号(竪穴･･･筆者註)住居址』を含む複数(２基？)の‘竪穴住居址’が最も古く、小沢の奥寄り
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に分布する‘竪穴住居址’群の方がより新しかったことが考えられてよいことになろうか。つまり、雄武竪穴群遺跡

の「オホーツク文化」の担い手達による‘集落’は、（‘沈線文系の土器群’を共伴する)『１号(竪穴･･･筆者註)住居

址』を含む複数(２基？)の‘竪穴住居’が造られた時期に、出発していたことになろう。筆者は、先に目梨泊遺跡の

キャンプ＝サイトの分析の結果として、それがまずある単一の『世帯』のそれとして出発し、その後二つ(あるいはそ

れ以上の数)の『世帯』によって利用されていたことを推定して、それが、枝幸町周辺の「オホーツク文化」の担い手

達の『地域集団』の規模が、ある時期以降、次第に大きくなっていたことを示唆するものと考えた。そして、それは、

(北大北方文化研究施設による)Ｍ-16区を中心とする調査区のキャンプ＝サイトが形成された時期に、つまり、香深井

Ａ遺跡『間層Ⅰ/Ⅱ』併行の時期あたりに求められてよさそうである。こうした時期は、実は、雄武竪穴群遺跡の『１

号(竪穴･･･筆者註)住居址』の遺された時期、つまり、雄武竪穴群遺跡の「オホーツク文化」の担い手達による‘集落’

の出発する時期と前後するものだったと考えられる。すなわち、雄武竪穴群遺跡における「オホーツク文化」の担い

手達による‘集落’の出発は、目梨泊遺跡が二つ(あるいはそれ以上の数)の『世帯』によってキャンプ＝サイトとし

て利用されるようになる時期と、あい前後して起っていた可能性が考えられてよいのであろう。そして、そうである

とすれば、実は、これらの二つの事態は無関係に起っていたわけではなく、同じ枝幸町周辺の「オホーツク文化」の

担い手達の『地域集団』の規模の拡大の結果だったと考えることができそうである。 

 松尾隆は、『雄武町におけるオホーツク文化期遺跡の分布』について記載している29)が、そこに挙げられた諸遺跡の

うちには伝聞あるいはやや不正確な(？)記録によるものも含まれており、その全てについて『オホーツク文化期遺跡』

と断定することは、あるいは、困難なのかもしれない。それらのうちでは、『池原氏所蔵のオホーツク式土器(豊丘海

岸付近出土)』とされた資料が、ややまとまった資料として注意を惹く。これらの資料は、おそらく、松尾によって『豊

丘３』と記載された『イウンコタンナイ』右岸から出土したものと思われる30)が、刻文をもつもの・摩擦式浮文をも

つもの・沈線文と刻文を複合施文するもの・沈線文をもつもの・無文のもの、および、比較的少数の貼付文をもつも

のなどが含まれている31)。貼付文をもつ資料のグループをどのように理解すべきか明らかではないが、これらの資料

の大部分は、おそらく、一群の‘土器群’に属するものなのであって、この地点には、たぶん、‘沈線文をもつものを

主体とする土器群’の製作・使用者達によって（‘竪穴住居址’を遺さない)キャンプ＝サイトが遺されていたのでは

ないかと考えている。もしそれを認めるとすれば、この遺跡は、上にいう雄武竪穴群遺跡における「オホーツク文化」

の担い手達による‘集落’に対応するキャンプ＝サイトだったのではあるまいか。松尾が述べているように、雄武町

およびその周辺では、いくつかの地点で「オホーツク式土器」の出土が報じられているが、(ある程度以上の確かさで)

｢オホーツク文化」にかかるキャンプ＝サイトの存在を想定できる地点は他にないので32)、あるいは、雄武竪穴群遺跡

にあった‘集落’に対応するキャンプ＝サイトは、この『豊丘３』遺跡だけだったのかもしれない。 

 以上に検討してきたいくつかの状況から考えれば、雄武竪穴群遺跡『１号(竪穴･･･筆者註)住居址』の発掘調査にか

かわる問題、つまり、それを含む雄武竪穴群遺跡の「オホーツク文化」にかかる‘集落’の存在は、(対応する)キャ

ンプ＝サイトとしての『豊丘３』遺跡(あるいは『ｃ沢木』遺跡も)と共に、雄武町内における「オホーツク文化」関

係遺跡群が、あたかも、｢オホーツク文化」にかかる一『地域集団』のようなあり方をしている33)ことを明らかにした

ということができそうである。しかし、注意すべきことは、先に触れたように、こうした雄武町内に認められる「オ

ホーツク文化」関係遺跡群の分布が、北西に隣る枝幸町周辺の『地域集団』の遺跡群の分布と、間隙をもたずに、ほ

とんど接していることである。すなわち、枝幸町周辺の『地域集団』の東南端のキャンプ＝サイトと考えられる音標

岬遺跡と上の『豊丘３』遺跡との間には、わずかに20km程の間隔があるにすぎないのである。そして、そうであると

すれば、雄武町内における「オホーツク文化」関係遺跡群が、枝幸町周辺の『地域集団』と無関係にありえたとは、

到底、考えられないことになろう。つまり、雄武町内にみられる「オホーツク文化」関係遺跡群は、枝幸町周辺の「オ

ホーツク文化」にかかる『地域集団』を構成する遺跡群との密接な関係(それがどんな関係であったかはさらに考えら

れなければならないとしても)の下にのみ存在しえた筈である。ただ、それらが‘集落’と(複数の？)キャンプ＝サイ

トによってなっていることは、それが枝幸町周辺の『地域集団』を構成する遺跡群の延長部分、いわば、(拡張してい

た)枝幸町周辺の『地域集団』の一部ではなかったことを示唆するものであろう。結局、雄武町内における「オホーツ

ク文化」関係遺跡群は、枝幸町周辺の「オホーツク文化」にかかる『地域集団』の‘Off-shoot’であって、その地域

で、相対的に自立した・一『地域集団』に近い性格のものとしてあったのだと考えられることになろうか。ただし、

それが、枝幸町周辺の『地域集団』と無関係にはありえなかった・不離の関係の下にあったであろうことはすでに述
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べたとおりである34)。 

 筆者は、かつて、｢オホーツク文化」が、ある時期以降、北海道東部にまでその分布を拡げたことの理由を、『道北

部の、あるいは南樺太(サハリン･･･筆者註)を含めて、ある“地域集団”の集団領域のキャパシティを超えて増大した

人口の一部が、オーバーフローする形で、道東部に達した』ことに求め35)、さらにその時期を、『(香深井Ａ遺跡･･･筆

者註)魚骨層Ⅲoの時期・あるいはその前後の時期』に求めた36)が、そうした時期は、先に述べたように、まさに目梨

泊遺跡が枝幸町周辺の『地域集団』のキャンプ＝サイトとして出発した時期だったのであり、つまり、枝幸町周辺の

『地域集団』に関しては、上に言う『オーバーフロー』が起っていたとはおよそ考え難いということになりそうである。

しかし、その時期に目梨泊遺跡がキャンプ＝サイトとして出発したことにもうかがえるように、枝幸町周辺の「オホ

ーツク文化」にかかる『地域集団』でも、たぶん、‘人口の増大’は起っていたのであって、それが、続く香深井Ａ遺

跡『間層Ⅰ/Ⅱ』併行の時期あたりに、キャンプ＝サイトとしての目梨泊遺跡が二つ(あるいはそれ以上の数)の『世帯』

によって利用されるようになり、また、同じく雄武竪穴群遺跡『１号(竪穴･･･筆者註)住居址』が造られる、つまり、

雄武町内の「オホーツク文化」関係遺跡群が、その地域で相対的に自立した・一『地域集団』に近い性格のものとし

て成立することにつながっていたのだと考えられよう。すなわち、この場合、枝幸町周辺の「オホーツク文化」にか

かる『地域集団』における‘人口の増大’は、(道東部への)新たなオーバーフローを引起してはいなかったのであり、

それは(枝幸町の『地域集団』の‘領域’に接する)雄武町にその‘Off-shoot’を形成することで消化されていたのだ

と考えられる。それは、この時期には、すでに、道東部の各地域における『地域集団』が(『地域集団』として)定着

していたこと、つまり、新しいオーバーフローを受容れる‘余地’がなくなっていたことが、その理由になっていた

ものと考えられよう。 

                                    （大 井 晴 男） 

 

   

 1) 下記の文献を参照されたい。 

 右代啓視・小林幸雄・山田悟郎・小林孝二・為岡 進・水島未記「枝幸町ウバトマナイチャシ第１次発掘調査概報｣『北の文化交流

史研究事業 中間報告』北海道開拓記念館、1998、68～88頁。 

  右代啓視・小林幸雄・山田悟郎・村上孝一・為岡 進「枝幸町ウバトマナイチャシ第２次発掘調査概報｣『北海道開拓記念館調査

報告』第39号、2000、73～94頁。 

 2) 前註１引用の右代他(1998)文献の79頁。 

 3) 前註１引用の右代他(1998)文献の81頁。 

  ただし、本文の引用文のうち（中略）とした部分には、『５世紀末～６世紀ころ』という文言があったが、必ずしも同意できな

いので、省略に付した。 

 4) 前註１引用の右代他(2000)文献の89頁。 

  ただし、本文の引用文のうち（中略）とした部分には、『(約６世紀)』という文言があったが、必ずしも同意できないので、省

略に付した。 

 5) 前註１引用の右代他(1998)文献の79頁。 

 6) 前註１引用の右代他(1998)文献の79～81頁。 

 7) 前註１引用の右代他(1998)文献の77頁。 

 8) 下記の文献を参照されたい。 

  大場利夫・新岡武彦・大井晴男・菊池俊彦『北海道枝幸郡枝幸町川尻チャシ調査概報』枝幸町教育委員会、1972。 

 9) 先に本文に触れたように、ウバトマナイチャシに遺されたこのグループの‘竪穴住居址’は１戸だけだったらしい。しかし、こ

の時期に・この地域に進出していたこうしたグループがウバトマナイチャシに‘竪穴住居址’を遺した一『世帯』だけだったとは、

いささか、考え難いように思われる。むしろ、以下本文にも言うように、この地域・枝幸町周辺には、この時期に、こうしたグル

ープのいくつかの『世帯』が進出し・その遺跡を遺していたものと考えた方がよさそうである。ただし、そう考えようとする場合、

ウバトマナイチャシの事例は、一般的なオホーツク文化の担い手達の遺跡・遺跡群のあり方、就中、こうしたグループを含む『道

北型のオホーツク文化』の担い手達のそれとは、ややズレをもっていると言わざるをえないようにみえる。すなわち、『道北型の

オホーツク文化』の担い手達の場合、一般に、｢オホーツク文化」の担い手達の‘集落’は複数の‘竪穴住居’群によってなるよ
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うであり、また、ある『地域集団』はその‘集団領域’のうちにひとつだけ‘集落’を形成するのがふつうである。つまり、ウバ

トマナイチャシに遺された‘竪穴住居址’が１戸だけしかないことは前例に関して例外的であろうし、また、本文に言うように川

尻北チャシの‘集落’が併存したと考えるとすれば後者について例外的であると言わざるをえないことになる。何故、この地域で

こうした事態が起っていたのか、資料・データの現状では、遺憾ながら、明らかであるとは言えない。後考に俟たねばならないよ

うである。なお、道東部で、‘竪穴住居址’が１戸だけ遺されているらしい遺跡が知られており、また、『道東型のオホーツク文化』

の場合、その『地域集団』には、複数の‘集落’が併存することが知られているが、これらの事例は、その『地域集団』の組織原

理が(『道北型のオホーツク文化』のそれとは)異なっていたことに由来するものであろうと考えられるので、上の事例とただちに

対比することはできないものと考えられる。関係する問題については、筆者が、かつて、考え・議論したことがあるので、下記の

論文等を参照されたい。 

  大井晴男「遺跡・遺跡群の型式論的処理について―オホーツク文化の場合―｣『北海道考古学』第18輯、1982、55～81頁。 

10) 前註８引用の大場他報告書を参照されたい。 

11) 小野裕子は、下記の論文で、ホロベツ砂丘遺跡では、『刺突文系の土器群が、この(北海道教育庁文化課の1982年度の･･･筆者註)

範囲確認調査や過去の表採資料においても殆ど見られない事』(同論文、（上）28頁)などを理由として、『川尻北チャシの円形刺突

文期の聚落に直接連続する聚落をこのホロベツ砂丘遺跡に当てることは困難と言わざるを得ない』(同論文、（上）29頁)と書いて

いる。こうして、小野は、『この(ホロベツ砂丘遺跡の･･･筆者註)聚落の形成に与った人間集団は･･･(中略)･･･他地域からの(新た

な･･･筆者加筆)移動を想定する方が説明し易い』と言うのである。もしそう考えるとすれば、小野は、その時期に・この地域に進

出し、川尻北チャシ(およびウバトマナイチャシ)に（‘竪穴住居址’を含む)『聚落』を遺した‘刺突文系の文様をもつものが主体

となる土器群’の製作・使用者達が、いったん、北海道北端部ないしはサハリン南端部に退去して、後に、より新しい、(『刻文

期の後半期から、沈線文期への移行期にかけて』の)時期に、あらためて、『道北型のオホーツク文化』の担い手達がこの地域に進

出していたものと考えようとするのであろう。しかし、いったんこの地域に進出していた‘刺突文系の文様をもつものが主体とな

る土器群’の製作・使用者達がこの地域から退去しなければならない理由は、いったい、何だったのであろうか。もしそれが説明

し難いとすれば、こうした経過を想定することはかなり困難であり、むしろ、以下、本文に言うように考えた方がよいのではある

まいか。 

  小野裕子「道北オホーツク海岸の“地域集団”をめぐる問題(上・下)｣『古代文化』第48巻第５号、1996、21～36頁。第48巻第

６号、1996、14～24頁。 

12) 前註９引用の論文、および、下記の論文等を参照されたい。 

  大井晴男「オホーツク文化の社会組織｣『北方文化研究』第12号、1979、93～138頁。 

13) 筆者は、前註12引用の論文に、類似の想定を提示している。参照されたい。 

14) 小野裕子は、前註11引用の論文で、『目梨泊遺跡の３号竪穴住居が沈線文系の(土器群のおこなわれるの時期の？･･･筆者註)それ

であるとすると、沈線文系を主体とする(土器群のおこなわれる･･･筆者註)時期には、すでにこの“地域集団”の聚落は目梨泊遺

跡に移動していた』ものと考え、『(北見枝幸の“地域集団”では･･･筆者註)沈線文系を主体とする(土器群のおこなわれる･･･筆者

註)時期には、すでに“セトルメント＝パタン”における変化』が、起っていたものと考えようとする(同論文、（上）28頁)らしい。

すなわち、小野は、目梨泊遺跡が、(『道東型のオホーツク文化』の担い手達がそこに現れる以前に)『道北型のオホーツク文化』

の担い手達によって、すでに、‘集落’として利用されはじめていたのだと考えるのであろう。小野がそう考えるにいたった論拠

は、第１章第１節の註17・18にも触れたように、目梨泊遺跡の３号竪穴住居址の造られた時期が、『１号竪穴住居址よりやヽ古か

ったように思われます』（第Ⅱ部第１章第１節の註18文献）と述べた(1975年当時の)筆者の発言と、1985年に公表された枝幸町教

育委員会によるホロベツ砂丘遺跡の発掘調査報告書における『(刻文系の土器群を伴う･･･筆者註)１号(竪穴･･･筆者註)住居址』に

ついての、『ホロベツ砂丘にあった竪穴住居群のうちでもより新しい、むしろ終末に近い時期のもので』あろうという想定、つま

り、ホロベツ砂丘遺跡の‘集落’が、『(刻文系の土器群を伴う･･･筆者註)１号(竪穴･･･筆者註)住居址』あたりで終っていたであ

ろうという想定、等にあるのであろう。しかし、前者については、筆者は、第１章第１節の註18に言うように、これを撤回しよう

と考えているし、後者については、もし、小野の考えるように、ホロベツ砂丘遺跡の‘集落’が『(刻文系の土器群を伴う･･･筆者

註)１号(竪穴･･･筆者註)住居址』あたりで終っていたと考えようとすると、枝幸町教育委員会編の報告書に示された‘沈線文系の

文様をもつもの'(同報告書、Fig.21-70～75)や‘貼付文系の文様をもつもの'(同報告書、Fig.22-81～83)の存在を説明することが、

やや困難になりそうに思われる。そうしたコンテクストから考えれば、上にいう小野の主張には、遺憾ながら、同意し難く、本文

に述べてきたように考えた方がよいだろうと思っているところである。 
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  なお、下記報告書をも参照されたい。 

  枝幸町教育委員会編『ホロベツ砂丘遺跡―幌別川河川改修工事に伴なう埋蔵文化財発掘調査報告書―』枝幸町教育委員会、

1985。 

15) 平川善祥編『雄武竪穴群遺跡』(北海道開拓記念館研究報告 第14号)、北海道開拓記念館、1995。 

16) 前註15文献、７頁。 

17) 山崎博信「開生遺跡20号住居跡｣『北海道考古学』第１輯、1965、65～72頁。 

18) 山崎博信他『開生遺跡』名寄郷土史研究会、1965。 

19) 前註15文献、１頁。 

20) 前註15文献、30頁。 

21) 前註15文献、33頁。 

22) 前註15文献、122頁。 

23) 前註15文献、30頁。 

24) 前註15文献、第19図37。 

25) 筆者は、あるいは、この『擬縄文』をもつ資料は、この(｢オホーツク文化」にかかる)『１号(竪穴･･･筆者註)住居址』に共伴す

るものであったと考えてよいのかもしれないと思っている。詳細はさらに考えてみなければならないが、この資料は、(以下に言

うように)この『１号(竪穴･･･筆者註)住居址』を遺した『道北型のオホーツク文化』の担い手達に、ある範囲で、『道東型のオホ

ーツク文化』の影響が及んでいたことを示す事例かもしれないと考えているのである。同時に、それは、『道東型のオホーツク文

化』と『道北型のオホーツク文化』との時間的関係を示唆するものにもなりうるかもしれない。さらに、後考に俟ちたい。 

26) 前註15文献、122頁。 

27) 前註15文献では、遺憾ながら、こうした問題には全く触れられていない。しかし、この雄武竪穴群遺跡の『１号(竪穴･･･筆者註)

住居址』例については、筆者が、前註12引用の二論文他で展開している、北海道島の｢オホーツク文化」に関する(総括的な)議論

からははみ出してしまう事例であることは、おそらく、疑問の余地がないであろう。そして、そうであるとすれば、この雄武竪穴

群遺跡の発掘調査者・報告者は、当然、本文に指摘したような問題について議論し、それに対する(彼らなりの)結論を提示してお

くことが必要だった筈であろう。仮に、その調査の当初の目的が、本文にも言うように、別のところにあったとしても、調査の結

果については、発掘調査者・報告者は、無条件で、その責任を負わなければならない筈である。前註11引用の小野論文に言う、『オ

ホーツク文化の聚落論における停滞的な状況は、データそのものの不足よりも、こうした“議論”を回避する風潮の方により問題

がある』という指摘(同論文、（上）21頁)も、おそらく、同じことを言っているのだと思われる。発掘調査者・報告者としての責

任を放棄してしまったこの調査の当事者達には、あらためて、反省を求めておくことにしたい。 

28) 松尾隆は、下記の文献で、もう少し別の理由から、つまり、雄武町内の『（‘竪穴住居址’の確認できない･･･筆者註)オホーツク

文化期遺跡の分布』の検討結果によって、筆者の議論に疑問を呈している。松尾は、『雄武町内のオホーツク文化期の遺跡を枝幸

町川尻遺跡のキャンプサイトとするには･･･(中略)･･･余りに遠方である』『とすれば、雄武町または興部町のどちらかに集落があ

り、この地域で一つの“地域集団”を形成していたと考えるのが自然』であろうと言うのである(同文献、88頁)。だが、松尾は、

筆者がその『地域集団』を考えるためのもうひとつの指標とした、遺跡分布の『空白地帯』をもつという条件を失念しているらし

い。かりに、雄武町内の遺跡分布が松尾のいうとおりであったとしても、それと、枝幸町周辺の『地域集団』を示す遺跡群の分布

との間には、そうした『空白地帯』が確認できないのである。したがって、雄武町内の遺跡群を、そのまま、『一つの“地域集団”

を形成していた』と考えることは困難であると言わざるをえないことになる。この場合、雄武町内の「オホーツク文化」にかかる

遺跡の分布が松尾の考えるとおりであったとして、上に引用した松尾の指摘の前半の部分は、ほぼそのまま認められてよいと思わ

れるので、そうした状況をうまく説明するためのいずれかの別の論理が必要になることは、おそらく、事実であろう。まして、本

文に言うように、雄武竪穴群遺跡で、たしかに、｢オホーツク文化」にかかる‘集落’が確認しうるとすれば、なおさらであろう。

あるいは、小野裕子が前註11引用の論文で展開した議論の一部は、そうした問題に答えようとするものだったのかもしれない。す

なわち、小野は、『沈線文を主体とする時期の(新しい･･･筆者註)“セトルメント＝パタン"(における‘聚落'･･･筆者加筆)が、北

見枝幸集団の(分布の･･･筆者註)ほぼ両端に当たる目梨泊と雄武川尻の位置に移動し』ていたことを想定して、『この地域において

は、新たに獲得された生計戦略に基づくCarrying Capacityは、この時期には二つ(枝幸漁港遺跡を想定した場合は三つ)の聚落群

によるこうした空間配置を必要とするものであった』と考えている(同論文、（下）17頁)のである。つまり、枝幸町周辺の『地域

集団』の分布を、雄武町内の遺跡群にまで拡げて捉えようとしていたのだろうと考えられる。しかし、先に第１章に指摘したよう
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に、『沈線文を主体とする時期』に、『（‘聚落’が･･･筆者註)目梨泊･･･(中略)･･･に移動し』ていたとする理解には、遺憾ながら、

同意できないので、ここではさらに別の説明が必要になるものと考えられる。いずれにしても、松尾・小野の議論は、雄武竪穴群

遺跡を含めて、雄武町内の「オホーツク文化」にかかる遺跡群を考えるために、きわめて示唆的であろうと思われる。以下、本文

に、さらに考えてみることにしたい。 

  松尾隆「雄武町におけるオホーツク文化期遺跡の分布と土器｣『北海道考古学』第26輯、1990、73～90頁。 

29) 前註28引用の文献。 

30) 松尾は、前註28引用の文献の『表１』中の『豊丘１』の項に、『1984年の聴取によると海岸付近から子息が採集してきたもので

あるという』『オホーツク土器143片』と記載しているが、同じく『豊丘３』の項に、『豊丘１の土器はここの出土か』とも書いて

おり、たぶん、これらの資料は、『豊丘３』で採集されたものと考えているのだろうと思われる。筆者も、かつて、｢オホーツク文

化」にかかる遺跡群の分布調査に際して、この地点を訪れたことがあり、そうした遺跡のひとつであろうと考えていた。ただし、

松尾が記載する『笹藪内に10戸の竪穴があり、内五角形に近い大型のものが２ヵ所ある』という所見は、確認していない。 

31) 前註28引用の文献、図７～12。 

32) 松尾が前註28引用の文献に記載した諸遺跡のうち、『雄武川川尻遺跡』は、後に第２節に触れる、‘貼付文系土器’を共伴した‘竪

穴住居址’が発掘された遺跡であり、同文献の図２に示された土器の一部はこれに関係するものであろう。その他の、刺突文をも

つもの・刻文をもつもの・刻文と沈線文を複合施文するもの・沈線文をもつもの等が、確かにこの遺跡で発見されたものかどうか、

もしそうだったとすれば、それらはどんなあり方をしていたのかなどは、遺憾ながら、明らかではない。しかし、この地点は雄武

竪穴群遺跡の東端から200ｍ程しか離れておらず、そのキャンプ＝サイトであったとは到底考えられない。また『ｃ沢木』遺跡に

関しては、前註30にいう分布調査に際して、筆者らも、その情報をえており、その遺跡の確認に努めたが、遂に確認できなかった。

しかし、同文献図６に見るように、(貼付文をもつものとともに発見されている)刻文と沈線文を複合施文するもの・無文のもの等

は、雄武竪穴群遺跡の‘集落’に対応するキャンプ＝サイトの存在の可能性を示唆するものでありえよう。したがって、今後、沢

木周辺では、そうした遺跡が確認される可能性は充分にありうるものと考えられる。同文献に記載されるその他の遺跡に関しては、

資料・データが断片的すぎて、ここでの検討の対象とはなり難いようである。 

33) そうした意味では、前註28に引いた松尾隆の捉え方は、肯綮に中っていたということができそうである。ただし、前註28に触れ

たように、また以下にも言うように、雄武町内の「オホーツク文化」にかかる遺跡群を、単独の・独立した一『地域集団』と考え

ることは、おそらく、困難であろう。 

34) ここに述べてきた一連の議論は、これも前註28に触れた、小野裕子の議論と重なるところがありそうである。すなわち、小野は、

『この地域においては･･･(中略)･･･この時期(沈線文を主体とする時期･･･筆者註)には二つ(枝幸漁港遺跡を想定した場合は三つ)

の聚落群によるこうした空間配置を必要とするものであった』と考えていたのであって、その『（‘聚落’が･･･筆者註)目梨泊･･･

(中略)･･･に移動し』ていたとする想定を否定するとしても、この時期の・この地域の「オホーツク文化」にかかる『地域集団』

が、『二つ(枝幸漁港遺跡を想定した場合は三つ)の聚落群･･･(中略)･･･を必要とするもの』になっていたとする想定に関しては、(筆

者のいうところと)一致しているのである。ただし、小野が『二つ･･･(中略)･･･の聚落群･･･(中略)･･･を必要とするもの』であっ

たとする『地域集団』が一単位のものとしてあったと考えるのか、二つの(同等な)『地域集団』が並列するかたちであったと考え

るのか、明記されていないのでわからないが、筆者の考える、‘Main-gruop’と‘Off-shoot’という捉え方とは、ある差があるよ

うであり、また、こうした事態を導いた理由を、『新たに獲得された生計戦略に基づくCarrying Capacity』に求めるか、以下に筆

者が言うように、‘人口の増大’に求めるかにも、‘違い’がありそうである。さらなる議論を必要としよう。 

35) 大井晴男「土器群の型式論的変遷に就いて―型式論再考―(上)｣『考古学雑誌』第67巻第３号、1982、22～46頁の43頁(註35)。 

36) 大井晴男「オホーツク文化の荷負者の生業と集団」斎藤忠先生頌寿記念論文集刊行会編『考古学叢考 中巻』吉川弘文館、1988、

455～485頁の484頁(註29)。 
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第２節 ‘目梨泊集落’の成立とその展開 

 

 目梨泊遺跡は、そこに『道東型のオホーツク文化』の担い手達が現れた時点で、大きくその様相を変えることにな

ったようである。『道東型のオホーツク文化』の担い手達は、そこにその‘竪穴住居’群を造った、つまり、目梨泊遺

跡は、この時点から、‘集落’としての相貌をもつようになったのである。そして、すでに第１章第１節に述べたよう

に、それと同時に、というよりはそれをキッカケとして、ここ・目梨泊遺跡には、『道北型のオホーツク文化』の担い

手達もまた、その‘竪穴住居’を造っていたらしい。 

 ここで起っていた事態は、基本的には、『貼付浮文土器群によって示される時期の』『道東部における政治組織とし

ての地方群』の成員1)、もう少し特定して言うとすれば、たぶん、その時期の網走・常呂地区の『地域集団』の構成員

達(あるいは一部で同じく知床半島北西岸の『地域集団』2)の構成員達も)が、元々のその分布地域を越えて、オホーツ

ク海岸沿いに西北方向に拡散し、ついに、この目梨泊遺跡に到達していたのだと捉えられてよいものと思われる3)。も

っとも、そうした事態をわれわれ・考古学研究者達が、資料・データに基づいて‘目に見えるようなかたち’で捉え

ることができるかどうかには、いささか問題が残っていよう。たとえば、上に言う網走・常呂地区の『地域集団』の

場合、それは、けっして、『貼付浮文土器群によって示される時期』に初めて成立していたわけではなく、筆者は、そ

れに先立つ、『刻文土器群によって示される時期』にすでにそうしたものとしてあったと考えようとしているのだが、

『ここでは、さきに道北部のいくつかの地域集団・その遺跡群について述べてきた遺跡群の型式は、現状では認め難い

といわざるをえない』状況にある4)、すなわち、この地域では、『刻文土器群』を出土する遺跡としては、モヨロ貝塚5)・

二ツ岩海岸砂丘遺跡6)、および、能取西岸遺跡7)が挙げられているにすぎないのだが、これらのうちには明らかにその

時期の‘中核的な集落’として捉えられる遺跡は確認されておらず、また、その遺跡群の分布する範囲でも、能取半

島西北端からモヨロ貝塚に至る10km程の範囲にしか知られていない、つまり、一『地域集団』の領域を示すものとし

ては小さすぎるきらいがあることが指摘できるのである。しかし、モヨロ貝塚では、最近の発掘調査によって、‘刻文

土器群’を共伴する竪穴住居址が発見されたことが報じられて8)、そこが、その時期の‘中核的な集落’であった可能

性が考えられるようになり、また、これも比較的最近の発掘調査であるが、(モヨロ貝塚から30km程の距離に位置する)

常呂町栄浦第二遺跡で、常呂町教育委員会による『サロマ湖公園線緊急地方道路整備事業に係る･･･(中略)･･･緊急発

掘調査』に際して、その『P-34～36区』周辺・オホーツク文化にかかる（‘貼付文系土器群’を共伴する)竪穴住居址

群の群在する地区9)のその空白部に、‘刻文土器群’がややまとまって出土している10)ようであり、そこに、周辺に分

布する竪穴住居址群が造られる以前にこうした‘土器群’が(明らかな遺構を伴わずに)遺されていた、つまり、そこ

が、‘刻文土器群’の製作・使用者達によって、キャンプ＝サイトとして利用されていたことを示唆しているのかもし

れない。なお、この地区の(未調査の道路部分を挟んで)南30ｍほどの位置にある、(『縄文時代晩期』のものと推定さ

れている)『58号竪穴(住居址･･･筆者註)』でもまた、その『埋土』からやや多数の(器形を復元しうるものを含む)‘刻

文土器群’が発見されており11)、さらにこの西に続く『Ｓ-29～32区』でも、この場合は、むしろ、‘沈線文系の文様

をもつもの’が多数を占める土器群が発見されている12)。つまり、上に言う『P-34～36区』周辺を含めて、(道路を挟

んで)この周辺一帯には、‘刻文・沈線文系の文様をもつものを主体とする土器群’の製作・使用者達によるキャンプ

＝サイトが遺されていた可能性が考えられてよさそうである。そして、これらをも含めて考えるとすれば、『刻文土器

群によって示される時期』の網走・常呂地区の『地域集団』は、モヨロ貝塚を‘中核的な集落’とし、二ツ岩海岸砂

丘遺跡・能取西岸遺跡・栄浦第二遺跡を‘キャンプ＝サイト’とする(あるいは能取湖周辺にももうひとつ位キャンプ

＝サイトがあってもよいと思われるが)30km程の範囲を領域とするものとして捉えることができるのかもしれない。一

方で、サロマ湖より西では、これまでのところ、第１節に附として触れた雄武町内のいくつかの遺跡までのほぼ100km

の間、‘刻文・沈線文土器群’を出土する遺跡が、全く知られていないからである。こうした『刻文土器群によって示

される時期』の『地域集団』のあり方に対して、これに遅れる『貼付浮文土器群によって示される時期』には、これ

らの地域でのオホーツク文化にかかる遺跡群の分布状態は全く別のかたちをとるようになるらしい。すなわち、かつ

て『刻文土器群によって示される時期』の『地域集団』のあった網走・常呂地区には、モヨロ貝塚・二ツ岩遺跡13)・

トコロチャシ14)・常呂川河口遺跡15)・栄浦第二遺跡のいくつかの地点16)などの（‘貼付文系土器群’を共伴する‘竪穴
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住居址’群を遺す)‘集落’群が櫛比するようになるのである。さらに、それに止まらず、（‘貼付文系土器群’を共伴

する‘竪穴住居址群’を遺す)‘集落’群は、かつての『刻文土器群によって示される時期』の『地域集団』の領域を

越えて湧別町川西遺跡17)・紋別町栄遺跡18)・同オムサロ台地竪穴群Ｃ地点19)等にも展開するようになる。こうした（‘貼

付文系土器群’を共伴する‘竪穴住居址群’を遺す)‘集落’群のひろがりは、さらに、かつて(『刻文土器群によっ

て示される時期』には)別の『地域集団』が分布していたかと考えられる雄武町20)、および、枝幸町にまで及ぶのであ

る。それは、おそらく、『貼付浮文土器群によって示される時期』における、網走・常呂地区の「オホーツク文化」に

かかる『地域集団』の‘人口の増大'21)の結果だったのではないかと考えられよう。なお、雄武町および枝幸町の地域

が‘貼付文系土器群’の形成22)に関与していたとは考え難いので、したがって、これらの地域に知られる‘貼付文系

土器群’を共伴する‘竪穴住居址群'、たとえば雄武川川尻遺跡23)、および、目梨泊遺跡等24)は、先にも言うように、

(かつての『地域集団』の領域を越えて)オホーツク海岸を西北進した‘貼付文系土器群’の製作・使用者達が、その

延長上で、かつて‘刻文系・沈線文系の文様を主体とする土器群’の製作・使用者達の『地域集団』があった枝幸町

周辺に達し、そうしたグループを駆逐して、その‘集落’を遺していたものと考えられることになろう。もちろん、

この目梨泊遺跡の場合、第１章第１節に述べたように、そうしたグループの一部がそこに残り・その‘竪穴住居’を

遺していたものと考えられたのだが、それらにしても、‘貼付文系土器群’の製作・使用者達のこの地域への進出、そ

して彼らによる‘集落’の形成がキッカケとなっていたのであり、こうした推移に付随するもの・その一部だったと

言われてよいものと考えられる。そして、そうであるとすれば、すでに第１章第１節に言ったように、ここに起って

いた事態・『目梨泊遺跡における(オホーツク文化にかかる･･･筆者註)聚落の形成は、(たしかに･･･筆者加筆)道東型の

オホーツク文化・その荷負者(達･･･筆者加筆)のこの地域への新たな進出の結果だった』25)と言われてよいと思われる。 

 先に触れた知床半島北西岸の『地域集団』についても、状況はそれほど変わってはいなかったようである。この地

域でも、筆者は、その遺跡分布の状況によって、『刻文土器群によって示される時期』にすでにそうしたものとしてあ

ったと考えようとしているのだが、その時期の‘中核的な集落’として捉えられる遺跡は確認されていない。筆者は、

かつて、ウエンベツ河口遺跡あるいは禅龍寺遺跡をこの『地域集団』の‘中核的な集落’があった地点として想定し

ている26)が、それは、そこに『刻文系の土器群』が発見されていることは当然のこととして、『刻文系の土器群の製作・

使用者達の集落が残されてもよい条件をそなえ』た遺跡立地をもっているという理由のみに基づいており、とても、

充分な信憑性があるとはいえないようである。しかし、『貼付浮文土器群によって示される時期』の‘集落’遺跡群と

しては、知床岬から北西に、知床岬遺跡27)・ポンベツ遺跡・ウトロ海岸砂丘遺跡28)･チャシコツ岬上遺跡およびチャシ

コツ岬下Ｂ遺跡29)などが櫛比しており、また禅龍寺遺跡でも(やや新しそうな)典型的な‘貼付浮文土器’が表面採集

されているので、この地点にも『貼付浮文土器群によって示される時期』の‘集落’が遺されていた可能性は考えら

れてよいと思われる30)ので、知床半島北西岸の『地域集団』に関しても、その時期には、上に述べた網走・常呂地区

の『地域集団』と類似の状況があったことが想定されてよいことになろう。あるいは、知床岬遺跡で28戸31)と、『貼付

浮文土器群によって示される時期』の‘集落’遺跡としてはあまり例をみない多数の‘竪穴住居址’群が遺されてい

ること、ウトロ周辺でもそれに前後する‘貼付文系の土器群’を共伴する‘竪穴住居址’群がいくつかの地点(？)遺

されていることは、この知床半島北西岸の『地域集団』でも、網走・常呂地区の『地域集団』で起っていたのと同様

の‘人口の増大’がありえたことを示唆するものなのかもしれない。それにもかかわらず、この知床半島北西岸の『地

域集団』に関して、あるいは禅龍寺遺跡にこの時期の‘集落’があったとすればその唯一の例になるのかもしれない

が、網走・常呂地区の『地域集団』に認められたその時期の新たな地域への‘集落’の進出が確認できないことは、

かつて、『刻文土器群によって示される時期』にそれぞれの『地域集団』を分けるものとしてあった(遺跡分布の)『空

白地帯』、松尾隆の言い方を借りれば『(“地域集団”相互の間の･･･筆者註)緩衝地帯』32)が、ほとんどそのままに、

残っていたこと、つまり、知床半島北西岸の『地域集団』には新たな地域への‘集落’の進出を果すべき‘余地’が

残されていなかったことが、その原因だったのではないかと考えられる33)。筆者は、先に第１章第１節に、‘目梨泊集

落’を構成していた四つのグループの中の第四のグループ・枝幸町教育委員会による発掘調査区の竪穴住居址群が、

それ以前に目梨泊遺跡に竪穴住居址群を造っていた二つの『道東型のオホーツク文化』の担い手達とは異なる『地域

集団』に出自していたことを想定しているが、それは、実はこの知床半島北西岸の『地域集団』に出自する・その構

成者達だったのではないかと考えている、つまり、上にいう知床半島北西岸の『地域集団』のかかえていた‘隘路’

は、『貼付浮文土器群によって示される時期』の終末に近いある時期に、こうしたかたちでその‘はけ口’をえていた
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のではないかと考えられよう。もちろん、これまでに知られる資料・データによってこうした想定を論証することは

ほとんど困難であると言わざるをえないが、可能な想定のひとつとして、あえて、ここに言及しておくことにしたい。 

 もっとも、こうした想定を裏づけるものになるかもしれない資料・データが、全く、ないわけではなさそうである。

以下に、もう少し考えておくことにしよう。 

 筆者は、先に第１章第２節に、目梨泊遺跡の墓群にみられる副葬品の分析を介して、‘刻文・沈線文系の土器’を副

葬している墓、つまり、『道北型のオホーツク文化』の担い手達の墓群に副葬される鉄製品が、もっぱら大陸に由来す

るものであったのに対して、‘貼付文系の土器’を副葬している墓群、つまり、『道東型のオホーツク文化』の担い手

達の墓群に副葬される鉄製品が、ほとんどすべて本州に由来するものであることに注意して、それが、それぞれのグ

ループの(直接・間接の)行動、および、その行動範囲の‘違い’を反映するものであろうことを指摘した。すなわち、

『道北型のオホーツク文化』の担い手達の場合、その行動圏は、当然であるが、礼文島・利尻島を含む北海道北端部、

および、それを介して(直接・間接に)サハリンあるいは大陸に及んでいたであろうと考えられるのに対して、『道東型

のオホーツク文化』の担い手達の場合は、その墓群の副葬品に大陸に由来するものがほとんど全く認められないこと

から推して、その行動圏は北海道北端部、および、サハリンには及んでいなかったものと考えざるをえないようであ

る。そして、そうであるとすれば、(『道東型のオホーツク文化』の担い手達の墓群に副葬される)本州に由来する鉄製

品は、いったい、彼らのどの地域への・どんな行動の結果として彼らのもとにもたらされていたのであろうか。筆者

は、同じく第１章第２節に、彼らの墓群に副葬される本州に由来する鉄器類、就中、その刀剣類が(本州における)そ

の製作・使用年代において７世紀と考えられるものから９世紀と考えられるものまでを含み、しかも、‘目梨泊集落’

の形成期間・その継続年代と対比して、それらが、より新しい時期にまとまったかたちで・一括して、目梨泊遺跡に・

彼らのもとにもたらされていたことを推定して、結局、これらの多様な（‘蕨手刀’他の)本州に由来する刀剣類を集

積していたのは、｢擦文文化」の担い手達以外にはありえないだろうことを指摘した。こうした理解にしたがって考え

るとすれば、（‘目梨泊集落’を遺した)『道東型のオホーツク文化』の担い手達は、どこかで「擦文文化」の担い手達

と接触し、こうした多様な・本州に由来する刀剣類を含む鉄器類を入手していたことになろう。ここで、『道東型のオ

ホーツク文化』の担い手達と接触していた「擦文文化」の担い手達は、けっして短くはない「擦文文化」の時間的変

遷34)の中にあって、いったい、どんなグループだったのだろうか。 

 目梨泊遺跡では、遺憾ながら、本書第Ⅰ部に記述したように、北大北方文化研究施設の発掘調査ではわずかな・断

片的な‘擦文式土器’が発見されるに止まり、それらの発見された層準・位置に関しても特記すべき状況は知られて

おらず、また、1990～1992年度の枝幸町教育委員会による発掘調査でも、それは、同様だった35)ようである。同じく、

1987年度の枝幸町教育委員会による発掘調査でも、包含層から、(器形をうかがいうる)土器底部１点が発見され36)て

いるだけである。これらのわずかな・断片的な、また、層位的・位置的情報を欠く資料によって、これらの‘擦文式

土器’が目梨泊遺跡でどんなあり方をしていたのか、それらがどの‘オホーツク式土器’と共伴し、ないしは、いず

れかの‘遺構’と関係して遺されたのかといった問題に答えることはできないし、したがってまた、上にいう目梨泊

遺跡の『道東型のオホーツク文化』の担い手達と接触していた「擦文文化」の担い手達はどんなグループだったのか

という問いに答えることも不可能であると言わざるをえないことになる。 

 しかし、間接的に、こうした問いに答える方法が、全くないわけではないようである。すなわち、筆者は、かつて、

礼文島元地遺跡でのわれわれ北大北方文化研究施設の発掘調査の結果の一部を紹介し、それを介して、『擦文文化とオ

ホーツク文化の関係』(の一部)について論じたことがある37)が、その中で、『(元地遺跡の･･･筆者註)魚骨層Ｉにおけ

るオンコロマナイ台地上竪穴上層の土器群(刻文と沈線文を複合施文するものを主体とするオホーツク式土器の一

群･･･筆者註)に類似の資料と藤本氏ｄ群に比定される貼付文土器および(いわゆる東大編年･･･筆者註)擦文第２前半

の擦文式土器との共伴』関係を指摘し38)、さらにそれを介して、『道北(日本海沿岸･･･筆者加筆)地方に擦文文化(・･･･

筆者加筆)その荷負者が･･･(中略)･･･達したのは、(いわゆる東大編年･･･筆者註)擦文第２後半(の時期･･･筆者註)であ

った』と考えている39)。‘目梨泊集落’の成立は、本書第Ⅰ部および第Ⅱ部第１章に述べたように、道東部の貼付文系

土器群の製作・使用者達の継続期間の後半の時期、つまり、上の引用文にいう『藤本氏ｄ群に比定される貼付文土器

(群･･･筆者加筆)』の直後、『藤本ｅ群』40)の行われるような時期であると考えられるので、その時期は、ほぼ、『札幌

-苫小牧低地帯にあった擦文文化の荷負者のかなりの部分が、そこを離れて･･･(中略)･･･より上流の滝川・深川・旭川

市域に移動し』た時期、そして、さらに、『(その･･･筆者註)一部が･･･(中略)･･･雨竜川を遡り留萌川を降って日本海
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岸に達した』時期41)と重なる、ないし、前後するものと考えられよう。つまり、この場合、（‘目梨泊集落’を遺した)

『道東型のオホーツク文化』の担い手達と接触していた「擦文文化」の担い手達は、まさに、『(石狩川･･･筆者註)上流

の滝川・深川・旭川市域に移動し』ていたそれであり、また、その延長上で『道北(日本海沿岸･･･筆者加筆)地方』に

達していたグループだったものと考えられることになる。 

 結局、‘目梨泊集落’を遺した『道東型のオホーツク文化』の担い手達が多様な・本州に由来する刀剣類を含む鉄器

類を入手していたのは、『(石狩川･･･筆者註)上流の滝川・深川・旭川市域』にあった、あるいは、『道北(日本海沿岸･･･

筆者加筆)地方』にあった「擦文文化」の担い手達だったと断じてよいと考えられる。実際、深川市納内６丁目付近遺

跡では、かつて‘蕨手刀’が出土していることが報じられており42)、また、豊富町豊里遺跡では、これもかつて、『本

(豊里･･･筆者註)遺跡内の(｢擦文文化」にかかる？･･･筆者註)一竪穴から･･･(中略)･･･ほぼ完形の毛抜形太刀一振、直

刀四振、袋柄斧一ケ、大型Ｕ字形鉄器･･･(中略)･･･などが発見されている』ことが報じられている43)のであって、そ

のいずれの地域でも、問題の、多様な・本州に由来する刀剣類を含む鉄器類を入手することができたものと考えられ

る。ただ、すでに指摘したように、（‘目梨泊集落’を遺した)『道東型のオホーツク文化』の担い手達の行動圏は北海

道北端部およびサハリンには及んでいなかった、つまり、海路で・宗谷海峡を経由してこれらの地域に達することは

できなかったと考えられる44)ので、これらの地域へは陸路で、到達していたものと考えざるをえないようである。そ

の場合、比較的低平になる北見山地北部を越えて、北部日本海沿岸には頓別川を遡って60km程で豊富町に達すること

ができ、さらに海岸沿いに天塩に達することができるし、旭川・深川市域へは、幌別川を遡って天塩川流域に入りそ

こから天塩川を遡って120km程で達することができるが、少なくとも距離的には、北部日本海沿岸の方が、はるかに近

い。しかし、（‘目梨泊集落’を遺した)『道東型のオホーツク文化』の担い手達の墓に遺された本州に由来する刀剣類

を含む鉄器類の数量がかなり大きい45)ので、可能性としては、やや遠くとも、(｢擦文文化」の担い手達の数が多かっ

たであろう)旭川・深川市域の方が考えやすいようである。あるいは、旭川・深川市域を主に、両地域へ出かけて刀剣

類を含む鉄器類を入手していたのかもしれない。ただ、すでに注意したように、目梨泊遺跡で、きわめてわずかな‘擦

文式土器’しか発見されないことは、注意にあたいしよう。もし、それらが「擦文文化」の担い手達との正常な交易

によって入手されていたのだとすれば、‘目梨泊集落’にはもっと多数の‘擦文式土器’がもたらされていてよいので

はあるまいか。むしろこの場合、それらは、(正常な交易ではない)‘夜盗'、ないし、‘掠奪’のようなかたちで、入

手されていたのかもしれない。 

 それらがどのようなかたちで入手されていたにしても、‘目梨泊集落’を遺した「オホーツク文化」の担い手達の手

にもたらされていた本州に由来する刀剣類を含む鉄器類は、そこだけに止まっていたわけではないらしい。筆者は、

上に、‘目梨泊集落’を遺した「オホーツク文化」の担い手達が網走・常呂地区に出自していたことを示唆したが、網

走・常呂地区の「オホーツク文化」の担い手達の遺跡には、これまで、やや大量の本州に由来する刀剣類が発見され

ていることが報じられている46)。これらの遺跡から発見されている本州に由来する刀剣類については、これまで、そ

れらがどんなルートによって・どんな経緯によってもたらされていたのか議論されたことがないが、おそらく、上に

考えたような経緯によって、‘目梨泊集落’を遺した「オホーツク文化」の担い手達が入手していた本州に由来する刀

剣類を含む鉄器類が、(以下にも触れるようにそれが出自していた網走・常呂地区の‘集団’とのコンタクトを失って

いなかったと考えられる)‘目梨泊集落’を遺した‘集団’によって、持込まれていたものと考えられよう。そして、

そうした情報―本州に由来する刀剣類を含む鉄器類がそこで入手しうる方途があるという情報―が、知床半島北

西岸の『地域集団』のメンバーにも知られるようになり、それこそが、このグループを‘目梨泊集落’に駆っていた

直接の理由だったのかもしれない。すでに第１章第２節に述べたように、こうしたグループによって成っていたかと

考えられる‘目梨泊集落’を構成していた四つのグループの中の第四のグループの‘竪穴住居’の居住者達の‘墓域’

のうちにも、‘34号墓'‘H1号墓’など、‘蕨手刀’を副葬している例があり、そのグループも本州に由来する刀剣類を

含む鉄器類の入手にかかわっていたことが確認できるのである。 

 いずれにせよ、このようにして成立した‘目梨泊集落’は、第１章第１節にも考えたように、その後、比較的短期

間の間に・繰返しいくつかの『道東型のオホーツク文化』の担い手達が来住していたことはたしかであり、少なくと

もそのある時期には、かなりの‘賑い’を見せることになったようである。すなわち、北大北方文化研究施設がその

調査区を展開した台地上には二グループの『道東型のオホーツク文化』の担い手達の‘竪穴住居’と居残っていた『道

北型のオホーツク文化』の担い手達の‘竪穴住居’が、そして、ある時期からは、さらに、(1992～1994年度の)枝幸
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町教育委員会によって発掘調査が行われたやや奥まった舌状台地上に、もうひとつのグループの『道東型のオホーツ

ク文化』の担い手達の‘竪穴住居’が、それぞれに、建並んでいたものと考えられる。そこには、ある時期には６～

８戸の‘竪穴住居’が併存していたと考えてよいのではあるまいか。そして、そうした数は、ある一時期のオホーツ

ク文化にかかる‘集落’としては、その規模で、ほとんど、限界に達していたのではないかと考えられる。それは、

‘集落’自体の規模でも、あるまとまりをもつ‘竪穴住居’群を載せる台地の規模でもそうだったであろうし、何より

も、それらの‘居住者’達を維持するための領域の規模でも、筆者は、第１章第１節で、そのあるグループ(たぶん上

に言う最後のそれ)の領域が(かつての『地域集団』の‘集団領域’を越えて)神威岬の北にまでひろがっていた可能性

を考えたが、それでもなお、その収容力の限界に達していた可能性があろう。 

 しかし、そうした状況はけっして長くは続かなかったようにみえる。筆者は、これもすでに第１節に注意したよう

に、(『道東型のオホーツク文化』の担い手達によって遺された)‘Ｅ-４号竪穴住居址’の利用期間のある時期から(『道

北型のオホーツク文化』の担い手達である)‘沈線文系の土器群の製作・使用者’達がその‘居住者’のうちに加って

いたことを、また、同じく、‘Ｅ-５号竪穴住居址’と対になる‘竪穴住居址’が、小沢を挟んで南の・北大北方文化

研究施設の発掘調査区の‘竪穴住居址’群の分布する台地の北縁に造られていたことを考えた。これらは、その前者

が３号ａ竪穴住居・３号ｂ竪穴住居・２号竪穴住居にあった『道北型のオホーツク文化』の担い手達の一部が(たぶん

それら一連の竪穴住居のうちの最後のものである２号竪穴住居にあったその一部が)‘婚姻’等のかたちで、『道東型

のオホーツク文化』の担い手達によって造られていた‘Ｅ-４号竪穴住居’の‘居住者’達のうちに入りこんでいたこ

とを、そして、後者が、‘Ｅ-５号竪穴住居’とその対になる‘竪穴住居’が造られた時点で、それら・『道北型のオホ

ーツク文化』の担い手達によって造られた３号ａ竪穴住居以下の一連の‘竪穴住居’はすでになくなっていた、ない

しは、無人になっていたことを示唆すると考えられる。すなわち、これらは、３号ａ竪穴住居以下の一連の‘竪穴住

居’を遺していた『道北型のオホーツク文化』の担い手達が、けっして、安定的なかたちで‘目梨泊集落’のメンバ

ーの一員としてありえたわけではなかったことを示唆しているものと考えられよう。つまり、これらの『道北型のオ

ホーツク文化』の担い手達は、一‘竪穴住居’の‘居住者’達(＝一『世帯(Household)』)だけでは‘目梨泊集落’の

中での独立した一単位ではありえずに、他の・いずれかの『道東型のオホーツク文化』のグループに同化し、ないし

は、そのうちに入りこむか、もしそれができなかったとすれば、‘目梨泊集落’から撤退するかの選択を迫られていた

のであろう。そして、（‘居残り’としてあった３号ａ竪穴住居以下の)『道北型のオホーツク文化』の担い手達は、ま

ず前者の途を模索し、ついで、それが必ずしもうまくゆかなかったために、最終的には、後者・‘目梨泊集落’から(た

ぶん利尻島・礼文島を含む北海道の北端部あるいはサハリンへ)の撤退の途をとっていたものと考えられる。 

 ‘目梨泊集落’の変化をうかがわせる事例は、他にも認められてよさそうである。すなわち、北大北方文化研究施設

の調査した４号竪穴住居址では、その奥壁付近中央部・ふつういわゆる‘骨塚’が遺される位置に、きわめて大量の

焼けたヒグマの頭部の骨と指骨などが発見されたのだが、それらはけっして安置されたかたちではなく、むしろ無秩

序に散乱したかたちであり、しかも、層位的にも、床面に密着せず、やや浮いたかたちで発見されていたのである。

こうした状況は、これらのヒグマの頭部の骨と指骨などが、４号竪穴住居址が‘生き’て・実際に使われていた時点

に遺されたものではなく、その廃棄後にそこに遺されたものであることを示唆しているように思われる。そして、そ

うであったとすれば、４号竪穴住居址は、‘目梨泊集落’にあった最後の‘竪穴住居’ではなく、‘目梨泊集落’は、

４号竪穴住居址の廃棄後にもなお存続していたものと考えなければならないことになる。もしそれを認めるとすれば、

それは、おそらく４号竪穴住居址の‘居住者'・‘目梨泊集落’の形成に参与していた『道東型のオホーツク文化』の

担い手達の第二のグループが、ある時期以降、‘目梨泊集落’から、その姿を消していたことを示すものと考えられよ

う。それでは、『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第二のグループは、何故‘目梨泊集落’から姿を消していた

のであろうか。ここでも、目梨泊遺跡の置かれていた環境的条件が彼らの‘生業形態’に必ずしも適合するものでは

なかった可能性も全く否定してしまうわけにはゆかないが、むしろ、(さきに『道北型のオホーツク文化』の担い手達

について考えたのと類似の)‘集団’を維持してゆくための条件・(ここでは『道東型のオホーツク文化』の担い手達

の第一のグループと第二のグループの間に‘人’の交流がありえたことは想定できようがそれでもなお)‘人間集団’

の‘再生産’のための条件に困難があったことがその最大の理由だったのではないかと考えられよう。すなわち、筆

者はさきにこれらの『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第二のグループの出自を網走・常呂地区の『地域集団』

に求めたのだが、そして‘目梨泊集落’とその故地であった網走・常呂地区の『地域集団』との間には、ある‘つな
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がり’がありえたことを考えてきたのだが、それにもかかわらず、それらの地区からこの目梨泊遺跡までは、ほとん

ど200km近い距離がある。むろん、それらの間には、いくつかの(同じ出自をもつ)‘貼付文系の土器群’の製作・使用

者達による‘集落’が点在していた筈なのだが、その故地からの距離があまりに遠くなりすぎたことの結果として、

‘人間集団’の‘再生産’のための条件が満たされなくなっていた、つまり、適当な‘配偶者’をうることがしだいに

困難になり、ついには、その‘集団’を維持してゆくことさえも困難になっていたのではないかと考えられよう47)。‘目

梨泊集落’程度の‘集団’規模では、そこにあった『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第三のグループ、およ

び、（‘居残り’としてあった)『道北型のオホーツク文化』の担い手達を含めて、他の‘集団’にそれを求めないかぎ

り、長期間にわたって・安定的に、‘配偶者’を求めることは困難であろうし、ここまでに述べたきたように、‘目梨

泊集落’の状況は、必ずしも、そうした条件を満たすものではなかったようである、つまり、その‘集落’の構成は

それを可能にする態のものではなく、その地理的位置は、故地からも、また、それから派生した他の『道東型のオホ

ーツク文化』の担い手達の‘集落’からも、あまりに遠すぎたのだと考えられよう。こうして、（‘目梨泊集落’を構

成する一部であった)『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第二のグループは、その地を離れ、この場合は、ふた

たび、(その故地である)網走・常呂地区に戻っていたのであろう。ただし、もし、『道東型のオホーツク文化』の担い

手達の第二のグループについて上のように考えるとすれば、『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第一のグループ

についても、類似の状況が考えられなければならない筈である。つまり、ここでは、『道東型のオホーツク文化』の担

い手達の第一のグループもまた、その第二のグループと前後して、‘目梨泊集落’を離れて、網走・常呂地区に戻って

いたことを考えなければならないのであろうと思われる。 

 かくて、その盛時には６～８戸の‘竪穴住居’によって賑いをみせていた‘目梨泊集落’は、ある時期以降、急速

にその姿をあらためていたようである。すなわち、（‘居残り’としてあった)『道北型のオホーツク文化』の担い手達

は、‘目梨泊集落’から撤退して、北海道北端部へ移動し、その一方、『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第一

のグループと第二のグループも、その故地である網走・常呂地区に戻っていたのであり、‘目梨泊集落’に残った‘集

団’は、ほぼ、(最も遅れてこの地点に現れていた)『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第三のグループだけに

なっていたようである。‘目梨泊集落’の最後の姿は、たぶん、‘Ｅ-５号竪穴住居’と小沢を隔てて南の(未掘の)‘竪

穴住居'、そして、(『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第一のグループのうちで１戸だけ残ったかと思われる)

‘Ｅ-１号竪穴住居’の３戸、あるいは、遺跡の最も北の細い尾根上に遺る未調査の‘竪穴住居’を加えた４戸によっ

てなるものだったと考えられよう。 

 残された・最後の問題は、何故、『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第三のグループだけが‘目梨泊集落’に

残ったのか、あるいは、残りえたのかという問題である。筆者は、さきに第１節に、この‘集団’だけが、『道東型の

オホーツク文化』の担い手達の第一のグループ・第二のグループとは出自を異にしていた・別の『地域集団』に出自

していたことを想定し、さらに、この第２節では、それが知床半島北岸の『地域集団』に出自していた可能性を示唆

した。もし、こうした想定・示唆を認めるとすれば、それは、この‘集団’だけが‘目梨泊集落’に残った理由を説

明する材料のひとつになりうるかもしれない。すなわち、他の『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第一のグル

ープ・第二のグループが、(より近い)網走・常呂地区の『地域集団』に出自しており、しかも、その故地と‘目梨泊

集落’との間には点々と同じ出自をもつグループの‘集落’が連なっていた、つまり、元々の『地域集団』とこの‘目

梨泊集落’の‘集団’とはあるつながりを持ちえたのに対して、この『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第三

のグループだけは出自した知床半島北岸の『地域集団』とのつながりを持っていなかった、いわば、元々の『地域集

団』と断絶し・その‘退路’を断たれていたことが、この‘集団’が最後まで‘目梨泊集落’に残った、ないし、残

らざるをえなかったことの理由だったのではないかと考えられよう。この‘集団’の持っていた特殊性は、あるいは、

そのまま、この‘集団’が‘目梨泊集落’に残りえたことの、ひとつの理由になっていたのかもしれない。すなわち、

彼らが元々の『地域集団』と断絶し、そこに、‘人’の補給を、ないし、‘配偶者’を求めることが期待できなかった

ために、彼らは、半ば必然的に、この‘目梨泊集落’の中にそれらを求めざるをえなかったのであろう。それが、彼

らをして、（‘居残り’としてあった)『道北型のオホーツク文化』の担い手達との‘人’的な交流に導き、さらにそれ

が、彼らをして‘目梨泊集落’に残ることを可能にしていたのだと考えられる。筆者は、上に、‘目梨泊集落’の最後

の姿として、(『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第三のグループによって遺された)‘Ｅ-５号竪穴住居’と小

沢を隔てて南側の(未掘の)‘竪穴住居'、そして、(『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第一のグループのうち
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で１戸だけ残ったかと思われる)‘Ｅ-１号竪穴住居’の３戸を、あるいは、遺跡の最も北の細い尾根上に遺る未調査

の‘竪穴住居’を加えた４戸によってなるそれを考えた。最後の例に関しては、これまで全くデータがなく明らかで

はないが、‘Ｅ-１号竪穴住居’は、北大北方文化研究施設によって発掘調査された１号竪穴住居他と方向を一致させ

ていることからみて、『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第一のグループによって造られたものであることが推

定されてよいであろう。それにもかかわらず、この‘竪穴住居’が、１戸だけ、１号竪穴住居他とやや離れて・台地

奥に造られていることは、それが、いずれかの意味で、他とは異なる位置を持っていたことを示唆するようにみえる。

あるいは、この‘Ｅ-１号竪穴住居’は、『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第一のグループによって造られた

ものであるにもかかわらず、それだけが・‘例外的’に、『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第三のグループと

の間に‘人’的な交流を持ち、その故に、１戸だけ、それらと共に、この‘目梨泊集落’に残ったのだと考えられよ

うか。 

                                    （大 井 晴 男） 

 

   

 1) 本章第１節の註12引用の大井論文、131～133頁、参照。 

 2) 知床半島北西岸の「オホーツク文化」にかかる『地域集団』については、下記の論文を参照されたい。 

  大井晴男「斜里町のオホーツク文化遺跡について｣『知床博物館研究報告』第６集、1984、17～66頁。 

 3) こうした捉え方は、必ずしも、議論の余地のないほどに明快な・確定的なものであるとは言えないのかもしれない。たとえば、

小野裕子は、第１節の註11に引いた論文の中で、『これを(“道東型のオホーツク文化”の担い手達の“地域集団”のひとつである･･･

筆者註)網走集団の一方的な領域拡大と見ないのは･･･(中略)･･･(“道北型のオホーツク文化”の“地域集団”のひとつである･･･

筆者註)北見枝幸集団の沈線文系の聚落と同じ場所が、基本的に、貼付文系の聚落としても選択されていると見られること、即ち、

そこには沈線文系の集団と貼付文系集団の継続性が窺える事が、その理由である』と書いている(同論文、（下）20頁)。小野は、

さらにやや具体的に、『(道北部には？･･･筆者註)目梨泊遺跡の貼付文系土器群に見られるように、所謂道東系のソーメン文に代表

される器形・意匠・施文技術とはやや趣を異にする貼付文系土器群が存在する』『それらは、擬縄貼付文を多用するとともに、道

北的な沈線文系の文様要素との複合例もしばしば認められ、道北系の集団が貼付文系土器群への傾斜を深め、これに同化する過程

を示すものと理解できる』とも書いている(同論文、（下）23頁、註106)のである。小野の言う『やや趣を異にする貼付文系土器群』

『道北的な沈線文系の文様要素との複合例』が、目梨泊遺跡のどの資料を指して言うのか明示されていないので、必ずしも明らか

ではないのだが、これらの記述によって、小野が、そこに『道北系の集団』によって作られた『貼付文系土器』があったと考えて

いたこと、また、(そうした『貼付文系土器群』を共伴する？)『道北系の集団』によって遺された‘竪穴住居址’が、あるいは、

そうした‘竪穴住居址’群によってなる『聚落』があったと考えていたこと等をうかがうことができそうである。しかし、第Ⅰ部

に述べたわれわれの発掘調査の結果、および、ここまでにこの第Ⅱ部で検討してきたところから考えて、上に見たような小野の見

解には、遺憾ながら、同意し難いと言わざるをえないようである。 

 4) 本章第１節の註９引用の大井論文、70頁。 

  なお、以下本文にも言うように、こうした状況は、現時点でも大きく変っているわけではない。 

 5) 伊藤昌一・駒井和愛・名取武光・大場利夫・斎藤忠・佐藤達夫・吉田章一郎「網走モヨロ貝塚」駒井和愛編『オホーツク海沿岸・

知床半島の遺跡』東京大学文学部、1964、に別篇として所収。 

 6) 本章第１節の註12引用の大井論文、127頁、註77、参照。 

 7) 右代啓視・西本豊弘「網走市能取西岸遺跡について｣『北海道考古学』第19輯、1983、143～150頁。 

  なお、この遺跡は、『標高30～40ｍの海岸段丘上』にあり、その崖面に『(火山灰を貼床材とした･･･筆者註)貼床と骨塚を有する

オホーツク文化期の竪穴(住居址･･･筆者註)がある』ことが報じられ、付近では、やや多数の(完形に復しうるものを含む)オホー

ツク式土器、および、擦文式土器・続縄文土器・縄文土器などが発見されている。オホーツク式土器には、わずかな‘貼付文をも

つもの’もあるが、大多数は‘刻文系の文様をもつもの’である。報告者達は、こうした状況から、この遺跡を『刻文土器を出土

する竪穴住居址を伴なう遺跡』として報告したのであろうが、図示された『遺跡地層断面略図』によると、『オホーツク文化期の

竪穴(住居址･･･筆者註)』とされた部分の上部の堆積はほぼ水平であり、ここに『竪穴(住居址･･･筆者註)』があったとは、いささ

か、考え難いように思われる。報告者は、さらに、『(付近の･･･筆者加筆)地表面には、竪穴に由来するものと考えられる径10ｍ前

後のわずかなくぼみが５ケ所認められるが、オホーツク文化期の竪穴(住居址･･･筆者註)の可能性が考えられる』とも書いている
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のだが、こうした状況から考えれば、疑問の余地があろう。ここでは、この地点には‘刻文系の文様をもつものを主体とする土器

群’の製作・使用者達によるキャンプ＝サイトがあったものと考えておくことにしたい。 

 8) 北海道新聞2003年９月11日付け朝刊、参照。 

 9) 下記の東京大学文学部考古学研究室編報告書に言う『第４号竪穴(住居址･･･筆者註)』、および、常呂町教育委員会報告書に言う

『37号竪穴(住居址･･･筆者註)』等を含む地区を指して言う。なお、東京大学文学部考古学研究室編報告書の『Map Ib』を参照され

たい。 

  東京大学文学部考古学研究室編『常呂 北海道サロマ湖沿岸・常呂川下流域における遺跡調査』東京大学文学部、1972。 

  武田修編『栄浦第二・第一遺跡―道々サロマ湖公園線緊急地方道路整備事業に伴う発掘調査報告書―』常呂町教育委員会、

1995。 

10) 前註９引用の武田編報告書の第221図10・14、第222図１、第225図２・７・12、第227図２・11、第228図３などを指して言う。 

11) 前註９引用の武田編報告書の第188・189図。 

12) 前註９引用の武田編報告書の第221図１、第222図６・７、第224図８～10、第225図１・８・10、第229図２・６などを指して言

う。 

13) 野村崇・平川善祥・山田悟郎・門崎允昭・三野紀雄・小林幸雄・米村哲英・和田英昭『二ツ岩』(北海道開拓記念館研究報告 第

７号)、北海道開拓記念館、1982。 

14) 下記の文献を参照されたい 

  駒井和愛編『オホーツク海沿岸・知床半島の遺跡 下巻』東京大学文学部、1964。 

  宇田川洋・熊木俊朗編『居住形態と集落構造から見たオホーツク文化の考古学的研究』(平成11年度～平成14年度科学研究費補

助金基盤研究〔Ｂ-２〕 研究成果報告書)、東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究常呂実習施設、2003。 

  なお、この遺跡の『‘オホーツク文化’にかかる竪穴住居址群』に関しては、筆者が下記の研究ノートに言及しているので、併

せて、参照されたい。 

  大井晴男「‘貼付文系オホーツク式土器群’の‘型式論’的変遷を考える―‘型式論’のためのノート(３)―｣『北海道考古

学』第40輯、2004、167～184頁。 

15) 武田修編『常呂川河口遺跡(１)―常呂川河口右岸掘削護岸工事に伴う発掘調査報告書―』常呂町教育委員会、1996。 

  なお、この遺跡の、『15号竪穴(住居址･･･筆者註)』を含む、｢オホーツク文化」にかかる‘竪穴住居址群’についても、前註14

引用の研究ノートに筆者が言及しているので、併せて、参照されたい。 

16) 前註９引用の東京大学文学部考古学研究室編報告書、および、同武田編報告書。 

17) 青柳文吉「湧別町川西遺跡―北海道東部におけるオホーツク文化の遺跡調査―｣『北方民族博物館調査報告』北方民族博物

館、1995。 

18) 小柳正夫・因幡勝雄「栄遺跡調査概報｣『もうぺっと』創刊号、1968、３～15頁。 

19) 第１節の註11引用の小野論文、註84を参照。ただし、この遺跡に関しては、筆者はなお確認しておらず、詳細は明らかでない。 

20) 雄武町内に分布する(『刻文土器群によって示される時期』の)｢オホーツク文化」にかかる遺跡群に関しては、第１節に附とし

て触れているので、参照されたい。 

21) 『貼付浮文土器群によって示される時期』に、『道東部』で、‘人口の増大’が起っていたであろうことは、すでに、本章第１節

の註12引用の大井論文の132頁に指摘している。 

22)‘貼付文系土器群’の形成過程に関しては、これまでの調査・研究では、なお、明らかになっているとは言い難いようである。

ただ、その形成が、藤本強が下の論文にいう『(オホーツク土器･･･筆者註)ｃ群』が確認されている地域、つまり、ウトロ海岸砂

丘遺跡のある知床半島地域、および、その『４号竪穴(竪穴住居址･･･筆者註)』で『(オホーツク土器･･･筆者註)ｃ群』の共伴が認

められている栄浦第二遺跡を含む網走・常呂地域などで(その形成過程はともかく)行われていたであろうことは、少なくとも、承

認されてよいかと考えている。なお、栄浦第二遺跡『４号竪穴(住居址･･･筆者註)』に関しては、調査・報告者である藤本は、『(オ

ホーツク土器･･･筆者註)ｄ群に所属する典型的なオホーツク文化期の(竪穴･･･筆者註)住居址』として報告している(前註９引用の

東京大学文学部考古学研究室編報告書、285頁)が、筆者は、上にも言うように、『(オホーツク土器･･･筆者註)ｃ群』を共伴するも

のと考えた方がよいであろうと思っている(前註14引用の大井の研究ノート、181頁、註11、参照)。 

  藤本強「オホーツク土器について｣『考古学雑誌』第51巻４号、1966、28～44頁参照。 

23) 本章第１節の註15平川編報告書の10～13頁、および、註28引用の松尾論文の付記(同論文、89頁)を参照されたい。なお、この遺
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跡に関しては、筆者も、調査者・佐藤和利の厚意によって、直接確認している。 

24) 小野裕子は、第１節の註11に引いた論文で、(枝幸町では本書に報じた目梨泊遺跡以外にも)『枝幸港付近では、貼付文系土器を

伴う被甕葬の墓』が知られていることを紹介して、『あるいはここに貼付文期の聚落が存在した可能性も考えられる』と書いてい

る(同論文、（下）17頁)が、ありうべき想定かもしれない。 

25) 本章第１節の註９引用の大井論文、75頁。 

26) 前註２引用の大井論文、49頁。 

27) 下記の文献、および、前註２引用の大井論文を参照されたい。 

  知床岬調査隊「知床岬遺跡第一次調査概報｣『北海道の文化』創刊号、1961、１～18頁。 

  松下亘・米村哲英・畠山三郎太・安倍三郎『知床岬―知床半島の古代をさぐる―』(市立網走郷土博物館報告１)、市立網走

郷土博物館、1964。 

28) 前註14引用の駒井編文献、参照。 

  この遺跡では、前註22引用の藤本論文にいう『(オホーツク土器･･･筆者註)ｃ群』を共伴する‘竪穴住居址’は確認されている

が、『(オホーツク土器･･･筆者註)ｄ群』以降の‘竪穴住居址’は、なお確認されてはいない。しかし、前註２引用の大井論文の33-34

頁に言うように、そうした‘竪穴住居址’も遺されていた可能性が大である。ただし、そうした可能性を考えるとすると、以下に

言うチャシコツ岬上遺跡およびチャシコツ岬下Ｂ遺跡との関係が問題になろう。ウトロ海岸砂丘遺跡とこれらの遺跡の距離は

1.5km程、まさに、‘指呼の間’にあるからである。 

29) これらの二つの‘集落’は、ほとんど、相接する位置にあり、両者が同時に併存した可能性は、ほとんどないであろう。その場

合、チャシコツ岬下Ｂ遺跡が早く、それが、後にチャシコツ岬上遺跡に移動したものと考えられる。なお、チャシコツ岬上遺跡に

は、いわゆる「トビニタイ土器」を伴う‘竪穴住居址’も遺されているようである。 

30) 筆者は、前註２引用の論文で、その可能性について、否定的な発言をしている(同論文、57頁、註127)が、ここでは、あらため

てその可能性を考えておくことにしたい。なお、以上、知床半島北西岸の「オホーツク文化」の担い手達の『地域集団』について

は、前註２引用の論文に詳論しているので、参照されたい。 

31) 前註２引用の大井論文、22頁、および、付図１、を参照。 

32) 本章第１節の註28引用の松尾論文、88頁。 

33) 小野裕子は、第１節の註11に引いた論文で、すでに、類似の見解を示している(同論文、（下）19頁)。 

  なお、筆者も、下記の文献中で、『貼付浮文土器群によって示される時期』における、網走・常呂地区の｢オホーツク文化」にか

かる『地域集団』の‘人口の増大’が、オホーツク海北西沿岸への‘集落’の進出によって消化・処理され、また、知床半島南東

岸の『地域集団』、および、根室半島の『地域集団』の場合には、国後・エトロフ両島へのその‘領域’の拡大が可能であったの

に対して、知床半島北西岸の『地域集団』の場合、そうした‘領域’の拡大の‘余地’がなかったことに注意している。ただし、

それ以上の議論は、そこでは、展開されておらず、それがどんな結果に結びついていたのかについては触れていない。 

  大井晴男『アイヌ前史の研究』吉川弘文館、2004。 

34) いわゆる「擦文文化」の時間的変遷に関しては、｢擦文(式)土器」の分類・編年の作業を通じて、多くの研究者によって、様々

な意見・見解が提示されているが、逐一紹介する煩に耐えないので、省略に付すことにする。なお、筆者は、そうした研究動向の

中で、下記の論文等によって、一貫して、｢擦文文化」の動向(≒｢擦文(式)土器」の製作・使用者達の動向)を検討してきた。それ

に関する現在の筆者の見解は、前註33に引用した文献に詳しいので、その研究史をも含めて、この文献に依られたい。 

  大井晴男「擦文文化とオホーツク文化の関係について｣『北方文化研究』第４号、1970、21～70頁。 

  大井晴男「擦文文化といわゆる‘アイヌ文化’との関係について｣『北方文化研究』第15号、1984、１～201頁。 

35) 本章の序の註２引用の佐藤編報告書、126～127頁、および、第124図、参照。 

36) 本章の序の註１引用の枝幸町教育委員会編報告書、50頁、および、Fig.24-35、参照。 

37) 大井晴男「礼文島元地遺跡のオホーツク式土器について―擦文文化とオホーツクの関係について、補論２―｣『北方文化研

究』第６号、1973、１～36頁。 

38) 前註37の大井論文、26頁。 

39) 前註37の大井論文、27頁。 

  なお、北海道の北部日本海沿岸地域における「擦文文化」の担い手達の分布については、峰山巌・宮塚義人も、下記の概報に、

『留萌管内には、小平蕊川(河口のオピラウシュペツ遺跡･･･筆者註)のように、日本海に注ぐ河川の河口ちかくに、擦文時代の集落
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跡がよくあります』『擦文時代には、オピラウシュペツ遺跡と同じような構造をもった集落が、10～20kmおきに日本海岸に並んで

いて、河川の流域をそれぞれ自分たちの‘生活領域’としていたようです』と書いており(同文献、29頁、および、28頁所掲の図)、

また、その翌年に刊行された別の概報では、その時期を、『(宇田川編年の･･･筆者註)前期の終りころ･･･(中略)･･･から後期･･･(中

略)･･･あたり』と述べている(同文献、11頁)ので、筆者の主張(の一部)と、類似の見解に達していたことをうかがうことができそ

うである。ただし、その絶対年代について、そこで、『９世紀の終りころから11世紀』と言っている(同文献、11頁)ことには、同

意できない。 

  峰山巌・宮塚義人『オピラウシュペツ遺跡(高砂遺跡)―昭和55年度発掘調査概報―』小平町教育委員会、1981。 

  峰山巌・山田悟郎・宮塚義人・佐藤訓敏『オピラウシュペツ遺跡(高砂遺跡)―昭和56年度発掘調査概報―』小平町教育委員

会、1982。 

  なお、筆者も、その後、前註34引用の文献(1984)の66～69頁、および、前註33引用の文献の第二章第三節に、大要において変化

がないが、関係する問題について再論しているので、これらをも参照いただきたい。 

40) 前註22引用の藤本論文、参照。 

41) 前註34引用の大井文献(1984)の66～67頁。 

42) 下記の文献を参照されたい。 

  深川市史編さん室編『深川市史』深川市役所、1977。 

  野村崇・本堂寿一・遠藤龍畝『石狩川中流域の先史遺跡(空知文化財シリーズ 第６集)』空知地方史研究協議会、1977。 

  上に挙げた文献のうち、前者・『深川市史』には、深川市納内６丁目付近遺跡について、付近には『竪穴50～60あり』という記

載があり、この近辺は「擦文文化」にかかる‘集落’遺跡の密集地帯なので、これらの『竪穴』群もその一部であると思われる。

また、‘蕨手刀’は同文献66頁に写真が示されているが、『円墳が崩れて出土したわらび手刀』という記述がある。越田賢一郎は、

たぶんこの文献によって、下記の文献に『深川市納内でも塚状の小丘から蕨手刀が出土した』と書いて、この資料が『北海道式古

墳』から出土したものであろうことを考えている(同文献、422頁)。しかし、越田自身、この文章の中で、『土師器集団の流入によ

って･･･(中略)･･･盛土を持つ‘北海道式古墳’の出現をみることになった』と書いているのだが、石狩川中・上流域には『土師器

集団』の遺跡は遺されておらず、ここに『北海道式古墳』があった可能性はおそらくないであろう。なお、後者の文献にはそうし

た記載はなく、また、ここには、『当時、２刀発見されたが、うち１刀は行方不明である』と書かれており(同文献、70頁)、この

遺跡では、『２刀』が遺されていた可能性がある。ただし、『うち１刀』が‘蕨手刀’であったかどうかは、記載がなく、不明であ

る。 

  越田賢一郎「７～９世紀の墓制―北海道の様相―」日本考古学協会1977年度秋田大会実行委員会編『蝦夷・律令国家・日本

海―シンポジウムⅡ・資料集―』日本考古学協会1977年度秋田大会実行委員会、419～440頁参照。 

43) 児玉作左衞門・大場利夫「天塩国豊富遺跡の発掘について｣『北方文化研究報告』第14輯、1959、133～180頁の178頁。 

44) 鈴木靖民は、下記の文献で、『これらの大川遺跡以下の積丹半島の東側、余市湾から古蘭島湾にかけての沿岸部は全体として一

大交易場となり、その活動を相互に支える諸集落のグループを構成していた』『大川はその中の拠点交易港であった』(同文献、43

頁)と言い、また、『目梨泊を筆頭とする枝幸のオホーツク集落もまた長年月にわたって諸集団が行き交い、前に考察した余市大川

と類似する交易港の実態と性格を備えていた』(同文献、48頁)と言って、結局、『北海道、特に東と西の沿海地帯は北東アジアの

文明の十字路に位置し、人の交流、物資の流通のセンターとなった』(同文献、62頁)と、きわめて‘壮大な夢’を描いてみせる。

その議論は、しかし、遺憾ながら、充分な資料・論理の裏づけを欠いているようであり、‘地道に’考古学の研究をしている筆者

には、到底、同意し難いものである。むろん、こうした‘壮大な夢’を‘夢’として聞きながしてもいいのだが、そこで、鈴木が、

目梨泊遺跡に言及しているので、その発掘調査を実施した者としては、無視するわけにもゆかないようである。そして、ここでも、

鈴木の議論は、充分な資料・論理の裏づけを欠くものと言わざるをえないのであり、発掘調査の結果、および、関係する資料・デ

ータから考えれば、本文に述べたように考えざるをえないのである。鈴木には、それらの資料・データから導かれるこうした結果

を踏まえて、再論することをお願いしておくことにしたい。 

  鈴木靖民「古代蝦夷の世界と交流」鈴木靖民編『古代蝦夷の世界と交流(古代王権と交流 １)』名著出版、13～72頁、1996。 

45) 周知のように、モヨロ貝塚では、これまで(毛抜形のそれを含む)４例以上の‘蕨手刀’が発見されているが、これらも、他の流

入経路が明らかにされていないところからみて、おそらく、‘目梨泊集落’を遺した｢オホーツク文化」の担い手達を介して、そこ

にもたらされていたのではあるまいか。筆者は、本節にすでに、‘目梨泊集落’を遺した『道東型のオホーツク文化』の担い手達

が網走・常呂地区に出自していた可能性を考えたが、彼らは、以下本節に触れるように、目梨泊遺跡に移動した後にも、その出自
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した網走・常呂地区の『地域集団』の担い手達とのコンタクト(それがどんなものであったかはともかく)を失っていなかったもの

と考えられる。モヨロ貝塚で発見されている(毛抜形のそれを含む)４例以上の‘蕨手刀’は、そうした‘つながり’によって、‘目

梨泊集落’を遺したグループからもたらされたのであろう。もし、そう考えてよいとすれば、トコロチャシ遺跡で確認されている

‘蕨手刀’も、同じように考えることができそうである。これらをも含めて考えるとすれば、‘目梨泊集落’を遺した『道東型のオ

ホーツク文化』の担い手達によって入手されていた本州に由来する刀剣類を含む鉄器類の数量は、さらに、大きかったことになる

であろう。なお、筆者は、本章第１節の註12引用の論文132～133頁の註100で、大場利夫による註５の文献の記述に疑義を述べて

いるが、その『‘蕨手刀’と推定される』資料は、『下層出土』と記載されているにもかかわらず、同文献54頁に所掲の『第１表』

にしたがえば、この『大刀』を副葬している『No.10』の墓は、『貼付式浮文』を副葬しているようである。したがって、上記の筆

者の疑義は、誤解であったということになる。たぶん、『下層出土』という記載に問題があるのであろう。ただし、この『大刀』

は図示されておらず、これが‘蕨手刀’であったかどうかは、依然として、『明快』ではない。 

  下記の文献等を参照されたい。 

  児玉作左衞門『モヨロ貝塚』北海道原始文化研究会出版部、1948。 

  米村喜男衞『モヨロ貝塚資料集』網走郷土博物館、1950。 

  大場利夫「モヨロ貝塚出土の金属器｣『北方文化研究報告』第17輯、1962、165～196頁。 

  右代啓視「北海道常呂町出土のオホーツク式土器―加藤正コレクション―｣『北海道開拓記念館調査報告』第29号、１～16

頁、1990。 

  ついでに、高畠孝宗は、下記の文献に、上の右代文献に紹介された資料を、常呂町のＴＫ-18遺跡出土のものとしている(同文献、

図８)が、右代の記述にしたがえば、資料の出土した地点は、トコロチャシ跡遺跡の「オホーツク文化」にかかる‘竪穴住居址’

群の南東・山側に接する位置であって、トコロチャシ跡遺跡の一部であったと考えた方がよさそうである。たぶん、そこに(トコ

ロチャシ跡遺跡での「オホーツク文化」の担い手達の‘集落’に付属する)‘墓域’があったのではないかと考えられよう。なお、

熊木俊朗は、前註14に引用した宇田川・熊木編文献で、『(右代によって紹介された･･･筆者註)Fig.12-２・４～６が副葬されてい

た墓もTCB１号墓・２号墓付近にあった可能性がもっとも高い』と書いている(同文献、27頁)が、上の右代文献に言う、『トコロチ

ャシの南方高位に住む本田氏宅裏、同氏所有の畑地から出土した』という記述(同文献、２頁)を考慮すれば、むしろ、上に筆者が

言うように考えた方がよいのではないかと思われる。あるいは、トコロチャシ跡遺跡の「オホーツク文化」にかかる‘竪穴住居址’

群には、二つの‘墓域’があったと考えられてもよいのかもしれない。不明確な部分が少なくないが、可能なひとつの想定として、

触れておくことにしたい。 

  高畠孝宗「オホーツク文化の信仰と儀礼」野村崇・宇田川洋編『続縄文・オホーツク文化』(新北海道の古代-２)、北海道新聞

社、2003、162～181頁。 

46) 前註45を参照されたい。 

47) こうした想定は、｢オホーツク文化」の担い手達の‘婚姻’に関する‘仕来り・慣習’にかかわる問題であり、これまで「オホ

ーツク文化」の担い手達の‘婚姻’にかかわる資料・データがほとんどなく、また、それに関する議論がほとんどなされていない

現状では、こうした想定をすることには、問題があるかもしれない。しかし、その‘仕来り・慣習’がどうあれ、一般論としては、

こうした状況がありえたと考えることは、けっして、不可能ではないだろうと思っている。もちろん、今後の問題として、｢オホ

ーツク文化」の担い手達の‘婚姻’にかかわる‘仕来り・慣習’などについては、いずれかの資料・データに基づいて、さらに、

考えてみることが必要であろう。  
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第３節 ‘目梨泊集落’の終焉、あるいは、目梨泊遺跡の終焉 

 

 第２節の末尾に述べたように、筆者は、(『道東型のオホーツク文化』の担い手達の第三のグループによって遺され

た)‘Ｅ-５号竪穴住居'と、それと小沢を隔てて南側の(未掘の)‘竪穴住居’、そして、(『道東型のオホーツク文化』

の担い手達の第一のグループの中で１戸だけ残った)‘Ｅ-１号竪穴住居’の３戸を、あるいは、それにこの遺跡の最

も北の細い尾根上に遺る(未調査の)‘竪穴住居’を加えた４戸によってなる‘竪穴住居址’群を、‘目梨泊集落’の最

後の姿だったものと考えた。少なくとも、これまでに行われた発掘調査の結果によって考えるかぎり、こうした‘目

梨泊集落’の終焉以降に、この目梨泊遺跡には「オホーツク文化」の担い手達の足跡は遺されてはいないようであり、

つまり、‘目梨泊集落’の終焉は、そのまま目梨泊遺跡の終焉だったと考えてよさそうである。そして、そうであった

とすれば、‘目梨泊集落’の終焉(＝目梨泊遺跡の終焉)は、何故に、あるいは、どのようにして、起っていたのだろう

か。 

 筆者は、これまで繰返して、北海道のオホーツク海岸沿いに分布した「オホーツク文化」の担い手達が、新たにこ

の地域に侵入してきた「擦文文化」の担い手達によって駆逐されていたことを指摘してきた1)。この‘目梨泊集落’の

終焉(＝目梨泊遺跡の終焉)の場合も、そうした事例の典型的なもののひとつであると言われてよさそうである。ただ

し、目梨泊遺跡の場合、すでに第Ⅰ部に詳述してきたように、直接、そこに「擦文文化」の担い手達が侵入し・‘集落’

等を形成していたわけではなく、周辺地域への「擦文文化」の担い手達の侵入によって、いわば間接的に、｢オホーツ

ク文化」の担い手達は、その‘目梨泊集落’を放棄せざるをえない状況に追込まれていたのだと考えられよう。以下

に、周辺地域の状況をも加えて、やや詳細にそこに起っていた事態を見ておくことにしよう。 

 ｢オホーツク文化」の担い手達に及んでいた(時間的に最も早い)｢擦文文化」の影響・特にその‘土器群’に見られ

る影響については、筆者が、かつて、礼文島元地遺跡の資料について、記載し・論じたことがある2)。そこでは、｢オ

ホーツク文化」の担い手達は、その‘土器群’の中に‘擦文式土器’を持込み、また顕著に‘擦文式土器’の影響を

うかがわせる(筆者がそこで『道北部の‘接触様式'』と呼んだ)土器を遺していた、つまり、彼らは、そこで、『オホ

ーツク文化の基本的な構造を維持し』たまま、持込まれた‘擦文式土器’と、顕著に‘擦文式土器’の影響をうかが

わせる土器とによってなる‘土器群’を、製作・使用していたのである。少なくともそうした‘土器群’に関しては、

礼文島では、すでにわれわれの元地遺跡の発掘調査に先立ってその資料群が紹介されていた上泊遺跡3)をはじめ、その

後に発掘調査され・報告された香深井５遺跡4)、および、浜中２遺跡5)等にも知られるようになっており、また、われ

われの分布調査によっても香深の一地点・知床の一地点でもそうした資料を出土することが確認されている。礼文島

に隣接する利尻島でも、これも発掘調査され・報告されている利尻町亦稚貝塚6)をはじめ、われわれの分布調査によっ

て、東利尻町鴛泊港付近の一地点・同鬼脇付近の一地点・利尻町仙法志付近の一地点等、いくつかの遺跡でその例が

知られている。こうした‘土器群’の分布からみるかぎり、利尻・礼文両島では、ある時期、顕著な「擦文文化」の

影響を受けながらなお『オホーツク文化の基本的な構造を維持し』つづけた「オホーツク文化」の担い手達のグルー

プがあったことが、ほぼ想定できることになりそうである。これらの「オホーツク文化」の担い手達のグループの場

合、そこに顕著な影響をもたらしていた「擦文文化」の担い手達は、両島に相対する北海道本島の日本海沿岸北端部、

たとえば、天塩川河口付近にその‘集落’を遺していた7)のであって、この時期には、なお利尻・礼文両島には達して

いなかったらしい8)。すなわち、この時期に、｢オホーツク文化」の担い手達は利尻・礼文両島にあり、一方で、｢擦文

文化」の担い手達は北海道本島日本海沿岸北端部にあってこれに対峙し、両者の間には、何らかの・いずれかのかた

ちでのコンタクトがあったものと考えられよう9)。 

 少なくともこの場合、明らかなことは、利尻・礼文両島にあった「オホーツク文化」の担い手達のグループに、あ

る程度の数量(やや多数？)の‘擦文式土器’がもたらされていたことである。こうした(けっして耐久性が高いとはい

えない)物品が受渡されていることは、この場合、｢オホーツク文化」の担い手達と「擦文文化」の担い手達との間に

あったコンタクトが、両者にとって、いわば普通の・日常的なものであったことを示唆しよう。両者の間には、おそ

らく、(普通の・日常的なものとして)‘交易’が行われていたことが想定されてよいのではないだろうか。そこで、

‘交易’の対象になっていたものが何だったのかは、再び、明らかではない。‘擦文式土器'(たとえば‘坏’など)自体
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が‘交易’の対象になっていた可能性もないわけではないかもしれないが、たぶん、‘擦文式土器’は、その内容物(穀

類か？)と共に、｢オホーツク文化」の担い手達のところにもたらされていたのであろう。本州に由来する刀剣類など

の鉄器類は、(これまでに)利尻・礼文両島では発見例がないので、‘交易’の対象には含まれていなかった可能性が大

きいようである。それに対して、(｢オホーツク文化」の担い手達からの)‘交易’の対価となっていたのは、たとえば、

海獣類の毛皮・大陸に由来する物産等が考えられてよさそうである。こうした(必ずしも資料的な裏づけのない)推測

はともかくとして、利尻・礼文両島にあった「オホーツク文化」の担い手達と日本海北部沿岸地域にあった「擦文文

化」の担い手達との間にあった関係は、(第２節に考えた)‘目梨泊集落’にあった『道東型のオホーツク文化』の担

い手達と(日本海北部沿岸地域にあったそれを含む)｢擦文文化」の担い手達との間にあった関係とは、確実に異なって

いたようにみえる。すでに注意したように、‘目梨泊集落’には‘擦文式土器’は、ほとんど、持込まれてはいなかっ

たのである。上にいう論理にしたがうとすれば、したがって、‘目梨泊集落’にあった『道東型のオホーツク文化』の

担い手達と「擦文文化」の担い手達の間には、普通の・日常的なものとしての‘交易’はなかったものと考えられる

ことになろうか。その原因がどこにあったのかは、再び、明らかではない。あるいは、（‘目梨泊集落’にあったそれ

を含む)『道東型のオホーツク文化』の担い手達には‘交易’の対価となるべきものがなかったことがその原因にだっ

たのかもしれない。それにもかかわらず、‘目梨泊集落’に多数の本州に由来する刀剣類などの鉄器類が遺されていた

ことは、そこにあった『道東型のオホーツク文化』の担い手達と「擦文文化」の担い手達との間にあった関係が、先

にも考えたように、むしろ、非日常的な・異常なものだったことを示唆しているようである。 

 ただし、こうした時期の北海道本島北端部・稚内市周辺の状況に関しては、遺憾ながら、必ずしも明らかであると

は言い難いようである。この付近では、『道北部の‘接触様式'』の土器が確認されている遺跡は、ほとんどオンコロ

マナイ貝塚10)のみのようであり、さらに、この遺跡の包含層の状況が必ずしも良くはなかったことも関係して、そう

した資料の出土状況はかなり散点的であって、これらのグループのまとまった包含層が確かに遺されていたのかどう

かにも、疑問がないわけではない。その他、声問大沼遺跡で、『一辺の長さ7.35～7.45ｍで、隅丸の方形をなし、深さ

は、中央部で1.2ｍ』の、『南壁の西側に小石をもって焚口をつくった幅35cm、奥行き1.15ｍで、直径12cmの煙道を有 

する窯
マ マ

』を伴う『竪穴住居址』から、元地遺跡の『道北部の‘接触様式'』に類する、ただし、ほとんど無文の土器群 

が、‘擦文式土器’を伴って、発見されている事例があり、発掘調査者・報告者である大場利夫らは、『擦文式(土器･･･

筆者註)としては特異なものであって･･･(中略)･･･オホーツク文化との接触によって生じた、いわば、擦文式(土器･･･

筆者註)とオホーツク式(土器･･･筆者註)との、一種の接触型式の土器と考え』ている11)のだが、これを含めて考える

としても、この付近での『道北部の‘接触様式'』の‘土器群’によって示されるグループの遺跡の分布は、利尻・礼

文両島と比較して、いちじるしく散漫であると言わざるをえないのである。その一方で、この付近では、｢擦文文化」

の担い手達によって遺された‘集落’に関しても、『稚内市声問大沼をはさむ東西の丘陵上』の二つの‘竪穴住居址’

群、すなわち、その西にある『大小21個の竪穴住居址群』によってなる声問大沼遺跡12)と、その東側に位置する『台

地一帯に10数個分布しているといわれている』恵北遺跡13)が知られているのみであって、上に注意した天塩川河口付

近でのそれとの比較において、その密度でもまたその規模でも、その分布は、やはり、いちじるしく限られていると

言わざるをえないことになる。こうした状況だけから考えるとすれば、｢擦文文化」の担い手達の侵入は、この付近で

は、(天塩川河口付近に較べて)限られた規模のものであった、ないし、(少なくともこの時期には)なお起ってはいな

かったものと考えなければならないようである。その一方で、｢オホーツク文化」の担い手達についても、かつてこの

地域にあったその『地域集団』は、すでに、利尻・礼文両島、ないし、サハリンへ撤退しており、この地域からは姿

を消していたものと考えなければならないのであろう14)。オンコロマナイ貝塚に認められる『道北部の‘接触様式'』

の土器等のあり方は、そうした‘土器群’の製作・使用者達が、テンポラリーなかたちでこの地点を利用することが

あったという程度のものと考えられようし、声問大沼遺跡の事例は、その『地域集団』の限られた一部がそこに残っ

て、(元地遺跡とはやや異なる)｢擦文文化」との‘接触・融合’を果していたものと理解することができそうである。

もし、こうした状況を認めるとすれば、それでは、(そこに「擦文文化」の担い手達の大規模な侵入がなかったと思わ

れるにもかかわらず)何故かつてかなり長期間にわたってこの地域にあった「オホーツク文化」の担い手達の『地域集

団』の主要な部分が、この時期に・この地域から姿を消していたのかが問われなければならないであろう。ここでも、

そうした疑問に答えるための積極的な材料があるわけではない。しかし、海によって隔てられた利尻・礼文両島とは

異なって、この地域が、(この時期の)｢擦文文化」の担い手達の分布の中核的な地域のひとつだった(北海道の)北部日
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本海沿岸地域につながる地域であったことが、(この地域の)｢オホーツク文化」の担い手達の『地域集団』に、そうし

た行動を採らせた理由になっていたのではあるまいか。つまり、稚内周辺にあった「オホーツク文化」の担い手達の

『地域集団』と天塩川河口付近(ないしより北のサロベツ原野のどこか)にあった「擦文文化」の担い手達の‘集落'(群)

との間には、おそらく、その領域に(相互に)重複する部分があって、それが稚内周辺にあった「オホーツク文化」の

担い手達の『地域集団』のその地域からの撤退という結果に結びついていたのではないかと考えられよう15)。 

 なお、目梨泊遺跡では、これまでの発掘調査では、『道北部の‘接触様式'』の土器は、全く発見されていない。そ

れは、第Ⅰ部に詳述してきた北大北方文化研究施設の一連の調査でもそうであるし、また、1987年、および、1990～

1992年の枝幸町教育委員会の調査でも、また、2000～2002年に行われた『枝幸町教育委員会、オホーツクミュージア

ムえさし及び筑波大学歴史・人類系並びに札幌大学文化学部』の共催の調査でも、同様である16)。これは、これらの

発掘調査の資料中に、僅かな・断片的な例を除いて、‘擦文式土器’が(少なくともまとまったかたちでは)発見されて

いないこととも関係しよう17)。つまり、目梨泊遺跡では、その形成期間をつうじて、そこにあった「オホーツク文化」

の担い手達は、｢擦文文化」の担い手達との間にみるべきコンタクトをもってはいなかった18)のであり、したがって、

また、そこでは、利尻・礼文両島で見られたような『道北部の‘接触様式'』の土器は、生まれようもなかったのであ

る。 

 さて、筆者は、先に、『‘擦文文化の担い手’達の道北部日本海沿岸地域からオホーツク海沿岸地域への移動・拡散

は、実は‘移転’とも言うべきものだった、すなわち、道北部日本海沿岸地域にあった‘擦文文化の担い手’達は、(あ

る時点に･･･筆者加筆)挙げてオホーツク海沿岸地域へ移動してしまっていた』ことを考えたことがある19)。つまり、『道

北部日本海沿岸地域にあった‘擦文文化の担い手’達』は、時を逐って少しずつ・漸移的に、『オホーツク海沿岸地域

への移動・拡散』を果していたわけではなく、一気に、ほぼその全体が、『オホーツク海沿岸地域へ移動してしまって

いた』のだろうと考えたわけである。その第一歩は、当然、まず、『オホーツク海沿岸地域』の北端部に近いところに

始めれらていたものと考えなければなるまい。それは、(先にも注意したように稚内市周辺およびその南東に隣接する

猿払村には顕著な「擦文文化」にかかる‘集落’群は確認されてはいないので)おそらく、頓別川流域に求められてよ

さそうである。 

 稚内市の南東60km程のところに位置する浜頓別町では、頓別川河口部の左右両岸、および、河口部近くで頓別川に

合流するクッチャロ川を数粁遡ったクッチャロ湖の湖岸に、顕著な「擦文文化」にかかる‘集落’遺跡群が知られて

いる。すなわち、『海岸から約３km入った湖に面する台地上に残された170余の竪穴群によってなる浜頓別町クッチャ

ロ湖畔竪穴群、これに程近い頓別川河口附近左岸の台地上に残る133個の竪穴によってなる同豊牛遺跡、その対岸の低

平な砂丘上に立地する250余の竪穴によってなる同栄和竪穴群と、それに隣接する台地上に残るこれは87個の竪穴によ

ってなる同豊寒別台地竪穴群』である20)。これらの遺跡に遺される‘竪穴’群のすべてを、‘｢擦文文化」にかかる竪

穴住居址’と考えるわけにはゆかないのかもしれないが、僅かな例でしかないが、発掘調査が行われた‘竪穴住居址’

で、‘擦文土器群’の共伴が確認されているようであり21)、その多くは、‘｢擦文文化」にかかる竪穴住居址’群と考え

てよいだろうと思っている。そして、そうであるとすれば、これらの‘集落’遺跡群は、それがこれらのうちのどれ

であったか特定はできないとしても、まさに、『道北部日本海沿岸地域にあった‘擦文文化の担い手’達』が最初にそ

の一歩を『オホーツク海沿岸地域』に印した‘集落’を含むものだったと考えられることになろう。これらの‘集落’

遺跡を遺した「擦文文化」の担い手達は、そこで、(北部日本海地域で遭遇していたそれとは別の)｢オホーツク文化」

の担い手達と出会うことになったのである。そして、それこそが、最後の‘目梨泊集落’にあった「オホーツク文化」

の担い手達だったのだと考えられる。 

 筆者は、先に、本章の第１節で、‘目梨泊集落’にあったあるグループ(たぶん上に言う『道東型のオホーツク文化』

の担い手達の第三のグループ)の領域が、かつての『(枝幸町周辺の･･･筆者註)地域集団』の‘集団領域’を越えて、

神威岬の北にまでひろがっていたことを考えたが、もし、そうした想定を認めるとすれば、それは、当然、上にいう、

最初に・その第一歩を『オホーツク海沿岸地域』に印した‘集落’の‘居住者’であった「擦文文化」の担い手達の

それと重複することになろう。そして、それは、再び、両者・‘目梨泊集落’にあった「オホーツク文化」の担い手達

と頓別川流域に現れた「擦文文化」の担い手達の間に、ある‘フリクション’を惹起こしていたものと考えられよう22)。

この時、頓別川流域に出現していた「擦文文化」の担い手達は、『道北部日本海沿岸地域』の諸‘集落’にあったそれ

だった筈であり、その数は、最後の‘目梨泊集落’にあった「オホーツク文化」の担い手達の数との比較において、

112



 
 

はるかに大きかったであろう。こうして‘目梨泊集落’にあった｢オホーツク文化」の担い手達は、そこから、最終的

に、撤収せざるをえなかったのだと考えられる。こうして、目梨泊遺跡はその終焉を迎えていたのである。 

 ついでに言うとすれば、最後の‘目梨泊集落’にあった「オホーツク文化」の担い手達の撤収は、それだけに終っ

ていたわけではなかったと考えられる。こうした経過のうちにオホーツク海沿岸地域に現れた「擦文文化」の担い手

達は、それ以後、急速にオホーツク海沿岸を南東に拡散していたものと考えられる。そして、彼らのこの地域への拡

散は、ほとんどそのまま、その地域にあった『道東型のオホーツク文化』の担い手達の諸‘集落’の、その地域から

の撤退を意味していたのだと考えられよう。元々、その主要な部分で網走・常呂地域にあったその『地域集団』の拡

散として成立していたこの地域での『道東型のオホーツク文化』の担い手達は、ほとんどそのまま、元の網走・常呂

地域に戻っていたのであり、この地域に侵入した「擦文文化」の担い手達は、おそらく、常呂川左岸まで、一気にそ

の分布を拡げていたものと考えられる。こうして、網走・常呂地域の『道東型のオホーツク文化』の担い手達は、ほ

とんど緩衝地帯を残さないかたちで、｢擦文文化」の担い手達と接することになったのであろう。そして、そこで起っ

ていた事態は、『道東型のオホーツク文化』の担い手達の(社会的・文化的な) ‘変質’であり、また、『(道東部にお

ける･･･筆者註)接触様式』の土器の出現23)･いわゆる‘トビニタイ土器群'24)の成立だったのである25)。 

                                    （大 井 晴 男） 

 

   

 1) たとえば、下記の論文等を参照されたい。 

  大井晴男「擦文文化とオホーツク文化の関係について｣『北方文化研究』第４号、1970、21～70頁。 

 2) 本章第２節の註37引用の大井論文。 

 3) 大場利夫「北海道周辺地域に見られるオホーツク文化―Ⅱ 礼文島・利尻島―｣『北方文化研究』第３号、1968、１～43頁。 

 4) 内山真澄編『北海道礼文町香深井５遺跡発掘調査報告書(２)―道道礼文島線改良工事用地内埋蔵文化財発掘調査報告書―』

礼文町教育委員会、1990。 

 5) 前田潮・山浦清編『北海道礼文町浜中２遺跡の発掘調査』礼文町教育委員会、1992。 

 6) 岡田淳子・椙田光明・西谷栄治・西本豊弘他『亦稚貝塚』利尻町教育委員会、1978。 

 7) 天塩川河口付近の竪穴群に関しては、下記の論文・報告書等を参照されたい。 

  河野本道「天塩町川口基線遺跡の発掘調査資料」『アイヌ・モシリ』第７・８合併号、1964、22～48頁。 

  大場利夫・山崎博信『天塩川口遺跡』天塩町教育委員会、1971。 

  街道重昭・福田友之・山田悟郎『天塩川口遺跡』天塩町教育委員会、1975。 

  熊木庫一・加藤晋平・前田潮『天塩川口遺跡』天塩町教育委員会、1978。 

  天塩町教育委員会編『天塩町における考古学的調査』天塩町教育委員会、1979。 

  天塩町教育委員会編『天塩町における考古学的調査』天塩町教育委員会、1981。 

  天塩町教育委員会編『天塩町における考古学的調査』天塩町教育委員会、1982。 

  なお、藤本強は、下記の文献に、天塩川河口付近より北・幌延町音類の海岸砂丘一帯には、『竪穴の数が数百をこえる』竪穴群

があると書いている(同文献、65頁)。筆者らも、かつて、その一部について確認しているが、その全貌は、なお、明らかではない。

また、北海道埋蔵文化財センターは、音類の海岸砂丘一帯の竪穴群の測量調査を計画しているようであり、同センターの越田賢一

郎によると、そのための予備的な調査によって200基余の竪穴を確認しているという。あるいは、天塩川の河口付近から、第２節

の註43の報文に報じられたより北の豊富町豊里遺跡あたりまで、この海岸砂丘一帯には、(主として「擦文文化」にかかる)大小の

竪穴群が連綴しているのかもしれない。さらに、今後の調査に期待しておきたい。 

  藤本強『擦文文化』(教育社歴史新書 日本史36)、教育社、1982。 

 8) 利尻島については必ずしも明らかではないが、礼文島に関しては、下記の報告書に報じたように、北海道大学文学部北方文化研

究施設の発掘調査によって、香深井Ａ遺跡で、『(東大編年･･･筆者註)‘擦文第３’の時期』の２戸の「擦文文化」にかかる‘竪穴

住居址’が確認されている。これら２戸の‘竪穴住居址’が、筆者が第２節の註37文献に触れた元地遺跡の（‘擦文式土器’を共

伴する)『道北部の‘接触様式'』の‘土器群’の製作・使用者達の（‘竪穴住居址'・魚骨層などを含む)包含層よりも新しい時期

に遺されたものであることは、香深井Ａ遺跡での層位的状況に明らかである。香深井Ａ遺跡で確認されたこれらの「擦文文化」に

かかる２戸の‘竪穴住居址’は、たぶん、時期を異にして、それぞれに何戸かの‘竪穴住居址’群によってなる‘集落’を形成し
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ていたものと考えられよう。つまり、これらの複数の「擦文文化」にかかる‘集落’は、礼文島で、顕著な「擦文文化」の影響を

受けながら、なお、『オホーツク文化の基本的な構造を維持し』つづけた「オホーツク文化」の担い手達のグループが(たぶんサハ

リンへ)撤退した以後に、形成されていたものと考えられる。なお、この報告書中で筆者は、『(これに遡る･･･筆者註)より古い時

期、たとえば(東大編年･･･筆者註)‘擦文第２’によって示される時期に、本(香深井Ａ･･･筆者註)遺跡に擦文文化にかかる竪穴(住

居址･･･筆者註)があったかどうか』について結論を留保している(同報告書、（上）229頁、註４)が、現時点では、香深井Ａ遺跡に

は、そうした時期の「擦文文化」にかかる‘集落’はなかったであろうと考えている。こうした問題に関して、小野裕子は、下記

の論文で、『(香深井Ａ遺跡･･･筆者註)３号竪穴埋土の‘東大編年Ⅱ後半’に比定される擦文式土器群』を、『香深井Ａ遺跡におけ

る擦文文化の竪穴住居の構築時期を示すものとして理解し』ようとしている(同論文、381頁)が、やはり、関係する「オホーツク

文化」の担い手達と「擦文文化」の担い手達の動向からみて、これらの『(香深井Ａ遺跡･･･筆者註)３号竪穴埋土の‘東大編年Ⅱ

後半’に比定される擦文式土器群』は、おそらく、(香深井川を挟んで隣接する香深井５遺跡に竪穴住居址群を遺している)『道北

部の‘接触様式'』の‘土器群’に関係して遺されたものであって、香深井Ａ遺跡には、その時期には、｢擦文文化」にかかる‘竪

穴住居址’は、したがって、‘集落’は遺されなかったものと考えた方がよさそうに思われる。ついでに、関連する問題について

は、筆者が、第２節の註37文献にすでに論じている(同論文、28～29頁)ので、参照されたい。 

  大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究２ 香深井遺跡 上』東京大学出版会、1976、および、大場利夫・大井晴男編『オ

ホーツク文化の研究３ 香深井遺跡 下』東京大学出版会、1981。 

  小野裕子「礼文島オホーツク文化‘地域集団’の最終末期に関して―遺跡間の関係を中心に―」石附喜三男先生を偲ぶ本刊

行委員会編『時の絆 石附喜三男先生を偲ぶ道を辿る』石附喜三男先生を偲ぶ本刊行委員会、1998、363～387頁。 

 9) 以下に考えようとするここに言う‘コンタクト’が、具体的に、どんなかたちであり・どのようなものであったかについては、

これまで、ほとんど、議論されたことがない。ただ、すでに本文に見たように、この‘コンタクト’の結果、顕著な変化をもって

いたのは「オホーツク文化」の担い手達の側であって、それとは対蹠的に、｢擦文文化」の担い手達は、そこで、ほとんど見るべ

き変化を起してはいなかったようである。こうした状況は、以下に考えようとするところとは別の意味で、そこにあった‘コンタ

クト’について考えるための、ひとつの材料となろう。ここではその詳細には触れることができないが、関係するところのある問

題については、筆者が、すでに前註１引用の文献に触れている(同論文、60頁)ので、参照されたい。 

10) 下記のオンコロマナイ貝塚の報告書での『オホーツク土器』の分類に言う『オンコロマナイ貝塚第２群』が、ほぼ、それに当ろ

う。ただし、この報告書における『オホーツク土器』の分類が当を得ていたかどうかは、現時点での知見によって考えれば、やや

問題が残るように思われる。ここでは、同報告書の第７図１～４・９・12、第31図２・３・11、第42図５～７、第56図１・５・６・

10等の資料を指して言うことにする。 

  大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究１ オンコロマナイ貝塚』東京大学出版会、1973。 

11) 下記の報告書を参照されたい。 

  大場利夫・菅正敏『稚内・宗谷の遺跡(続)―声問大沼遺跡・恵北遺跡・メクマ遺跡発掘調査報告書―』稚内市教育委員会、

1972。 

  ここに報じられた資料は、たぶん、発掘調査者・報告者である大場利夫らもそう考えるように、『一種の接触型式の土器』であ

ろうと思われる。ただし、大場らがそう考えるように『擦文式(土器･･･筆者註)』ではなく、｢オホーツク文化」の担い手達によっ

て遺された『道北部の‘接触様式'』の一種であろうと考えられる。しかし、これらの資料の発見された声問大沼遺跡の『竪穴住

居址』の状況は、上の報告書に明らかなように、｢擦文文化」にかかる‘竪穴住居址’の状況に近いようであって、(なお未報告で

あるが)元地遺跡のそれとは、明らかな違いがある。本文に注意したこの‘土器群’の特徴の違いをも含めて、声問大沼遺跡での

『竪穴住居址』を遺した「オホーツク文化」の担い手達のあり方には、元地遺跡の場合とはやや大きな違いがありそうに思われる。

これらの差異をどう評価すべきか、限られた資料・データしかえられていない現状では、かなり困難な問題であるが、以下、本文

に述べるところは、それらに関するひとつの可能な理解ではないかと考えている。なお、声問大沼遺跡(シュプントウ湖右岸遺跡)

では、下記の報告書にみられるように、なお詳細は未報告であるが、1963年に、『２個の竪穴(住居址･･･筆者註)』が発掘されてい

るようであり、そのうちの１基から『完全に復元可能な擦文式土器を１個体分』が発見されているという。この事例を含めて、声

問大沼遺跡(シュプントウ湖右岸遺跡)をどう捉えるべきか、なお、疑問が多い。 

  佐藤忠雄・其田良雄・山口敏『稚内・宗谷の遺跡 富磯貝塚 泊内竪穴住居址 抜海岩陰遺跡』稚内市教育委員会、1964。 

12) この声問大沼遺跡に関しては、前註11にも述べたように、少なくともその一部は、｢オホーツク文化」の担い手達によって遺さ

れたものと考えられよう。ただし、これも前註11に触れた佐藤らの報告書に紹介されている『完全に復元可能な擦文式土器を１個
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体分』が発見されたものを含む『竪穴(住居址･･･筆者註)』が｢擦文文化」の担い手達によって遺されたものかどうかは、必ずしも、

明らかではない。つまり、前註11に言ったように、声問大沼遺跡(シュプントウ湖右岸遺跡)をどう捉えるべきか、なお、疑問が多

いのである。ついでに言えば、佐藤らの報告書は、このシュプントウ湖右岸遺跡について、『確認された竪穴の数は約(？･･･筆者

註)33個に及んでいるが、もっと多くの竪穴が存在するようである』と書いているが、大場らの報告書との『竪穴』数の違いがど

ういう理由によるのか・そのどちらが正確なのか、遺憾ながら、明らかであるとは言えない。 

13) 前註11引用の大場・菅報告書、参照。 

14) あるいは、もし、稚内周辺にあった「オホーツク文化」の担い手達の『地域集団』が、この時期に・その地域から撤退していた

のだとすれば、それは、‘目梨泊集落’に（‘居残り’として)あった『道北型のオホーツク文化』の担い手達(おそらくその２号竪

穴住居の‘居住者’達)がそこから撤収することになったひとつのキッカケになっていたのかもしれない。ここでも、そう考える

べき積極的な資料・データがあるわけではないが、可能な想定のひとつとして、触れておくことにしたい。 

15) こうした想定は、両者・稚内周辺にあった「オホーツク文化」の担い手達と天塩川河口付近(ないしより北のサロベツ原野付近

のどこか)にあった「擦文文化」の担い手達との間の関係が、必ずしも協調的なものではなく、むしろ、(少なくともそのある部分

では)競合的なものであったことを示唆していると考えてよさそうである。それは、先に本文に考えた利尻・礼文両島の「オホー

ツク文化」の担い手達と天塩川河口付近(ないしより北のサロベツ原野付近のどこか)にあった「擦文文化」の担い手達の間の関係、

つまり、‘交易’を介した両立的な関係の想定と、必ずしも、矛盾するものではないだろうと考えている。すなわち、二つのグル

ープが相互に接する場合、そこに領域の重複がなければ、‘交易’を介した両立的な関係が成立しえたとしても、その領域に(相互

に)重複する部分があった場合、そこでは両者の関係は、むしろ、競合的なものになっていたのではあるまいか。この場合、後者

の事例であったと考えることが妥当なのであろう。 

16) 本章の序の註１の枝幸町教育委員会編報告書・註２の佐藤編報告書・註４の枝幸町教育委員会編報告書を参照されたい。 

17) 本書第Ⅰ部、および、本章第２節の註35・註36を参照されたい。ただし、本章の序の註２の佐藤編報告書では、『土師器の坏が

３点出土』したことが報じられており、第125図に図示されている。一例は『一部ではあるが口縁部から底部にかけて接合』して

いるが、いずれも破片である。こうした『土師器の坏』は、これまで、日本海北部沿岸地域の「擦文文化」にかかる‘集落’遺跡

では、ほとんど全く知られておらず、その意味では、この遺跡から発見されている他の‘擦文式土器’とは別に考える必要がある

かもしれない。なお、これらの『土師器の坏』は『包含層』出土例であり、伴出関係の明らかなものは含まれていない。ついでに

言うとすれば、目梨泊遺跡でこうした『土師器の坏』が発見されていることは、裏返しに言えば、本遺跡で発見されている‘擦文

式土器’のうちに、ここまでに考えてきたそれとは別の経緯・ルートによってもたらされていた例が含まれていた可能性を、全く、

排除することはできないことをも意味しよう。さらに、考えてみる必要があるのかもしれない。 

18) ただし、‘目梨泊集落’で、いくつかの『土壙墓』から‘蕨手刀’他の本州に由来する刀剣等の鉄器類が発見されていることは、

第１章第２節、および、本章第２節に述べたとおりであり、それらが、｢擦文文化」の担い手達の手を経由して、ここにもたらさ

れていたことはすでに述べたとおりであって、それらが、ある意味で、｢擦文文化」の担い手達とのコンタクトの結果であったこ

とは疑問の余地がない。しかし、そこにあったコンタクトは、本章第２節に詳論したように、また、本節にもすでに触れたように、

むしろ、非日常的な・異常なもの、いわばネガティヴ・コンタクトだったのであって、それが、ここまでに論じてきたようなコン

タクトとは別のものだったことは、あらためて論ずるまでもないと思われる。本文に言うところは、その意味である。 

19) 第２節註33の大井文献の486～487頁を参照されたい。なお、関連する問題については、同文献の505～506頁にも触れているので、

これも参照されたい。 

20) 大井晴男「擦文文化といわゆる‘アイヌ文化’との関係について｣『北方文化研究』第15号、1984、１～201頁の74～75頁。 

  なお、これらの竪穴群については、下記の文献等をも参照されたい。ついでに、引用文の中では北海道教育庁の遺跡台帳に登載

された呼称によっているが、そこに言う『浜頓別町クッチャロ湖畔竪穴群』は、下記の文献では、『日の出遺跡』と呼ばれている

ことを付記しておくことにする。 

  新岡武彦・佐藤和利「枝幸郡浜頓別町栄和竪穴住居址群の測量調査について｣『北海道考古学』第11輯、1975、79～84頁。 

  大場利夫・菅正敏「枝幸郡浜頓別町日の出遺跡調査報告｣『北海道考古学』第13輯、1977、59～77頁。 

21) 前註20引用の大場・菅報文を参照されたい。 

22) 前註15に考えた「オホーツク文化」の担い手達と「擦文文化」の担い手達との間の関係は、ここでもほぼ類似のものだった・(少

なくともそのある部分では)競合的なものであったと考えてよいのであろう。 

23) 前註１引用の大井論文、参照。 
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24) 菊池徹夫「トビニタイ土器群について」東京大学文学部考古学研究室編『常呂 北海道サロマ湖沿岸・常呂川下流域における遺

跡調査』東京大学文学部、1972、447～461頁(第七章第三節)。 

25) 本文に、筆者は、ここに起っていた事態が『道東型のオホーツク文化』の担い手達の(社会的・文化的な)‘変質’であろうと書

いたのだが、そして、筆者が前註１引用の論文にそうした‘見通し’を提示して以降、ここに起っていた事態に関しては、何人か

の研究者によって・いくつかの発言が行われてきているのだが、そこには、なお、いくつかの問題が残されているように思われる。

たとえば、菊池徹夫は、本文にも引いたように、『(道東部における･･･筆者註)接触様式』の土器を含む‘土器群’を、(オホーツ

ク式土器とは区別して)『トビニタイ土器群と･･･(中略)･･･仮に名づけ』(前註24論文、457頁)ようとしているが、これらの‘土器

群’が、‘型式論’的に、一連の‘オホーツク式土器群’と明快に区分しうるのかどうかについて、遺憾ながら、充分な議論が行

われているとは、必ずしも言い難いようである。同じように藤本強は、下記の論文で、これらの‘土器群’を『トビニタイ土器』

と呼び、『(これらの‘土器群’によって示される文化は･･･筆者註)住居址、葬制、遺跡の立地、石器・骨角器の内容、どれをとり

あげても、オホーツク文化とは大きく異なる』『若干の連続性は種々の面でオホーツク文化との間にもち合わせているが、総体と

してみた場合には、基本的生業、祭祀を含めた宗教儀礼というような文化・社会の根幹における部分においても大きく異なってい

ると考えられる』と書いて、この『トビニタイ土器』によって示される文化(＝『トビニタイ文化』)が『オホーツク文化と同一の

文化として取り扱いえないことを示していよう』と言う(同論文、23頁)のである。しかし、果して、藤本のいわゆる『トビニタイ

文化』について、その『基本的生業、祭祀を含めた宗教儀礼というような文化・社会の根幹』に関して、これまで、充分な議論が

行われてきたと言えるのであろうか。もしそれが充分には行われていないとすれば、これらを、『(オホーツク文化と区分して･･･

筆者註)トビニタイ文化』と定義することには、なお問題が残されているのではあるまいか。実際、たとえば、大西秀之は、下記

の論文で、『トビニタイ土器(群･･･筆者註)とその文化コンプレックスは、オホーツク文化研究における主要なトピックスとして、

これまで数多くの論考がなされてきた』『しかしその反面･･･(中略)･･･トビニタイ土器を製作・使用した集団や彼らの社会そのも

のについての解明を意図したものはわずかしかない』ことを指摘している(同論文、87頁)のである。そして、そうであるとすれば、

今後の問題として、これらのいわゆる『トビニタイ土器群』を製作・使用していたグループ、それが『道東型のオホーツク文化』

の担い手達の後裔だったことは疑えないので、そうしたグループの社会・文化を『解明』すること、とりわけ、その‘生業体系’

と‘集団’の構造を明らかにし、そこに起っていた‘変質’を、具体的なかたちで、捉えることが必要なのだろうと考えている。 

  藤本強「トビニタイ文化の遺跡立地｣『北海道考古学』第15輯、1979、23～34頁。 

  大西秀之「トビニタイ土器分布圏の諸相｣『北海道考古学』第32輯、1996、87～100頁。 
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第３章 オホーツク文化研究における目梨泊遺跡 

 

 ｢オホーツク文化」の研究は、これまでに、ほとんど百年にも及ぼうかという歴史をもっている1)。すなわち、19世

紀末以来断片的なかたちで紹介されてきた「オホーツク文化」にかかわる土器・石器他の資料は、1930年代になって、

河野広道・名取武光他の諸先覚によってまとめられ、｢オホーツク文化」はほぼその姿をあらわすことになったのであ

る2)。そして、この時点ですでに、｢オホーツク文化」がそれと時期を同じくして、あるいは、前後して、日本列島北

半部に分布した「続縄文文化｣｢擦文文化」と対置されるべき・それらとは明らかに異なるグループであり、また、そ

れが特異な‘海洋適応’を遂げていたらしいことも、また、推測されるようになっていた。もちろん、そうしたその

姿が断片的な資料の集積によって導かれていたために、その全容の解明のためには、もうひとつのステップを必要と

したと言わざるをえないようである。そうしたステップは、1948・1949の両年、東京大学文学部考古学研究室・同理

学部人類学研究室・北海道大学医学部解剖学研究室・同農学部博物館などの研究者達によって組織された調査団によ

るモヨロ貝塚の発掘調査によって果された。この発掘調査の結果として、｢オホーツク文化」はひとつの‘総体’とし

て認識され、ほぼその全体像が明らかにされることになったのである。また、その発掘調査の結果は、調査に関係し

た諸氏によっていろいろな形で発表され3)、人口に膾炙されることになった。 

 こえて1960年前後から、｢オホーツク文化」の研究は新しい段階を迎えることになったようである。すなわち、1959

年以降、東京大学文学部考古学研究室による知床半島を含むオホーツク海沿岸地域のいくつかの遺跡の調査が開始さ

れ、その発掘調査は斜里町ウトロ海岸砂丘遺跡・同ウトロ滝ノ上遺跡・羅臼町ルサ遺跡・同トビニタイ遺跡・常呂町

トコロチャシ遺跡等の重要なオホーツク文化関係遺跡におよんだ4)のである。同じく1959・1961年には東京大学教養学

部文化人類学研究室によって稚内市オンコロマナイ貝塚、および、同台地上竪穴群が発掘調査され5)、また、1961・1963

両年には稚内市教育委員会の主催による同市富磯貝塚・同泊内遺跡・同抜海岩蔭遺跡等の発掘調査が実施されている6)。

さらに、1962年には東京教育大学文学部史学方法論研究室および根室市教育委員会の共催によって同市弁天島遺跡の

発掘調査も、また、実施された7)のである。こうした一連のオホーツク文化関係遺跡の発掘調査の結果として、北海道

における「オホーツク文化」の研究は、その細部におよんで、またその分布圏のほぼ全域におよんで、いちじるしい

前進をみせることになったと言えそうである。 

 1966年に発足した北海道大学文学部附属北方文化研究施設考古学部門も、北海道における「オホーツク文化」の研

究を当面の研究施設の研究目標のひとつとして、その調査・研究が必ずしも充分に行われているとはいえなかった道

北部を中心とする調査活動を開始したのである。筆者らは、当面する研究の目標をオホーツク文化にかかる‘集落’

の構造を明らかにすることを通じて「オホーツク文化」の担い手達の社会を捉えること・北海道におけるその分布と

時間的変遷を詳細におよんで跡づけること等において、1966年にはオンコロマナイ貝塚の発掘調査を始め、また、翌

1967年から、北海道の全域でのオホーツク文化関係遺跡の分布調査を開始した。それにもかかわらず、オンコロマナ

イ貝塚ではオホーツク文化にかかる‘竪穴住居址’は遂に確認できず、当面の‘集落’の構造の解明という目標は一

頓挫せざるをえなかったのである。しかし、1967年に発掘調査を始めた礼文島香深井Ａ遺跡ではその‘竪穴住居址’

が確認されて、新たにオホーツク文化関係遺跡には‘竪穴住居址’を遺す遺跡とそれを遺さない遺跡とがあることが

明らかになり、｢オホーツク文化」の担い手達の社会を解明するための手がかりがえられ、また、道北部では、その後

半の時期に、道東部とは異なるオホーツク文化の展開があることも明らかになってきたのである8)。 

 ｢オホーツク文化」の研究を目的とするわれわれの目梨泊遺跡における発掘調査は、こうした研究状況の下に出発し

ていたことになる。われわれの目梨泊遺跡における調査の目的は、したがって、その存在がすでに予測されるように

なっていた『道北型のオホーツク文化』『道東型のオホーツク文化』の両者9)が、それらが共に発見されているこの遺

跡で、どんな関係の下にあるのかを解明することであり、また、そこに遺された‘集落’の構成・その構造を解明す

ることにあった。もちろん、調査の進展と共に、具体的な問題点はしだいに移りかわってゆき、問題点自体もしだい

に進展していったのだが、基本的な目的そのものは変ることはなかったのである。そこでわれわれが実施した発掘調

査に関しては、すでに本書の第Ⅰ部に詳述し、また、その結果を含めた、あるいは、その後に枝幸町教育委員会他に

よって行われた何回かの調査の結果を含めた、いくつかの問題点については、この第Ⅱ部の第１章および第２章にす
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でに詳論してきたところであるが、以下、この第３章では、本書に述べてきた目梨泊遺跡の調査・研究が、いったい、

何を「オホーツク文化」の研究にもたらすものになったのかを、いくつかの項目に分けて、考えておくことにしたい。 

 

 北海道島におけるオホーツク文化の成立過程をめぐって 

 筆者は、かつて、北海道島における「オホーツク文化」の成立が、サハリンでそれ以前に成立していた「オホーツ

ク文化」の担い手達の北海道島北端部への侵入に求められることを述べている10)。さらに、筆者は、(北海道島での「オ

ホーツク文化」の成立に前後する時期に)そうした‘侵入者’としての「オホーツク文化」の担い手達の『地域集団』

が、礼文島・利尻島・宗谷湾周辺・枝幸町周辺に認められることを指摘した11)。つまり、筆者は、北海道島における

最初の「オホーツク文化」の分布がほぼその範囲に認められることを、すなわち、(サハリン南部からオーバーフロー

したグループによる)‘侵入者’としての「オホーツク文化」の担い手達のひろがり・その到達点が、ほぼその範囲に

限られることを考えていた。さらにいえば、筆者は、そこで、‘侵入者’としての「オホーツク文化」の担い手達は一

挙にそこまで到達していた、したがって、それらの『地域集団』の形成には、ほとんど時間的な差がなかったであろ

うと考えていたのである。 

 しかし、第Ⅱ部第２章第１節に検討したとおり、北海道島での「オホーツク文化」のほとんど当初の時期に(１戸だ

けの)‘集落’としてあった(目梨泊遺跡に近接して遺される)ウバトマナイチャシは、枝幸町周辺のオホーツク文化に

かかる『地域集団』の形成が時間的にやや新しいことを、あるいは、それが(『地域集団』としての)典型的なあり方を

もつようになった時期は、むしろ、‘集落’としてのウバトマナイチャシが放棄された後だったかもしれないことを、

示唆しているようである。キャンプ＝サイトとしての目梨泊遺跡の成立がやや遅れる、たぶん、‘刻文系の文様をもつ

ものが主体となる土器群’の時期になってからであると考えられることも、それと無関係ではないのであろう。 

 こうした(目梨泊遺跡を含む)枝幸町周辺のオホーツク文化にかかる『地域集団』のあり方は、上に述べた北海道島

におけるオホーツク文化の成立過程をめぐる議論とも、けっして無関係ではなさそうである。すなわち、北海道島に

「オホーツク文化」を定着させることになったサハリンからの‘侵入者’達の移動は、かつて筆者が想定していたよう

にかなりの規模のそうした集団が大挙して・一気に北海道北端部に侵入していたわけではなく、むしろ、小規模の集

団が・繰返してそこに到達していたことを考えた方がよさそうである。そうした‘侵入者’達は、たぶん、サハリン

に最も近い礼文島・利尻島、および、宗谷湾周辺に、まず到達していたものと考えられよう。時を逐って‘侵入者’

達の数はしだいに大きくなり、この地域に関しては、北海道島での最初のオホーツク文化にかかる『地域集団』が成

立していたものと考えられよう。つまり、オホーツク文化にかかる『地域集団』の形成に関するかぎり、礼文島・利

尻島、および、宗谷湾周辺のそれが先行しており、それが形成されてゆく過程で、その一部が、あるいは、同趣の新

たな‘侵入者’達が、さらに、その周辺の地域に進出していたのであろう。それが、それに続く時期の、(ウバトマナ

イチャシを含む)枝幸町周辺のオホーツク文化にかかる『地域集団』の成立につながっていたものと考えられる12)。あ

るいは、天塩町川口基線遺跡で確認されている‘刺突文系の文様を主体とする土器群’を伴う「オホーツク文化」の

担い手達の‘竪穴住居址'13)も、そうした動きの一端だった可能性があろう。さらに、最近調査・報告された奥尻島青

苗砂丘遺跡14)でも、『香深井Ａ遺跡魚骨層Ⅳに類似した組み合わせ』の‘土器群’を伴って、『(竪穴･･･筆者註)住居跡』

が、『４軒近接して検出されて』いる(同2003文献、108頁)ことが報じられており、あるいは、そうした動きは、遥か

南の奥尻島にまで達していたことが想定されてよいのかもしれない。しかし、そう考えようとする場合、北海道北端

部から奥尻島までは 400kmにもおよぶ遺跡の空白地帯があり、そうした状況をどう理解すべきか、困難な問題であろ

う。越田賢一郎は報告書中で、『後志管内の遺跡分布調査』に触れて、『道央・道南のオホーツク文化関連遺跡』の分

布が、問題の『青苗砂丘遺跡と道北部の遺跡とをつなぐ手がかりになる』と考えている(同2003文献、104頁)が、そこ

には当面の問題とは関係のない新しい時期の資料までが含まれており、問題を解く『手がかり』には、必ずしも、な

らないようである。 

 ちなみに、筆者らのひとりである天野哲也は『オホーツク文化前期の地域開発について』と題する論文15)で、関連

する問題に触れている。すなわち、天野は、最近に発掘調査が行われた香深井５遺跡の調査結果16)について、『香深井

湾の南端部で、その背後の崖との間に形成された奥行き50ｍほどの小沖積面、砂丘上に遺跡は位置する』『この沖積面

のほぼ中央を流れる小沢を挾んで左岸に３軒、右岸に２軒いずれも(オホーツク文化･･･筆者註)前期にふくめることが

できる‘住居址’と一種の屋外炉‘集石遺構'、墓壙などがみつかっている』17)ことなどを紹介し、『この左岸では焚き
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火をともなう施設、さらに炉をもつ簡素な建物（‘仮小屋'･･･筆者註)を用いて（‘オホーツク文化’の担い手達の･･･

筆者註)活動が開始された』『魚骨の層やそのブロックと漁網用の石錘が認められないことをあわせると、左岸で冬季

中心の漁労が盛んであったとは考えられない』『厳冬期外の季節の活動の場であったのであろう』『得られた土器はほ

とんど刺突文系であり、しかも突瘤文の比率が高い(50％前後)ので、この左岸の活動は、オホーツク文化前期の前半、

Ｉ段階に位置づけられる』と書く(同論文、73頁)のである18)。すなわち、天野は、『前期前半の時期、サハリン南西部

‘core area’に集落をもつオホーツク文化(の担い手達･･･筆者註)のあるグループは、香深井湾(を含む北海道北端

部･･･筆者加筆)に現れて』、『非定着的』なかたちでの『(この地域の･･･筆者註)利用が始まってい』た、『しかしおそ

らく本拠は依然としてサハリンの南西岸の母村におき、適時そこに戻る行動を年々繰り返した』19)のだと考えていた

(同論文、78頁)のであろう。確かに、北海道大学文学部北方文化研究施設の香深井Ａ遺跡における発掘調査でも、(香

深井５遺跡の『オホーツク文化前期の前半』の包含層にほぼ対応する)魚骨層Ⅵはきわめて僅かな部分が調査されたに

すぎず20)、それに関連する‘竪穴住居址’等は確認されてはいない。筆者は、その報告書中で、香深井Ａ遺跡におけ

る「オホーツク文化」の担い手達の定着的集落の形成が魚骨層Ⅵにまでさかのぼりうる可能性を考えた(同報告書、（下）

521頁)、つまり、その時点ですでに‘竪穴住居’が造られていたことを考えたのだが、それは、推測にとどまってい

たのである。現実には、香深井Ａ遺跡・香深井５遺跡を含めて、北海道では、なお、こうした‘土器群’を共伴する

‘竪穴住居址’は確認されていない21)のであって、その点では天野の指摘は認められてよいのかもしれない。ただ、『本

拠は依然としてサハリンの南西岸の母村におき、適時そこに戻る行動を年々繰り返した』と考えるためには、100km

近いその間の距離は間違いなく障害となろう。‘キャンプ＝サイト’的なものを考えるためには、その後の類例から考

えれば、あまりに長距離に過ぎるだろうと思われる。結局、北海道島における「オホーツク文化」の成立過程の問題

は、その大枠はともかくとして、細部については、今後の調査・研究に俟つところが大きいようである。 

 ついでに、天野は、前項に触れた『オホーツク文化前期の地域開発について』の議論の延長上で、これも先に触れ

た奥尻島青苗砂丘遺跡の事例を考えようとしている。天野の場合、大場利夫によって紹介された焼尻島東浜遺跡22)・

浜益村岡島洞窟23)の例を挙げて、『この(オホーツク文化前期の･･･筆者註)時期にオホーツク人が積極的に領域の拡大

につとめた』結果と考える(同論文、79頁)のである。この項に考えてきた北海道島における「オホーツク文化」の成

立過程の問題とは、直接には、関係しないが、その細部ではともかく24)、ひとつの見とおしとしては興味ある指摘で

あろう。ただし、この場合も、東浜遺跡・岡島洞窟等の事例はこうした推論の裏づけのためには、おそらく、不充分

であって、今後、北海道島の日本海沿岸部でそれを裏づける事例の確認を必要としよう。『領域の拡大』のためには、

それをバックアップする態勢が必要不可欠なのである。そして、それがあった可能性は、充分に、考えられてよいも

のと思われる25)。 

 

 道東部へのオホーツク文化の地域的拡大をめぐって 

 藤本強は、1966年、『オホーツク土器』の分類・編年について述べた論文の中で、『オホーツク土器が北海道東部海

岸地帯に広く拡がるのは･･･(中略)･･･ｂ群の時期になってからである』と書いている26)。藤本は、『このｂ群もしくは

ｃ群の時にオホーツク土器は最大の拡がりをもつ事になる』『刻文をもっている(これらの･･･筆者註)土器群は、北樺

太、南樺太、北海道東海岸、南千島、北千島に発見されている』と書き、さらには、『この土器群を境にして、樺太(お

よび北海道北部？･･･筆者加筆)はにわかに土器の様相が明確でなくなる』とも書いている(同論文、40頁)ので、おそ

らく、藤本は「オホーツク文化」の『中心』が、『樺太(および北海道北部？･･･筆者加筆)』から、『ｃ群以後は北海道、

南千島』に移動していたのだと考えていたのであろう。それに対して、筆者は、藤本の『オホーツク土器』の分類・

編年が誤りを含んでいることを指摘して、『藤本氏ａ群および(これと共通する要素を含む･･･筆者註)われわれの(オン

コロマナイ･･･筆者註)４群は、藤本氏ｃ～ｅ群と、地域を異にして―前者は道北部に、後者は道東部に―時間的

に並行しておこなわれたものである』と結論している27)。つまり、ここで筆者は、｢オホーツク文化」の中心が、『ｃ

群以後は北海道、南千島』に移動していたわけではなく、『樺太(および北海道北部？･･･筆者加筆)』には、(『道東部』

とは異なるかたちで)｢オホーツク文化」が存続していたことを指摘したのである。さらに、1981年、その後の発掘調

査の成果をも含めて、筆者らは、‘藤本ｂ群’の分布は、『（‘オホーツク文化’の担い手達が･･･筆者註)はじめて北海

道東部にまでその(分布･･･筆者註)範囲をひろげた』ことの結果であることを指摘した28)。筆者は、それが、『道北部

の、あるいは南樺太を含めて、ある“地域集団”の集団領域のキャパシティを超えて増大した人口の一部が、オーバ
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ーフローする形で、道東部に達したもの』と考えた29)のである。第２章第１節にもすでに触れたように、筆者は、さ

らに議論を進めて、(香深井Ａ遺跡で発見されている動物遺存体の数量的評価を介して)礼文島における『地域集団』

の規模を検討し、それが、‘魚骨層Ⅲo’の時期にピークに達していたことを指摘して、もし、その一部がオーバーフ

ローしていたと考えるとすれば、それは、『(香深井Ａ遺跡の･･･筆者註)魚骨層Ⅲoの時期・あるいはその前後の時期』

を考えなければならないだろうことを述べている30)。こうした筆者の理解は、たぶん、｢オホーツク文化」に関心をも

つ研究者の多くによって同意されているものと考える。 

 しかし、目梨泊遺跡の発掘調査の結果は、必ずしも、こうした理解を追認するものにならなかったようである。す

なわち、キャンプ＝サイトとしての目梨泊遺跡は、(香深井Ａ遺跡の)‘魚骨層Ⅲ’の時期、あるいは、‘魚骨層Ⅲo’

の時期になって、はじめて、利用されるようになったのであり、さらに、時間的に新しくなるにしたがって、そこを

利用する‘世帯’の数が多くなったらしいことはすでに述べてきたとおりである。つまり、目梨泊遺跡を含む枝幸町

周辺の『地域集団』の場合にも、そこに‘集団規模の増大’は確かに認められてよさそうであるにもかかわらず、そ

こでは、そうした時期に、その‘集団’の一部がそこからオーバーフローしていたと考えることは到底できそうにも

ない。それだけでなく、これも第２章第１節に検討したように、枝幸町周辺の『地域集団』では、より新しい時期・‘沈

線文系のものが主体となる土器群’の行われるようになった時期になって、南東に隣接する雄武町周辺にその

‘Off-shoot’をだしていたらしいのである。こうした調査・検討の結果から考えるかぎり、この時期に、枝幸町周辺

の『地域集団』から道東部へそのメンバー(の一部)が移動していたとは到底考えられないことになる。それは、オホ

ーツク文化にかかる遺跡群の密度がそれほど高いようにはみえない宗谷湾周辺の『地域集団』に関しても、同様だっ

た可能性があろう。 

 そうであるとすれば、上にいう、‘藤本ｂ群’の分布を『（‘オホーツク文化’の担い手達が･･･筆者註)はじめて北海

道東部にまでその(分布･･･筆者註)範囲をひろげた』ことの結果と考えて、それが、『道北部の、あるいは南樺太を含

めて、ある“地域集団”の集団領域のキャパシティを超えて増大した人口の一部が、オーバーフローする形で、道東

部に達したもの』であると説明しようとする筆者の議論は、重大な疑問を抱えこむことになりそうである。すなわち、

『道北部』で、『集団領域のキャパシティを超えて増大した人口の一部』を『オーバーフロー』させていた『地域集団』

は、実は、礼文島・利尻島にあった『地域集団』だけだったということになりかねないのである。筆者は、かつて、

道北部における「オホーツク文化」の担い手達の『地域集団』を、『４～６の世帯を含み100人前後の人間集団によっ

てなるもの』と考えたことがある31)が、仮に礼文島・利尻島にあった『地域集団』の規模をその程度のものと考える

とすれば、そこで(『オーバーフロー』した)『集団領域のキャパシティを超えて増大した人口の一部』は、たぶん、

やはり、‘100人’前後であったと考えなければならないであろう。ところが、『道東部』での‘藤本ｂ群’の時期の想

定される『地域集団』としては、『網走・常呂地区に一集団が、知床半島北岸に別の一集団が、そして･･･(中略)･･･

知床半島南岸の一集団をはさんで、根室半島北岸にさらに一集団が』考えられていた32)のである。‘藤本ｂ群’の分布

は、さらに、クナシリ・エトロフ両島にも及んでいたかもしれない33)し、そこにも、類似の『地域集団』があった可

能性が考えられてもよさそうである。こうした『道東部』およびその周辺の‘藤本ｂ群’の分布を考慮すれば、それ

が行われた時期の『道東部』およびその周辺における「オホーツク文化」の担い手達の人口はかなりの数にのぼる筈

であって、その数は、『道東部』におけるある程度の‘人口の増大’を考えたとしても、先にいう(この時期に『道北

部』から『オーバーフロー』していた) ‘100人’前後では、到底、説明できない程度の数であると言わざるをえない

ようである。そして、そうであるとすれば、(『道北部』だけではなく)『南樺太』から『道東部』への「オホーツク

文化」の担い手達の移動は、‘あるいは’ではなく、‘確実に'、起っていたものと考えなければならないのであろう。 

 天野哲也は、シンポジウムの中で、以下のように発言している。『この(刻文系の土器が主体となる･･･筆者註)時期

には、大場先生のいわれた『Ⅱ型壺形土器、香深井の報告ではⅡｂ型と呼びましたが、頸部の縮約の明瞭な土器ですが、

これが特徴的なものとして出てきます』『ところがこれが道北と道東では、かなり出現頻度が違うんです』『具体的に 

いいますと、香深井Ａ遺跡の魚骨層Ⅳでは、この種の土器が刻文を持つ土器91点中の５点、5.5％、魚骨層Ⅲo
マ マ

では49 

例中の３点、6.1％、魚骨層Ⅲoでは31例の１点、3.2％あります』『つまり、ほぼ3～6％の範囲におさまっている』『と

ころが、モヨロ貝塚では、大場先生の記載によると、第Ｉ型式と呼ばれている刻文土器が190例あって、そのうちⅡ型

壺形といわれているのは33個体、つまり17.4％を占めています』『さきの香深井Ａ遺跡の例とくらべると、はるかに多

く、三倍くらいあることになります』『これが中期(刻文系の土器が主体となる時期･･･筆者註)における(道北と道東と
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の･･･筆者註)明らかな地域差の一つの例なのです』34)。天野のこうした指摘を認めるとすれば、モヨロ貝塚の数字は、

オホーツク式土器の‘型式論’的な変遷35)によって説明することは困難であると言わざるをえないようである。つま

り、モヨロ貝塚の土器群にみられる『地域差』は、筆者が想定したように、それが、『道北部』の「オホーツク文化」

の担い手達が『道東部』に移動したグループによって遺されたものと考えるわけにはゆかない程度の‘違い’なので

ある。そこでは、したがって、この時期にモヨロ貝塚を遺した「オホーツク文化」の担い手達は、実は『道北部』に

出自するものではなく、むしろ、上に考えたように『南樺太』に出自するものであって、その土器群にみられる『地

域差』は、そうした出自の‘違い’によるものである可能性が考えられてよさそうである。そして、その場合、サハ

リンにおけるそうした細かいデータが明らかではないので確言できないが、そうした『地域差』・特徴は、実はサハリ

ンにあった「オホーツク文化」の担い手達のうちにすでにあったものであり・それに由来するものだったのかもしれ

ない。あらためて言うまでもなく、(香深井Ａ遺跡を含めた)『道北部』の「オホーツク文化」の担い手達もサハリン

にあったグループと無関係にあったわけはないので、それら、たぶんその南西岸にあったグループとおそらくアニワ

湾沿岸地域にあったグループとの間に、すでに、そうした『地域差』が存在していたのではあるまいか。そこに確か

に『地域差』があったかどうか、もしそれがあったとすれば、それは天野の注意した土器群にみられる‘違い’だけ

に止まるのかどうか、今後のサハリンにおける調査・研究に俟つところが大きいようである。それと同時に、中期(刻

文系の土器が主体となる時期)の『道北部』と『道東部』の「オホーツク文化」の間にあった‘違い’をもう一度検証

してみること、さらに、(『道北部』に認められない)『道東部』の「オホーツク文化」に特有の要素を洗いだし・そ

の由来を検討してみることは、｢オホーツク文化」の研究に関心をもつ北海道の研究者達に残された課題であろう36)。 

 ともあれ、これらの状況から考えれば、‘刻文系の土器が主体となる時期’に起った「オホーツク文化」の担い手達

の『道東部』への地域的拡大は、サハリンからの新たな移動を考えなければ説明できないようである。むろん、そこ

では、筆者がすでに指摘したように、『(香深井Ａ遺跡の･･･筆者註)魚骨層Ⅲoの時期・あるいはその前後の時期』に起

っていた『道北部』からの「オホーツク文化」の担い手達の拡散があったことはたしかであると考えられるが、むし

ろ、そうした時期の『道東部』の｢オホーツク文化」の担い手達の主要な部分は、サハリンから・それもおそらくアニ

ワ湾沿岸地域にあった「オホーツク文化」の担い手達の移動の結果であったと考えなければならないのではないだろ

うか。そして、そこでさらに残された課題は、こうした状況がその後に起っていた『道東型のオホーツク文化』の成

立と、どのようにかかわっていたかを考えることであろうと思われる。 

 

 『道北型のオホーツク文化』と『道東型のオホーツク文化』の関係について 

 『道東型のオホーツク文化』の成立過程については、これまで、ほとんど議論されたことがないし、またしたがって、

よくわかっていないのが実情である。しかし、それが『道北型のオホーツク文化』とはかなり異なるものとしてあっ

たことは、たぶん、承認されてよいと思われる。 

 たとえば、『道東型のオホーツク文化』のひとつの指標としてよいかと考えられる‘貼付文系土器群’は、(ここま

で本書に詳述してきた目梨泊遺跡、ないしは、枝幸町周辺の『地域集団』を除けば)『道北型のオホーツク文化』の分

布圏では、かなり断片的なかたちでしか発見されないのがふつうである37)。さらに、この‘貼付文系土器群’の‘型

式論’的変遷が、(他の)‘オホーツク式土器’一般のそれとは全く異なったかたちをとって進行していることはすで

に本書第Ⅰ部に述べたとおりであって38)、それは、‘土器群’の製作・使用の慣習について、『道東型のオホーツク文

化』の担い手達と『道北型のオホーツク文化』の担い手達との間に大きな‘違い’があったこと、しかも、その両者

の間には全く相互の交流がなかったことを示しているものと考えられる。その他の‘遺物群’に関しては、銛頭につ

いて、前田潮のいう『Ｂ群』『Ｅ群』、および、『カエリ式』などで、いちじるしく『道東部』にかたよる分布が認めら

れる39)が、この場合は、サハリンにもいくつかの類例があって、『道東型のオホーツク文化』の担い手達に特有のもの

と断定することはできないようである。また、その‘竪穴住居址’についても、天野哲也は、シンポジウム中で、『道

東地域では、(道北部とは異なり･･･筆者註)クマ以外にも海獣だとか、それにキツネ・タヌキなどの小形の動物も骨塚

に参加して、儀礼の対象となっている』こと、『竪穴住居址の中にある炉が石で囲まれていること』などの‘違い’を

指摘している40)。これらの遺物・遺構等にみられる‘違い’は、それぞれに『道北型のオホーツク文化』と『道東型

のオホーツク文化』との間にある‘違い’を言い当てているものと考えられるが、さらに注目すべき‘違い’は両者

の間にある‘遺跡群の型式’の‘違い’であろう。すなわち、『道北型のオホーツク文化』の場合は、『ひとつの中核
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的・定着的な集落とこれに対応する複数のシーズナル＝キャンプをもつ遺跡群の型式』によって、それに対して、『道

東型のオホーツク文化』の場合、『複数の併存する集落遺跡を遺しシーズナル＝キャンプをもたない遺跡群の型式』に

よって41)、それぞれに特徴づけられているのである。こうした‘遺跡群の型式’の‘違い’は、その背景に『地域集

団』のあり方の‘違い’をもっていた、つまり、『道北型のオホーツク文化』の場合には、『それを構成する各“世帯”

には相対的に大きな地域集団の規制』がかかっており、一方、『道東型のオホーツク文化』の場合には、『地域集団の

規制の弛緩・その裏返しとしての各単位集団（‘集落'･･･筆者註)の自立性の増大』に結びついていた、すなわち、そ

うした『地域集団』のあり方の‘違い’は、そのそれぞれにおける‘社会組織’の‘違い’に直結していたのだと考

えられる。結局、われわれは、上にみた遺物・遺構等にみられる‘違い’をも含めて、両者の間にあるこうした‘遺

跡群の型式’の‘違い’が、両者・『道北型のオホーツク文化』『道東型のオホーツク文化』がそれぞれに『歴史的に

有意な差』42)をもつそれぞれの‘人間集団’によって遺されたものであったことを示しているのだと結論してよいだ

ろうと考えるのである。 

 すでにいくつかの箇所で触れたシンポジウム43)の中で、前田潮・天野哲也は、それぞれ、『貼付浮文期というのは･･･

(中略)･･･刻文期に入った大陸的要素がこの段階ではすでに途切れて、独自の内的な発展が起っていた段階ではないか』

(同文献、81頁)、『中期に道北から道東へ展開したオホーツク文化は、そこでかなり孤立化したのではないか、道北と

も、あるいはサハリンとも、かなり疎遠になった、そういう情況があったのではないか』『ソーメン文などというかな

り特殊な技法による文様が出てくるのもそんな情況によるんでしょう』『それに、道北では一般的であるブタが、道東

ではほとんど出てこないのも、それが単なる経済的要因だったら道東でも充分飼えるわけですから、飼えない事情が

何かあったので、これはやはり、サハリン・道北との関係が疎遠になって、そうしたものが入ってこられないような

情況があったからではないか』(同文献、90頁)と発言しているのである。すなわち、『歴史的に有意な差』をもつそれ

ぞれの‘人間集団’であった『道北型のオホーツク文化』の担い手達と『道東型のオホーツク文化』のそれとの間に

は、ほとんど見るべき相関的関係がなかったことが指摘されていたことになる。そうした両者の関係は、目梨泊遺跡

の発掘調査によってもまた、確認されている。たとえば、両者の目梨泊遺跡でのあり方の‘違い'・『道北型のオホー

ツク文化』の担い手達が遂に‘目梨泊集落’に安定的には参与できなかったこともその一例であろうが、むしろ、第

１章第２節に注意した‘墓’の‘副葬品’にみられる‘違い'・『道北型のオホーツク文化』の担い手達のそれがもっ

ぱら大陸に由来する鉄器・金属製品だったのに対して、『道東型のオホーツク文化』の担い手達のそれがほとんどすべ

て本州に由来する刀剣類だったことに、‘象徴的’に、認められてよいであろう。それは、第２章第２節にすでに述べ

たように、それぞれのグループの(直接・間接の)行動、および、その行動範囲の‘違い’を反映するものであった可

能性が大である。つまり、両者はそれぞれに『歴史的に有意な差』をもつそれぞれの‘人間集団’であったというだ

けでなく、天野のいうように相互に『孤立』的に・ほとんど無関係の存在としてあったものと考えられる、というよ

りは、ある意味では、たとえば、(目梨泊遺跡を含む)枝幸町周辺地域では、両者は、むしろ、‘競合的’な関係にあっ

たものと考えた方がよさそうである。 

 もちろん、それにもかかわらず、両者・『道北型のオホーツク文化』と『道東型のオホーツク文化』が、その社会・

文化の基本的な構造において共通するものをもっていた、つまり、共に「オホーツク文化」と呼ばれてよい共通性を

失っていなかったことは、ほとんど、奇異ですらある。こうした状況が、何故、起っていたのかを考えることは、た

ぶん、それぞれの担い手達がどのような出自をもち・どのような経過によってそれぞれの‘文化’を形成していたの

かを考えることにつながるのではあるまいか。両者が共に「オホーツク文化」としての共通する基本的な構造をもっ

ていたことは上に注意したとおりなので、両者の間にある‘違い’は、その成立以降に起っていたものと考えなけれ

ばならないようである44)。一例を挙げれば、小野裕子は、『海氷域における“地域集団"(＝“道東型のオホーツク文化”

の“地域集団”)の性格』について、『海氷域に進出した(オホーツク･･･筆者註)集団にとっては、冬期を中心とする時

期の漁撈における絶対的な低生産性が契機となって、これを補完するための海獣猟・陸獣猟の積極的組み込み、保存

食としての植物性食料の利用・開発が、該期の Carrying Capacity を支える上で是非とも必要な対策であ』り、『こ

の事が、それら資源の獲得の‘場’であるテリトリーを従来よりも拡大させ、それに対する領有意識も立地に明瞭に

現れる』ようになったものと考えて、『これら多種の生態系を含む固有の領域を占有する聚落の“自立性”の高まりは、

かつての“地域集団”を解体する(一“地域集団”の領域内に複数の‘聚落’が並立するようになる･･･筆者註)結果に

なったのであろう』と述べる45)。小野の議論は、『漁撈』『海獣猟・陸獣猟』『植物性食料』についての数量的評価が必
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ずしも充分ではなく、問題が残るが、ひとつの可能性を示したものとしては評価されてよいものと考えられよう。し

かし、小野の議論によっては、『道北型のオホーツク文化』と『道東型のオホーツク文化』が、相互に『孤立』的に・

ほとんど無関係の存在としてあったことはうまく説明できないようである46)。事実上、小野の考える経過のうちには、

両者を相互に『孤立』的に・無関係の存在にする要因があったとは考え難いので、その原因は、そうした変化が起き

る以前にあったものと考えなければならないのであろう。そして、そうであるとすれば、それは、‘刻文系の文様を主

体とする土器群’の行われた時期にすでに存在していたと考えなければならないことになろうか。筆者は前項に、そ

の時期に起っていた「オホーツク文化」の担い手達の『道東部』への地域的拡大が、サハリンから・それもおそらく

アニワ湾沿岸地域にあった「オホーツク文化」の担い手達の拡散の結果であった可能性を示唆したが、あるいは、そ

うした経過が、すでに、その時期（‘刻文系の文様を主体とする土器群’の行われた時期)の『道北部』と『道東部』

とのそれぞれの「オホーツク文化」の担い手達を、相互に『孤立』的に・無関係な存在にする要因を内包していたの

ではないかという推測が導かれることになろう。もちろん、こうした推測を確認するためには、越えなければならな

いいくつかのハードルがある。そもそもサハリンの西海岸にあったグループとアニワ湾沿岸地域にあった「オホーツ

ク文化」の担い手達との間にそうした(相互に『孤立』的な)関係があったかどうかがそのひとつであろうし、さらに、

(そのグループが『道東部』に拡散した後に)アニワ湾沿岸地域にあったグループと『道東部』の「オホーツク文化」

の担い手達とのつながりが失われることになった・『道東部』のグループが(サハリンとのつながりをも失って)『孤立』

することになった背景には何が起っていたのかを考えることもそのひとつであろう。いずれも、サハリンでの「オホ

ーツク文化」の研究の進展に俟たなければならないところであって、当面、こうした可能性・推測は、可能性・推測

に止めておかざるをえないようである。 

 

 ｢オホーツク文化」の‘時間的’位置をめぐって 

 筆者らは、｢オホーツク文化」の‘時間的’位置について、これまで何度か筆者らの考えるところを述べてきている47)。

もちろん、その後の研究の進展に伴って、いくつかの部分で、追加・補訂してきた部分がある48)が、大枠としては、

その‘見とおし’には変化がない。筆者らは、ここまで本書に詳述してきた北海道大学北方文化研究施設・枝幸町教

育委員会他による目梨泊遺跡の発掘調査によっても、基本的に、そうした‘見とおし’をあらためる必要はないもの

と考えている。その意味では、ここにあらためてこの項を加える必要は、必ずしも、ないと思っているのだが、実は、

その後、枝幸町教育委員会による目梨泊遺跡の発掘調査の結果として発見された‘蕨手刀’によって、あるいは、そ

れを主要な材料として、｢オホーツク文化」の‘時間的’位置について、筆者らの‘見とおし’とは異なる見解が提示

されているので、ここでは、そうした新しい見解をどのように考えたらよいかを含めて、あらためて、関係する問題

について考えるところを述べておくことにしたい。 

 枝幸町教育委員会の主催する目梨泊遺跡の発掘調査を担当した佐藤隆広は、『これら(オホーツク式土器･･･筆者註)

の年代に関しては、蕨手刀を伴う第30号、第34号、範囲確認調査第１号出土の土器がその根拠になりうるものと思わ

れる』と言って、『３基の土壙墓における土器(はこの報告書での土器･･･筆者加筆)の分類ではｄ-１からｅ-４までの

幅があり、いずれも擬縄貼付文が伴う様相を呈している』『このことより擬縄貼付文が見られるｄ-１からｅ-４までの

段階は蕨手刀が盛行する８世紀から９世紀初頭に位置付けできるものと考える』と書く49)。この報告書での「オホー

ツク式土器」の分類には問題があるのだが、それはともかく、ここでの佐藤の主張の特徴は、その『年代』を、‘蕨手

刀’の『盛行する』『年代』と、直接に、結びつけていることである。その一方で、佐藤は、『北海道内における蕨手

刀の分布は石狩低地帯に散在する、いわゆる北海道式古墳と呼ばれる墳墓から多数が発見されており、オホーツク海

沿岸においてはモヨロ貝塚をはじめとするオホーツク文化の遺跡からの出土例がよく知られている』『この両者を結ぶ

中間地域にはこれまでのところ出土例がなく、その流入経路については海路を用いた可能性が考えられ、その時期に

関しては、いわゆる北海道式古墳の成立期からそれほど時間が経過しない時期ではなかったかと考えているが、現在

のところ確証は得られていない』とも書いている。つまり、佐藤の『擬縄貼付文が見られるｄ-１からｅ-４までの段

階は蕨手刀が盛行する８世紀から９世紀初頭に位置付けできる』という『考え』には、実は、『確証』があるわけでは

なかったのである。しかも、『両者を結ぶ中間地域』には、すでに触れたように、納内６丁目付近遺跡で(時間的には

やや新しくなると思われる)‘蕨手刀’の出土例があり、また、(北海道の日本海沿岸地域にはまとまった‘貼付文系

土器群’を出土する遺跡が全く知られていないので)『道東型のオホーツク文化』の担い手達が『海路を用いた可能性』

123



 
 

はほとんど考えられないこと50)など、佐藤の主張には、充分な根拠があるとはとても言い難いようである。結局、佐

藤は、『これら(オホーツク式土器･･･筆者註)の年代』を、いわば無理矢理に、‘蕨手刀’の『年代』に結びつけてしま

っていたという印象が強い。こうした理解は、ひとり佐藤だけに限られるものではないようであって、たとえば、右

代啓視も、何の議論もないまま、『オホーツク文化に年代を得るものとしては、蕨手刀がある』『オホーツク文化の墓

から伴出する蕨手刀年代は、８～９世紀初(頭･･･筆者註)あるいは中(頃･･･筆者註)に比定することができる』『(蕨手

刀はその･･･筆者加筆)Ⅱ-ｂ土器群と確実に共伴することから、(オホーツク文化の年代は？･･･筆者註)この時期が中

心とな』ると書く51)。ここでも、右代は、『蕨手刀年代』が、オホーツク文化に年代を与えるものであることに、毫も

疑いを抱いていないようである52)。しかし、ここでは、当然、‘蕨手刀’が、どのような経過で・何時、｢オホーツク

文化」の担い手達のもとにもたらされていたのかが考えられなければならなかったのではあるまいか。なお、筆者ら

の(目梨泊遺跡を含めた)｢オホーツク文化」に関係する遺跡等から発見される‘蕨手刀’についての理解は、すでに第

１章第２節、および、第２章第２節に述べたとおりである。 

 筆者らは、｢オホーツク文化」の‘時間的’位置については、‘文献史料’等との関係で、いくつかの‘定点’を設

定することができるのではないかと考えている。 

 おそらく、『日本書紀』の斉明紀六(660)年三月条にみられる『率二船師二百艘一、伐二粛慎国一』云々の記事は、そう

した‘定点’のひとつとなりうるのではないかと考えられよう。筆者は、『斉明紀四～六年に見られる“阿倍臣”の‘北

征’記事全体のコンテクストから考えるかぎり、そこに記される“粛慎”は、当時・七世紀に東北地方北部(および‘北

海道島')にあった“蝦夷”(＝‘続縄文文化’の担い手達)とは異なる・別のグループを考えなければならないことに

なりそうである』と書き、『今日までの考古学の成果によって考えれば、それは、‘オホーツク文化’の担い手達を考

えざるをえない』ことを指摘した53)。筆者は、さらに続けて、さきに言及した最近の奥尻島青苗砂丘遺跡の調査結果

に触れ、この記事は、(『もし、青苗砂丘遺跡が“竪穴住居址”を伴った・そこに‘オホーツク文化’の担い手達があ

る程度まで定着的にあった遺跡であることが確認できたとしたら』という条件付きで)、『“粛慎”(＝‘オホーツク文

化’の担い手達)が、奥尻島(斉明紀六年の記事に言う“弊賂弁島"･･･筆者註)をベースにして、“大河”(＝岩木川)の

ほとりに出現していたこと』を述べたものだと考えている。現時点で、さきに述べたように、筆者は、なお問題が残

っていないわけではないとしても、青苗砂丘遺跡を「オホーツク文化」の分布の拡がりの一部として認めようとして

いるので、したがって、斉明紀六(660)年は、(青苗砂丘遺跡での)『香深井Ａ遺跡魚骨層Ⅳに類似した組み合わせ』の

‘土器群’を伴った「オホーツク文化」にひとつの暦年代を与えるものであり、(一連のものである)｢オホーツク文化」

の変遷の中での、ひとつの‘時間的’な‘定点’とすることができそうである。 

 一方、筆者は、主として‘文献史料’の検討の結果として、『(日本の･･･筆者註)中央政府支配下の(下北半島を除く)

糠部の地にあった“奥州アイヌ”の多くは、(12世紀中葉までに･･･筆者註)その地を逐われて‘北海道島’に渡ること

になった』ことを指摘し、『それこそが‘北海道島’における(最初の)｢アイヌ文化」の成立だった』と考えた54)。筆

者は、さらに、『ここにいう‘北海道島’における(最初の)｢アイヌ文化」の成立、就中、千歳川上流域におけるそれ

は、その地域における「擦文文化」の終焉を意味していた、というか、こうしたグループのその地域への移動は･･･(中

略)･･･その地域にあった‘狭義の「擦文文化｣’の担い手達を北に・石狩川上流域および北部日本海沿岸地域に駆逐し

ていた』ことを指摘している。こうした『北部日本海沿岸地域』への『‘狭義の「擦文文化｣’の担い手達』の移動は、

その北端部で、そこにあった「オホーツク文化」の担い手達との‘接触’をひき起しており、その結果として、『道北

部の‘接触様式’の土器群』・それらによって示される「オホーツク文化」の‘変質’を生みだしていた55)のである。

つまり、ここにみられる『道北部の‘接触様式’の土器群』の成立、そして、それらによって示される「オホーツク

文化」の‘変質’は、さきにいう『一二世紀中葉』に起っていた『‘北海道島’における(最初の)｢アイヌ文化」の成

立』・その結果としての『‘狭義の「擦文文化｣’の担い手達』の『石狩川上流域および北部日本海沿岸地域』への移動

によってひき起されていたのであり、したがって、その時期は、ほぼ13,4世紀あたりであったと考えられてよいであ

ろうと思われる。そして、これもまた、(一連のものである)｢オホーツク文化」の変遷の中でのひとつの‘時間的’な

‘定点’とすることができるだろうと考えられる。 

 結局、一連のものである「オホーツク文化」の変遷は、上に述べた二つの‘時間的’な‘定点’を軸として、ほぼ

その時間的位置を考えることができそうである。ただ、｢オホーツク文化」の成立が、上にいう斉明紀六(660)年をど

のくらい溯ることができるのかは、充分に明らかであるとは言えない。たとえば、横山英介が報告したポプラ並木東
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地区遺跡56)の‘文様Ⅱをもついわゆる「北大式土器」を含む土器群’が(そこに含まれる‘口縁下の円形刺突文列’を

もつ資料を介して)｢オホーツク式土器」と無関係ではない57)とすれば、そして、さらに、この‘土器群’に伴った『土

師器坏』が『宮城県を中心とする古墳時代中期の南小泉式(土器･･･筆者註)に相当し』、したがってまた、その『実年

代』が『西暦５世紀頃』と考えることができるとすれば、｢オホーツク式土器」は、また、｢オホーツク文化」の成立

はその頃まで溯ることができるのかもしれない。それをどこに求めるにせよ、川尻北チャシ・ウバトマナイチャシを

含む枝幸町周辺の「オホーツク文化」の担い手達の『地域集団』の成立が、ほぼ、斉明紀六(660)年を前後する時期・

７世紀後半、あるいは、これにやや先立つ時期であったことは認められてよいのではないかと考えている。目梨泊遺

跡の出発は、当然、これに遅れて、(これも確定できないが)９世紀、あるいは、10世紀あたりだったのではあるまい

か。‘目梨泊聚落’の成立・その継続時期が、13,4世紀あたりだったろうことはすでに述べた。そして、‘目梨泊聚落’

の終焉は、これもすでに述べたように、『‘擦文文化の担い手’達の道北部日本海沿岸地域からオホーツク海沿岸地域

への移動・拡散』によって惹起されていたものと考えられる。筆者は、さきに、そうした『‘擦文文化の担い手’達』

の『移動・拡散』は、実は、『この時期に和人集団の圧力が道北部(日本海沿岸地域･･･筆者註)におよんだ』ことの結

果だったものと考えた58)が、もしそれを考えるとすれば、それは、『下国安東氏』が『一五世紀前半に‘北海道島’に

その根拠を移して』いたこと、さらに、『長禄元(1457)年当時、渡島半島南端部には“志濃里”他一二の“館”があ』

り、それぞれ『館主』があったこと、そして、『日本海岸で“テシホ場所”よりも南の各地にあった“場所”、および、

太平洋岸の噴火湾沿岸一帯・日高の各地にあった‘商場'』は、『慶長以前には開かれており、一貫して、“旧館主”の

それぞれの‘交易の場’としてあった』という想定59)と重なりそうである。つまり、『‘擦文文化の担い手’達の道北

部日本海沿岸地域からオホーツク海沿岸地域への移動・拡散』の時期は、したがって、‘目梨泊聚落’の終焉の時期は、

この『一五世紀前半』に求められる可能性が大きいようである。‘目梨泊聚落’の終焉は、しかし、｢オホーツク文化」

の終焉を意味するわけではない。これもすでに述べたように、目梨泊遺跡から撤退した「オホーツク文化」の担い手

達は、その故地であった常呂・網走地区に戻っていたものと考えられる。こうして(最後の？)｢オホーツク文化」は、

オホーツク海沿岸一帯を席巻していた「擦文文化」の担い手達と境を接するかたちで、常呂・網走地区を含む道東部

オホーツク海沿岸・根室水道沿岸一帯に、なおしばらく、ありつづけたのであろう。 

 そして、そこに起っていた事態が、『道東型のオホーツク文化』の担い手達の(社会的・文化的な)‘変質’であり、

また『(道東部における･･･筆者註)接触様式』の土器の出現・いわゆる‘トビニタイ土器群'の成立だったこともすで

に述べたとおりである。しかし、そうした事態がかつて考えたように、『そのままいわゆるオホーツク文化の衰滅の一

つの道程を示すものであ』り60)、『こうしたグループの存在は、まさにオホーツク文化の荷負者が擦文文化の荷負者に

よって駆逐され、同化されてゆく過程の、過渡的な一つの様相にすぎなかった』61)かどうかには、少なくとも現時点で

は、疑いを抱いている。一例を挙げれば、少なくとも常呂・網走地区から知床半島にいたる地域のいわゆる‘トビニ

タイ土器群’をもつグループには、‘擦文式土器’が伴い、ないし、方形を呈する‘竪穴住居址’を遺す等、明らかな

「擦文文化」の影響が認められている62)のだが、根室水道に面する地域のそれは、たとえば、標津町カリカリウス遺跡63)

にみられるように、（‘擦文式土器’ではなく)筆者のいわゆる 『十勝太式(土器･･･筆者註)』を共伴していた64)のであ

る。類似の事例は、根釧原野の南部を東に流れて根室水道に注ぐ風連川の支流のひとつである姉別川中流域の姉別17

遺跡でも知られており65)、こうした事例が、根室水道に面する根釧原野では一般的であったことをうかがわせる。こ

れらの事例は、いわゆる‘トビニタイ土器群’をもつグループが、必ずしも「擦文文化」の影響によってのみ成立し

ていたわけではないことを示唆するものであろうし、また、筆者がかつて考えたように、『オホーツク海岸を東南にむ

かった擦文文化の荷負者の進出は、オホーツク文化の荷負者達を枝幸から網走まで後退させ、後者は逆にそれにみあ

う形で、内陸を含む釧路地域へ新たに侵入した』と考えようとする66)ことにも、ある疑問を投げかけるものになりそ

うである。むしろ、いわゆる‘トビニタイ土器群’をもつグループの成立は、むろんそこに「擦文文化」の影響があ

ったことは事実だったとしても、実は、ある部分で、『道東型のオホーツク文化』の担い手達の自律的な(社会的・文

化的)‘変質’だったと考えることができるのではあるまいか。そして、そうであるとすれば、これを『オホーツク文

化の衰滅の一つの道程』と考え、ないし、『オホーツク文化の荷負者が擦文文化の荷負者によって駆逐され、同化され

てゆく過程の、過渡的な一つの様相』だったとのみ考えるわけには、おそらく、ゆかないのであろう。事実、知床半

島の中部に位置する羅臼町オタフク岩洞窟では、『主に４a、４b、５a、５b層から』、かなり多数の『擦文式土器』が

出土しており67)、筆者は、『これらの“擦文式土器”は、この遺跡にかなりの時間的幅を持って遺されていた』のであ
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って、『これらの時間的幅には･･･(中略)･･･“擦文式土器のほぼ終末期”までが含まれていた』と考えている68)。さら

に、大西秀之は、これらの『擦文式土器』の大多数が『トビニタイ土器の作り手によって製作された･･･(中略)･･･模

倣品』であろうことを指摘しており69)、結局、このオタフク岩洞窟には、『擦文式土器のほぼ終末期』になお、『トビ

ニタイ土器の作り手』、ないし、その後裔が遺跡を遺していたものと考えられることになろう。筆者は、こうした事例

から推して、さらに、『この地域―知床半島、および、(根室半島とその付近を除いた)根室水道沿岸地域―に遺さ

れている多数の‘竪穴住居址群’の大部分は･･･(中略)･･･｢オホーツク文化｣、ないしは、いわゆる「トビニタイ文化」

の‘後裔’達によって遺されたものであって、そのある一部は、まさに、“北海道における土器を製作・使用した最後

の文化として”あったのではないか』と考えた70)のである。つまり、『(道東部における･･･筆者註)接触様式』の土器

の出現・いわゆる‘トビニタイ土器群’の成立は、必ずしも、『オホーツク文化の衰滅の一つの道程』ではなく、｢オ

ホーツク文化｣、ないしは、いわゆる「トビニタイ文化」の‘後裔’達は、(『北海道における土器を製作・使用した

最後の文化として』の)｢擦文文化」の担い手達と、最後まで、併存しつづけたことになろう。それだけではなく、筆

者は、『考古学的な資料の検討にもとづいて、この地域(国後・目梨・根室・厚岸･･･筆者註)に、(海保嶺夫のいわゆる

“寛文九年段階で成立していたアイヌ民族における”“五つの地域集団”には含まれない)‘第六の地域集団’があった

可能性』に注意し、『それらは、(｢オホーツク文化」の担い手の後裔であった)いわゆる「トビニタイ文化」の担い手

達、ないし、その‘後裔’達の‘アイヌ化’の結果として出現していたグループであった』と考えている71)、すなわ

ち、｢オホーツク文化｣、ないしは、いわゆる「トビニタイ文化」の‘後裔’達は、『寛文九年(1669･･･筆者註)段階』・

17世紀後半にもなお、‘(民族的)集団’としての‘まとまり’を失なわないままにあり続けたものと考えられることに

なろう。 

                                    （大 井 晴 男） 

 

   

 1) ｢オホーツク文化」の研究史については、筆者が、かつて下記の文献の『Ⅰ オホーツク文化の諸問題―その研究史的回顧―』

に、その概略を述べたことがある。ただし、それが刊行された1982年以降の部分には、当然であるが、触れられていない。しかし、

その後を含めて、その研究史について論述した適当な文献・論文がないので、不足があることを承知の上で、この論文を挙げてお

くことにする。その後の文献・論文・報告書等については、ここまで、第１・２章の記述に際してその一部について触れており、

また、必要がある場合、以下の記述のうちでも触れるところがあろう。 

  種市幸生「八、オホーツク期（北海道考古学講座８）」、『北海道史研究』18号、1979、36～56頁。（再録 種市幸生「オホーツク

文化」、野村崇・菊池俊彦編『北海道考古学講座』みやま書房、1980、183～209頁）。 

  大井晴男編『シンポジウム オホーツク文化の諸問題―その起源・展開・社会・変容―』学生社、1982。 

 2) 下記の文献等を参照されたい。 

  犀川会編『北海道原始文化聚英』民族工芸研究会、1933。 

  名取武光「利尻礼文両島における考古学的調査｣『史前学雑誌』第５巻第３号、1933、10～37頁。 

  河野広道「北海道石器時代の概要」『ドルメン』第２巻第８号、1935、114～122頁。 

  名取武光「北日本に於ける動物意匠遺物とその分布相｣『北大博物館報告』 北海道帝国大学農学部附属博物館、1936、１～34頁。 

 3) 下記の文献等を参照されたい。 

  児玉作左衞門『モヨロ貝塚』北海道原始文化研究会、1948。 

  名取武光『モヨロ遺跡と考古学』北海道講談社、1948。 

  米村喜男衞『モヨロ貝塚資料集』網走郷土博物館、1950。 

 4) 駒井和愛編『オホーツク海沿岸・知床半島の遺跡 上』東京大学文学部、1963。 

  駒井和愛編『オホーツク海沿岸・知床半島の遺跡 下』東京大学文学部、1964。 

 5) 泉靖一・曽野寿彦編『オンコロマナイ』(人文科学科紀要第42輯 文化人類学研究報告１)東京大学出版会、1967。 

 6) 佐藤忠雄・其田良雄・山口敏『稚内・宗谷の遺跡』稚内市教育委員会、1964。 

 7) 八幡一郎・増田精一・岩崎卓也編『北海道根室の先史遺跡』東京教育大学文学部、1966。 

 8) 以上、下記の文献等を参照されたい。 

  大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究１ オンコロマナイ貝塚』東京大学出版会、1973。 
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  なお、筆者は、その後の調査・研究の成果を含めて、こうした問題に関して下記の論文に考えるところを述べているので、これ

も参照されたい。 

  大井晴男「オホーツク文化の社会組織｣『北方文化研究』第12号、1978、93～138頁。 

 9) 筆者が『道東型のオホーツク文化』という言葉を使いはじめたのは、下記の論文が、最初である。なお、この論文では、『道北

型のオホーツク文化』という言葉は使っていないが、あわせて、『北海道のオホーツク文化におけるふたつの遺跡群の型式の確認・

ふたつの“歴史的な意味の差”をもつ人間集団の確認』と言っている(同論文、74頁)ので、実際上(『道東型のオホーツク文化』

に対置される)『道北型のオホーツク文化』の存在が意識されていたことになる。ただし、こうした意味で『道北型のオホーツク

文化』という言葉を使う場合、それは、本来、‘道北部におけるオホーツク文化’一般を指すものではなく、『道東型のオホーツク

文化』に対置される・時間的にそれと重なる部分のみを指して言うことになる筈であろう。同様に、道東部にも、また、(『道東

型のオホーツク文化』の出現に先立って)『道北型のオホーツク文化』に類する『遺跡群の型式』をもつグループが存在していた

筈だからである。しかし、少なくとも本書では、そうしたグループに言及する予定がないので、ここでは、便宜的に、(『道東型

のオホーツク文化』と時間的に重なる部分のみでなく)‘道北部におけるオホーツク文化’一般を指して『道北型のオホーツク文

化』と呼んでおくことにしたい。なお、筆者が、実際に『道北型のオホーツク文化』・その担い手達という言葉を使ったのは、あ

るいは、本書が最初かもしれない。 

  大井晴男「遺跡・遺跡群の型式論的処理について―オホーツク文化の場合―｣『北海道考古学』第18輯、1982、55～81頁。 

10) 下記の文献等を参照されたい。 

  大井晴男「附 オホーツク式土器について」大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究１ オンコロマナイ貝塚』東京大学出

版会、1973、253～273頁の266頁。 

  Ohyi, Haruo,‘The Okhotsk Culture, a Maritime Culture of the Southern Okhotsk Sea Region', in Fitzhugh, W. ed. 

“Prehistoric Maritime Adaptations of the Circumpolar Zone", Mouton & Co., 1975, pp.123-158の139頁。 

11) 前註８引用の大井論文、107～108頁。 

12) 天野哲也は、下記論文に、枝幸町周辺のオホーツク文化にかかる『地域集団』について、『このグループは後に香深井１遺跡(香

深井Ａ遺跡･･･筆者註)に集落を拓く(サハリン･･･筆者註)南西海岸グループとは別もので、アニワ湾岸のものである可能性が大き

い』と書いている(同論文、78頁)が、そこにも天野自身が書くとおり、『サハリンのデータがなお充分でないためにこれ以上の議

論を出来ない』、というよりも、そう考えるべき積極的なデータがあるとは言い難いようである。 

  天野哲也「オホーツク文化前期の地域開発について｣『北海道大学総合博物館研究報告』第１号、2003、69～80頁。 

13) 河野本道「天塩町川口基線遺跡の発掘調査資料報告｣『アイヌ・モシリ』７・８号、1964、22～48頁。 

14) 下記の文献を参照されたい。 

  皆川洋一編『奥尻町青苗砂丘遺跡(重要遺跡確認調査報告書 第２集)』北海道立埋蔵文化センター、2002。 

    越田賢一郎編『奥尻町青苗砂丘遺跡２(重要遺跡確認調査報告書 第３集)』北海道立埋蔵文化センター、2003。 

  ただし、越田編報告書の『Ⅳ 調査の成果と今後の課題』の項は、『１ 奥尻町青苗砂丘遺跡に見られるオホーツク文化の諸段階』

が皆川によって、『２ 成果と問題点』は越田によって書かれているが、その内容には大きなズレがある。この報告書の読者は、い

ったい、この『調査の成果』が何だったのか、混乱せざるをえないのである。複数の異なる見解がひとつの報告書等に提示される

ことはないわけではないが、その場合は、そのこと・そうした形を採ることの理由が明記されるのが一般であろう。この報告書の

場合、そうした言及はなく、調査者達の‘見解・結論’がどこにあるのか、読者には、理解できないことになる。これは、報告書

としては重大な手落ちであろう。今後、こうした事態が起こらないように期待したい。 

15) 前註12引用の天野論文。 

16) 下記の文献を参照されたい。 

  荒川暢雄編『香深井５遺跡発掘調査報告書―礼文町立総合体育館建設用地内埋蔵文化財発掘調査報告書―』礼文町教育委員

会、1998。 

  内山真澄編『香深井５遺跡発掘調査報告書(２)―道道礼文島線改良工事用地内埋蔵文化財発掘調査報告書―』礼文町教育委

員会、2001。 

17) ここでの天野の記述のうち、『砂丘上に遺跡は位置する』という記述は誤りであろう。1998報告書の記述に明らかなとおり、こ

の遺跡は『砂丘上』に遺されたものではないようである。これは、香深井川を挾んで対岸に位置する香深井Ａ遺跡との立地上の大

きなちがいであろう。また、天野は、『この沖積面のほぼ中央を流れる小沢』と書くが、報告書に示された『セクション』によっ
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てみれば、この位置には『小沢』はないようである。しかし、この後の記述にも『小沢』という言葉がしばしば出てくるので、以

下、ここでは『小沢』という言葉をそのまま使っておくことにする。 

18) この部分の記述で、天野が、『この左岸の活動は、オホーツク文化前期の前半、Ｉ段階に位置づけられる』と書いていることに

は問題があろう。この場合、『得られた土器はほとんど刺突文系であり、しかも突瘤文の比率が高い(50％前後)』ので、香深井Ａ

遺跡における魚骨層Ⅵ相当の‘土器群’であることはそのとおりなのかもしれないが、それを根拠に、このグループを『オホーツ

ク文化前期の前半、Ｉ段階に位置づけ』ること、また、したがって、同遺跡魚骨層Ⅴのグループを指標として『オホーツク文化前

期の後半、Ⅰ段階』を定義しようとすることは、下記の論文に言う‘土器群’の漸移的な変遷を考慮すれば、危険であると言わざ

るをえないようである。この場合、『Ｉ段階』と『Ⅱ段階』は、截然と区分しうるものではない筈である。再考を求めておきたい。 

  大井晴男「土器群の型式論的変遷について―型式論再考―(上)(下)｣『考古学雑誌』第67巻第３号、1982、22～46頁。第67

巻第４号、1982、28～47頁。 

19) 最後の文章は、実は、『前半
ママ

後半』の『オホーツク人たち』についての言葉である。しかし、そのコンテクストからみて、‘前期

前半’のグループに関しても同じであると考えていたと思われるので、ここに引用することにした。 

20) 大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究２ 香深井遺跡 上』東京大学出版会、1976。 

  大場利夫・大井晴男編『オホーツク文化の研究３ 香深井遺跡 下』東京大学出版会、1981。 

21) 前註16に引用した荒川編報告書で、荒川は、香深井５遺跡で、こうした‘土器群’を共伴する『きわめて浅い掘り込み、ないし

掘り込みをほとんど伴わないのではないかと思われる住居址３軒を確認した』ことを報じている(同報告書、15頁)。天野は、前註

12引用の論文で、これらを『仮小屋』と呼んで議論を進めているのだが、これらを、(『住居址』を含む)何らかの遺構と考えるの

は困難のように思われる。この点に関しては、内山真澄も同意見のようであり、同じ前註16に引用した内山編報告書中に、『95年

度の(本遺跡の･･･筆者註)調査における住居址認定条件を欠く仮小屋的な住居址などと言う、無理な理解のもとに架空の遺構を創

出する必要などない』と書いている(同報告書、168頁)。 

22) 大場利夫「北海道周辺地域に見られるオホーツク文化―Ⅲ 焼尻島・天売島―｣『北方文化研究』第４号、1970、１～19頁。 

23) 大場利夫・石川徹『浜益遺跡―浜益郡浜益村遺跡調査報告書―』浜益村教育委員会、1961。 

24) たとえば、天野は、奥尻島青苗砂丘遺跡で『Ｈ-１号』と呼ばれた『竪穴式住居跡』を例に挙げて、『仮設竪穴住居』と呼び、そ

れらが、『床面積の大きい竪穴式の建物であっても、(長軸上に主柱穴を配置する構造を欠いて･･･筆者註)上屋は細い材を寄せ集め

た簡易な造りであ』り、『恒久的な居住を目的として造られた住居ではなかった』のであって、『新たな地域開発のときに前進基地

として機能したもの』なのだと主張しているが、前註21に触れた『仮小屋』の想定と共に、遺憾ながら、説得的であるとは言い難

いようである。 

25) 天野は、『オホーツク海側』に関しても、羅臼町辻中遺跡・根室市弁天島遺跡等の例を挙げて、同じような動きがあったことを

主張しているが、この場合、今後それを裏づけるような遺跡・遺物等が知られるようになればともかく、‘それをバックアップす

る態勢’がほとんど考え難いことからみて、そうした想定には無理があろう。 

26) 下記の論文の41頁。なお、中略とした部分には『擦文土器にやや遅れ』という記述があるが、それが誤りであることはすでに明

らかなので、省略に付した。 

  藤本強「オホーツク土器について｣『考古学雑誌』第51巻第４号、1965、28～44頁。 

27) 前註10引用の大井論文、262頁。 

28) 前註20文献、（下）521頁。 

29) 前註18引用の大井論文、（上）43頁(註35)。 

30) 下記の文献の484頁(註29)を参照されたい。 

  大井晴男「オホーツク文化の荷負者の生業と集団」斎藤忠先生頌寿記念論文刊行会編『考古学叢考 中巻』吉川弘文館、1988、

455～485頁。 

31) 前註８引用の大井論文、117頁。 

32) 前註８引用の大井論文、127～128頁。 

33) 前註８引用の大井論文、128頁(註80)。 

34) 註１引用の文献、88～89頁。 

  このシンポジウムは、1977年10月８・９日に行われており、ここで天野が提示している数字は、前註20に引いた香深井Ａ遺跡の

報告書に示したところ(特にその（下巻）第476図に示した数字)とは違いがある。前註18に引用した大井論文の第２表に示した数
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字によれば、魚骨層Ⅳで器形をうかがいえた土器87例中、Ⅱｂ型に加えられた資料は９例(10.3％)、同じく魚骨層Ⅲでは58例中３

例(5.2％)、魚骨層Ⅲoでは37例中１例(2.7％)、である。天野の示した数字がどんな根拠によっているか明らかではないが、その

数字の違いは、天野の論旨を覆すようなものではないようである。 

35) 前註18引用の大井論文を参照されたい。 

36) たとえば、前田潮は、前註34に触れたシンポジウムの中で、『この時期(刻文期･･･筆者註)に･･･(中略)･･･木棺墓がみられるよう

になる』ことに注意している(註１引用の文献、80頁)。問題の『墓』は、伊藤昌一によって下記の文献に報告されたモヨロ貝塚の

事例で、伊藤は『木槨墓』と呼んでいるが、６基が発見されており、いずれも(刻文土器の包含層である)『貝層』より下位に発見

され、うち２例では『第２類土器(文様・刻文)』等を副葬していたようである(同文献、24～27頁、および、49頁)。これらの例が

前田のいうように『大陸的な要素』かどうか確認できないが、いずれにせよ、『道北部』ではこれまで知られていないところであ

り、注目すべき事例であろう。 

  伊藤昌一・駒井和愛・名取武光・大場利夫・斎藤忠・佐藤達夫・吉田章一郎「網走モヨロ貝塚」駒井和愛編『オホーツク海沿岸・

知床半島の遺跡 下』東京大学文学部、1964、に別篇として所収。 

37) 前註８、および、前註20引用の大場・大井編報告書他を参照されたい。 

  ただし、下記の論文・報告書等にみるように、礼文町元地遺跡、および、利尻町亦稚遺跡等では、おそらく『道北型のオホーツ

ク文化』の最も新しい段階のものと考えられてよい‘土器群’に伴って、(完形あるいはそれに近い)やや特異な‘貼付文’をもつ

土器などが発見されている(下記の大井論文、第７図16、および、岡田他報告書、第22図２)。これらは、『道北型のオホーツク文

化』の担い手達によって‘模作’された‘貼付文土器’であったと考えられようが、こうした資料が共伴することは、おそらく、

最も新しい段階の『道北型のオホーツク文化』の担い手達に『道東型のオホーツク文化』の(たぶん土器だけに限られる)影響があ

ったことを示すものであると考えられよう。あるいは、この時期に、『道北型のオホーツク文化』の担い手達は、まさに目梨泊遺

跡で、『道東型のオホーツク文化』の担い手達と接触することがあったのかもしれない。 

  大井晴男「礼文島元地遺跡のオホーツク式土器について―擦文文化とオホーツク文化の関係について、補論２―｣『北方文

化研究』第６号、1973、１～36頁。 

  岡田淳子・椙田光明・西谷栄治・西本豊弘他『亦稚貝塚』利尻町教育委員会、1978。 

38) 本書第Ⅰ部第２章第２節に付した『土器の分類について Ａ.文様要素による分類』の項を参照されたい。 

  なお、筆者は、下記の論文にも、関係する問題について触れている(同論文、179～180頁)ので、あわせて参照されたい。 

  大井晴男「‘貼付文系オホーツク式土器群’の‘型式論’的変遷を考える―‘型式論’のためのノート(３)―｣『北海道考古

学』第40輯、2004、167～184頁。 

39) 下記の文献の44頁、表３を参照されたい。 

  前田潮『オホーツクの考古学』(ものが語る歴史７)、同成社、2002。 

40) 註１引用の文献、90～91頁。 

  ただし、ここで、天野は、前者(動物儀礼の変化)について、『擦文文化の影響』を考えようとしているが、その後の「擦文文化」

に関する研究の進展状況から考えれば、困難な想定であると言わざるをえないようである。 

  なお、菊池徹夫も、『オホーツク文化後期の(竪穴･･･筆者註)住居址』について、下記の文献中で、類似の問題を議論している。

ここで菊池のいう『オホーツク文化後期』は、(菊池は意識していないのだが)実質的には、筆者のいわゆる『(いわゆる‘トビニ

タイ文化’を含む･･･筆者註)道東型のオホーツク文化』のことであろうと考えられる。 

  東京大学文学部考古学研究室編『常呂 北海道サロマ湖沿岸・常呂川下流域における遺跡調査』東京大学文学部、1972、の366

～368頁。 

41) 前註９引用の大井論文、73頁。 

42) 下記の論文を参照されたい。 

  大井晴男「型式学的方法への試論｣『考古学雑誌』第55巻第３号、1970、１～22頁。 

43) 註１引用の文献を参照されたい。 

44) 前田潮は、註１に引用したシンポジウム中で、『最も明らかな地域差があらわれるのは、やはり貼付浮文の時期です』『何故そう

した(“道北型のオホーツク文化”と“道東型のオホーツク文化”の間にみられるような･･･筆者註)地域差があらわれるのかという

理由のひとつは、勿論、社会経済的な理由があるわけでしょうが、ここではやはり集団の違いということを考えていいんじゃない

かと思います』『(前略)･･･オホーツク文化の初頭における元々の集団の違いというようなものが、後あとまでずっと何らかの形で
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尾を引くというか･･･(中略)･･･そういうつかまえ方を私はしてみたいと思うわけです』(同文献、83頁)と言っている。この前田の

発言は、『地域差』を‘出自’の違い・『集団の違い』によって説明しようとする点では、本文に筆者のいうところと一致するが、

それを『オホーツク文化の初頭における元々の集団の違い』に求めようとすることで差がある。筆者は、本文にいうように、『両

者の間にある‘違い'』が『その(オホーツク文化の･･･筆者註)成立以降に起っていたものと考え』ようとする。ただし、筆者の理

解が、前田の発言にヒントを得たものであることは、認めるに吝かでない。なお、引用文中、(前略)とした部分には、『鈴谷期、

つまり』という言葉があったが、筆者は、‘鈴谷式土器’をもつグループを「オホーツク文化」には加えていないので、省略に付

した。 

45) 下記の論文の（下）18頁、参照。 

  小野裕子「道北オホーツク海岸の“地域集団”をめぐる問題(上・下)｣『古代文化』第48巻第５号、1996、21～36頁。第48巻６

号、1996、14～24頁。 

46) 実際、小野は、『香深井Ａ遺跡の剥片石器群に占める黒曜石の比率が、魚骨層Ｉにおいて急増している事』を指摘して、『道北系

と道東系集団間の社会的関係の深化・強化を示唆する』ものと考えている(前註45論文、（下）21頁)のである。しかし、目梨泊遺

跡の発掘調査の結果は、遺憾ながら、こうした理解を支持しないようである。むしろ、『香深井Ａ遺跡の剥片石器群に占める黒曜

石の比率が、魚骨層Ｉにおいて急増している事』は、枝幸町周辺の(『道北型のオホーツク文化』の担い手達の)『地域集団』が、

すでに第２章第１節に述べたように、それに前後する時期に、雄武町周辺に‘Off-shoot’を出していたこととの関係で説明でき

るのではないかと考えている。 

47) 前註10引用の大井論文の264頁(付表)、および、前註20引用の香深井遺跡報告書（下）、530～566頁等を参照されたい。 

48) 前註37引用の大井論文の他、下記の論文等をも参照されたい。 

  大井晴男「“サハリン・アイヌ”の形成過程｣『北方文化研究』第17号、1985、165～192頁。 

49) 佐藤隆広編『目梨泊遺跡 一般国道238号枝幸町斜内改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書』枝幸町教育委員会、1994、の188

頁。 

50) 種市幸生は、下記の文献で、最近、千歳市ウサクマイＮ遺跡で発見された『オホーツク式土器』について、『道東の中期オホー

ツク文化のオホーツク式土器にその類例が求められる』と書いて、『モヨロ貝塚・目梨泊遺跡を残した人々との接触によってもた

らされたものと思われる』と述べる(同文献、291頁)。この記述がみられる文章の内容から考えて、種市も、そうした『接触』が

『海路』によって行われていたものと考えていたのだろうと思われるが、本文に述べたように、きわめて考え難いところであろう。

ついでに、種市は、この『オホーツク式土器』が『Ｂ-Ｔｍ(火山灰･･･筆者註)の下から出土している』ことを理由に、『８世紀後

半から９世紀前半と位置づけられる』としているが、これも、およそ考え難いところであろう。この遺跡で記載されている『白頭

山-苫小牧火山灰(Ｂ-Ｔｍ、10世紀)』は、例外的に厚い・しっかりした堆積状況を示す『土坑』『ＩＰ-24』の場合を除いて、いち

じるしく断続的な堆積状況を呈しているようであって、(仮にそれが『白頭山-苫小牧火山灰(Ｂ-Ｔｍ、10世紀)』であったとして

も)二次堆積であった可能性が大きいように思われる。問題の『オホーツク式土器』が発見されている『河道跡』でも、『Ｂ-Ｔｍ(火

山灰･･･筆者註)』の堆積状況は同様のようである。ちなみに、発掘調査者のひとりである田中哲郎は、『(河道跡の･･･筆者註)主た

る遺物包含層はＢ-Ｔｍ層下の暗茶色泥炭層・砂礫層であり、暗茶色泥炭層からは中柄・マキリの柄・曲げ物の底板などの木製品、

加工材が出土したほか、下位砂礫層に打ち込まれた立杭列を検出した』と書き(同文献、８頁)、また、それが『Ｂ-Ｔｍ(層･･･筆

者註)下』であることを理由として、『杭列の時期は擦文期に求める』と書いている(同文献、129頁)が、もし、『Ｂ-Ｔｍ(層･･･筆

者註)』が二次堆積であったとすれば、その根拠は失われることになろう。たとえば、(『暗茶色泥炭層』から出土している)『中

柄・マキリの柄・曲げ物の底板などの木製品』は、｢擦文文化」にかかる資料群としてよいのであろうか。実際、『暗茶色泥炭層』

からは‘擦文式土器’等は発見されてはいないのである。結局、本遺跡にみられる『Ｂ-Ｔｍ層』を‘Key-layer’として扱うこと

には、いささか、疑問があるように思われる。 

  北海道埋蔵文化財センター編『ウサクマイＮ遺跡―道道支笏湖公園線交通施設工事用地内埋蔵文化財発掘調査報告書―』北

海道埋蔵文化財センター、2001。 

51) 下記の論文の41頁を参照。 

  右代啓視「オホーツク文化の年代学的諸問題｣『北海道開拓記念館研究年報』第19号、1991、23～49頁。 

52) なお、八木光則も、下記の論文にしたがえば、『(目梨泊遺跡を含む･･･筆者註)オホーツク海沿岸』の出土例についても、‘蕨手

刀’の示す時間的位置が、日本列島の他の地域と同様であると考えているようである。ただし、『オホーツク海沿岸へは大陸経由

でもたらされた可能性も考えられる』(同論文、395頁、註４)とも書いているのだが、ここで時間的なズレを考えているのかどう
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か、この文章からは、明らかでない。 

  八木光則「蕨手刀の変遷と性格」坂詰秀一先生還暦記念会編『考古学の諸相 坂詰秀一先生還暦記念論文集』坂詰秀一先生還暦

記念会、1996、375～396頁。 

53) 下記の文献の832頁。 

  大井晴男『アイヌ前史の研究』吉川弘文館、2004。 

  なお、同文献871頁の註22にも、(筆者の指摘に先行する)関連する議論について触れているので、あわせて参照されたい。 

54) 前註53引用の大井文献、713頁。 

55) 前註37引用の大井論文、参照。 

56) 下記の報告書の第Ⅱ章(15～102頁)。 

  吉崎昌一・岡田淳子編『北大構内の遺跡５ 昭和59年度』北海道大学、1987。 

57) 前註53引用の大井文献、29頁。 

58) 下記の論文の163頁、参照。 

  大井晴男「擦文文化といわゆる‘アイヌ文化’との関係について｣『北方文化研究』第15号、1984、１～201頁。 

  なお、註53引用の大井文献の487頁にも、再度、同じ可能性に言及しているので、これも参照されたい。 

59) 前註53引用の大井文献の908頁、および、913頁、参照。 

60) 下記の論文の60頁。 

  大井晴男「擦文文化とオホーツク文化の関係について｣『北方文化研究』第４号、1970、21～70頁。 

61) 前註37引用の大井論文、30頁。 

62) 多くの事例が調査・報告されているが、たとえば、下記の報告書等を参照されたい。 

  大場利夫・奥田寛『女満別遺跡』女満別町教育委員会、1960。 

  駒井和愛編『オホーツク海沿岸・知床半島の遺跡 下』東京大学文学部、1964。 

  米村哲英『ピラガ丘遺跡』斜里町教育委員会、1970。 

  米村哲英『ピラガ丘遺跡―第Ⅱ地点発掘調査概報』斜里町教育委員会、1972。 

  金盛典夫『ピラガ丘遺跡―第Ⅲ地点発掘調査報告』斜里町教育委員会、1976。 

  金盛典夫・村田良介・松田美砂子『斜里町文化財調査報告Ｉ―須藤遺跡・内藤遺跡発掘調査報告書―』斜里町教育委員会、

1981。 

  美幌町教育委員会編『元町２遺跡』（美幌町文化財調査報告Ⅱ）美幌町教育委員会、1986。 

  和田英昭・米村衞『嘉多山３遺跡・嘉多山４遺跡』網走市教育委員会、1993。 

63) 椙田光明・椙田美枝子『伊茶仁カリカリウス遺跡発掘報告書―昭和56年度、標津遺跡群保存修理事業―』標津町教育委員会、

1982。 

64) 前註53引用の大井文献の572～575頁、参照。 

65) 福士廣志『姉別川17遺跡発掘調査報告』浜中町教育委員会、1983。 

66) 前註37引用の大井論文、30頁。 

67) 下記の報告書、および、涌坂論文を参照されたい。 

  涌坂周一編『オタフク岩遺跡(第Ⅰ地点・第Ⅱ地点・洞窟)』(羅臼町文化財報告14)、羅臼町教育委員会、1991。 

  涌坂周一「知床半島における熊送り儀礼の痕跡―羅臼町オタフク岩洞窟の一例―｣『古代文化』第45巻第４号、1993、40～

49頁。 

68) 前註53引用の大井文献の638頁、参照。 

69) 下記の論文を参照されたい。 

  大西秀之「トビニタイ土器分布圏の諸相｣『北海道考古学』第32輯、1996、87～100頁。 

70) 前註53引用の大井文献の640頁、参照。 

71) 前註53引用の大井文献の924頁。 
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