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北大キャンパスの遺跡

小野裕子
藤女子大学

Ⅰ．遺跡群を取り巻く環境

北大キャンパスの遺跡群を語るなら，かつてそこを流れていた河川の話から始めなければなら
ない。このガイドブックの表紙挿図は，現在の北大キャンパスと，1947 年の米軍撮影による航
空写真から復元された旧琴似川水系を重ね合わせたものである（清水 1983）。この旧河川は現在
ではほとんどが埋め立てられてしまったが，北大キャンパスの南半から植物園周辺に至る辺りに
はまだその名残が所々に見られる。この旧琴似川水系の河川沿いには多数の竪穴群が存在するが，
そのことは既に明治年間から知られていた（羽賀 1975・上野 1979）。
この旧琴似川の支流のうち北大キャンパスを流れていたのはセロンペツとサクシュコトニ川

である。中でもキャンパスを縦断して北流していたサクシュコトニ川沿いにはこれまでの調査
から多数の遺跡の存在が明らかになっている（Fig.1）（北海道大学埋蔵文化財調査室編 1981 ～
2002）。現在，キャンパスの主な遺跡は 52 箇所余（遺構を伴うもの 18 箇所，遺物採集地点 34
箇所）で，大部分が続縄文期後半から擦文期後半（A.D.4，5 ～ 11，12 世紀）頃までのものであ
る。最近ではさらに時間的に遡る続縄文前葉の集落址（文学部総合研究棟建設予定地 Fig.1-28）や，
中・近世におよぶ遺跡（18 条道路アンダーパス工区周辺 Fig.1）も確認されているが，遺跡群の
大半は古墳時代前期から鎌倉時代の時間幅に入るもので，とりわけ奈良・平安期のものが多く見
つかっている。こうした遺跡群の時間的な偏りの第一の原因は，北大キャンパスの地形学的成因
に負うところが大きい。
Fig.2 に見るように，北大キャンパスは豊平扇状地の扇端部に位置している。従ってそこに載る
遺跡群は，この扇端面の形成後，地形的に比較的安定した時期に人間による利用が開始されたこ
とを意味する。北大キャンパスのすぐ南にある K135 遺跡（北 6 条西 4・5 丁目）では「恵山文化」
の包含層が最下層で検出されており（上野・加藤 1987），同遺跡の載る扇状地面の形成がおよそ
2,000B.P（放射性炭素による年代測定，非較正年代）には終了していたことが知られている（大
丸 1989）。この北に位置する北大キャンパスでは，文学部総合研究棟の建設に際して検出された
遺跡の層序からさらに遡る時期のデータが得られている。これについては本編の平川・中村両氏
の報告に詳しい。また，キャンパス内を流れる河川の流路自体も扇状地面の形成過程の中で変遷
を重ねていたようである（宮塚 1995，平川・中村同上 )
キャンパス内の遺跡群は川沿いの微高地にあり，往時，水辺とそれに続く湿性地にはハンノキ，

ヤチダモの優占林や，より乾燥した地点にはハルニレやイタヤカエデの優占林が生育し，林床は
ササが主体であった（清水前出）。これらは本編の高橋氏の報告にも自生植物として挙げられてお
り，遺跡とその周辺にあった自然植生を，今日猶，植物園の一部や旧恵迪寮西側の原生林などに
窺うことができる（高橋他編 2002）。従っておよそ２千数百年前頃から開始された北大キャンパ
ス内の遺跡立地と周辺の景観には基本的に大きな変化が無かったと見て良いだろう。

Ⅱ．遺跡群の特色

ただし遺跡の利用の仕方においては，必ずしも同様という訳にはゆかない。例えば続縄文前葉
頃には集落として，同後半期には漁撈を主目的としたキャンプサイトや墓域として，そして擦文
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Fig.1　北大キャンパスの遺跡群
 （北海道大学埋蔵文化財調査室編 1981-2002 年より作製）
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期に入り再び集落としての利用が積極的になされたことが明らかになっている。このことは遺跡
の形成が地形や自然環境による制約のみで決まらないこと，むしろ各時期にこのキャンパスを利
用した様々なグループが，どのようにある地点を利用するかは，そのグループの持つ文化的背景
に負うところが大きいと言えるだろう。
キャンパス内の遺跡群は，大きく続縄文文化と擦文文化に分けることができる。冒頭で述べた

ようにこれらは本州で言えば古墳時代前期から鎌倉期にほぼ併行するものだが，弥生文化をもっ
て開始した水稲耕作に基づく農業社会が成立しなかった日本列島北端地域に展開した独自の文化
である。両文化ともそれを担った人々は基本的には北海道の在来のグループであり，後のアイヌ
の人々に繋がる。しかしながら，文化的には両グループの間にかなりの開きがある。

１）続縄文文化の遺跡

再び Fig.2 に戻ろう。同図は札幌市内の続縄文文化後半期の遺跡群の分布を地形との関わりで
示したものである。考古学的には「後北式文化」とこれに続く「北大式文化」と呼ばれる時期の
もので，屋外炉を伴うキャンプサイトと墓が検出されるのみで，竪穴住居址は全道的に全くとい
って良いほど検出されていない。
一見して明らかなように遺跡群の多くが台地や段丘面，あるいは豊平扇状地より形成時期が古

く位置づけられている発寒扇状地や発寒川の自然堤防上に位置している。これに対して豊平扇状

F ig . 2　札幌市内の続縄文期の主要遺跡分布
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地の扇端面から北大キャンパス周辺にかけての地域では５，６カ所を数えるに過ぎない。これらは
札幌市の遺跡としては比較的近年の調査により検出されたものであり，今後もまだ増える可能性
は十分ある。ただ既述のように豊平扇状地の扇端面やその北に延びる旧琴似川流域の地形的安定
は，周囲に比べより新しい時期まで降ることから，続縄文期後半段階におけるこれらの地点での
遺跡の利用形態は，専ら屋外炉を伴うキャンプサイトで，しかも，その多くは短期的な利用であ
ったことが明らかになっている。そして続縄文終末期に入り札幌駅付近の K39 遺跡第 1 次調査地
点（Fig.2）や北大キャンパスのポプラ並木東地区（Fig.1-7）といった扇端面の一部で土壙墓が
確認できるようになる。
この続縄文後半期の遺跡で竪穴住居址が検出されない理由については未だ明らかではないが，

津軽平野まで到達した水稲耕作前線が，弥生後期頃を境に東北南部にまで後退することから気候
の寒冷化が生じていたことが知られている。この寒冷化の影響がサハリンを含めた北方地域での
人の動きを伴う文化的変動を引き起こし，その影響が北海道の在地グループに及んだとする指摘
もある（石附 1976）。
この続縄文後半期のグループの遺跡からはサケ属やウグイ属などの魚類やシカなどの陸獣類の

骨が検出されており，狩猟採集経済に基盤をおいていたことが知られるが，一部の遺跡からはア
サやゴボウ，オオムギ，などの栽培も指摘されている（山田 1987）。

２）擦文文化の遺跡

この続縄文後半期の遺跡群に対
し，擦文文化のそれは非常に特徴
的なあり方をする。Fig.3 は札幌市
内で確認されている主要な擦文期の
竪穴住居址を伴う遺跡の分布図であ
る。発寒扇状地と豊平扇状地の扇端
面から一般低地にかけ，旧琴似川水
系に沿って遺跡群が連続した分布を
示す。サクシュコトニ川沿いに展開
する北大キャンパス内の擦文期の遺
跡群も，実はこの旧琴似川水系の擦
文文化のグループと切り離せない関
係ある。もともとこの図は明治年間
（M24 ～ M29 頃作製）に高畑宣一
氏が当時地表面からまだ観察できた
竪穴群の分布を書き残したもので，
おそよ 800 軒の住居址が描かれて
いた（芳賀，上野前出）。その後の
札幌市教育委員会による幾つかの発
掘調査から，これらすべてが擦文文
化期の竪穴住居址群であることはほ
ぼ確実視されている。
擦文文化の住居址は正方形に近い

Fig.3　札幌市内の主な擦文文化の遺跡
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方形で，竪穴内に４本（大型の場合は６本）の柱を
持つ。特徴的なのは壁の一辺に造り付けの竈を持つ
ことで（Fig.4），これは東北北部に波及した律令社
会に普遍的に見られる住居と同様の構造である。石
器も一部には残るが前代に比べると圧倒的に種類も
数も激減することから金属器の導入がある程度進ん
だことが推定されている。また，恵庭や千歳，江別
といった石狩苫小牧低地帯にのみ，「北海道式古墳」
と呼ばれる小形の群集墳が知られている。これは古
墳時代以来の葬制の変形した最終末期の姿の一つで，
東北北部と構造的に強い類似性を示すものである。
このような擦文文化期に見られる本州的な要素の出現は何を意味しているのだろうか。

3)　北大キャンパスの擦文文化の資料的位置

土器の型式学的特徴から，千歳
・恵庭地域では奈良時代初期頃に比
定される集落の存在が知られている
（Fig.5）。これに対して，旧琴似川
水系では，目下のところ最古の擦文
期の集落址である K435 遺跡（上野
・仙庭 1993）は，千歳・恵庭地域
に比べやや遅れる時期に比定できる
（Fig.6)。これとほぼ同時期の遺跡が
北大キャンパスのサークル会館遺跡
（Fig.1-13）や地球環境研究科研究
棟地点（Fig.1-16・24）である（Fig.
７）。これらの土器群は形態や製作
技術，器種構成上でも類似性が強く，
さらに加えて，集落遺跡の分布のあ
り方においても共通性を持つ（大井
1984）。

集落分布の特異性

擦文文化期の竪穴住居が河川沿い
に連なるように設けられる理由につ
いては，これまでサケ類を主とする
河川漁が強く示唆されてきた（藤本
1984）。アイヌの人々がサケ属の捕
獲を主として産卵床において行って
いたことは旧記にも知られるが，旧

Fig.4　擦文文化の竪穴住居址
（ 須藤他編1992巻頭図より）

Fig.5　千歳・恵庭地域の擦文前期の土器群

Fig.6　札幌K435遺跡出土の擦文前期の土器群
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琴似川水系に連続する竪穴住居址
群が産卵床と住居の近接を意図し
たものでないことは，サケの産卵
床が湧水と産卵のための礫床を共
に備えた限定された箇所にしか存
在しない（小宮山他 1990）ことか
ら明らかである。
擦文文化のグループでは竪穴住

居を作り替える際に，前代の窪み
と重複させない配慮が働いており
（藤本 1976：128），竪穴住居を河川に近接した位置に設ける限り連続した分布を示すことは必
然的な結果である。縄文時代においても河川は人間にとって飲料水の確保や河川漁の場として重
要なファクターであった。しかしながら，住居址が河川沿いに連続的に分布するようなあり方は
この擦文期にしか見られない。他の生業との関係はどうだろう。
　キャンパス内のサクシュコトニ川遺跡で検出された 32 種の炭化種子から，キビ，アワ，ヒエ（イ
ヌビエ？），オオムギ，コムギ，アズキなどの雑穀栽培の証拠が得られ，サケ属やウグイ属などの
河川漁や陸獣漁に加え，栽培が生業の３本柱の一つを占めるような経済基盤が確立していたこと
が明らかになった（北海道大学埋蔵文化財調査室編 1986）。続縄文後半期の一部の遺跡では既に
栽培が行われていることが確認されているが，その規模は遙かに小さかったようである。然るに
このサクシュコトニ川遺跡で明らかになった雑穀栽培の状況はそれらに対して飛躍的といって良
い。
アイヌの人々が河川沿いの可耕地において粗放な栽培を行っていたことは知られているが（林

1964），金属器が石器を凌駕するほど入り込んでいたとは言え，開墾に必要な鉄器の十分な確保
も困難な擦文期において（天野 1983），雑穀栽培がかつて無い位置まで生業上のウエイトを占め
ていたとすれば，その畑を河川沿いの可耕地に求めた可能性は極めて高いと思われる。だが，そ
の場合でも集落と畑を常に近接させるようなセトルメント・パターンは，必然的な成り行きとは
言い切れない。そこには生業上以外の理由，例えば交通・運搬などの水利上の利便性や（瀬川
1996），その集団の持つ社会的・習俗的理由など，そうした集落分布が必要とされた別の内在的
な理由が存在していたと見るべきだろう。そうであるならば，このような特徴的な集落分布のあ
り方は，旧琴似川水系にあった擦文文化のグループのもつ文化的・社会的表徴と見ることができ
よう。
上に述べた旧琴似川水系の土器群の型式学的特徴と恵庭・千歳地域におけるそれらの間の類似

性は，集落分布の形態においても共通していることから，これら両地域の擦文文化のグループ間に，
地域を越えた強い結びつきが存在していたことが推定できる。キャンパス内の地球環境科学研究
科研究棟やサークル会館などから出土した遺構や遺物群はそうした結びつきをより具体的に明ら
かにするための貴重なデータである。
さらに，擦文文化の形成過程の別の問題においてもキャンパス内の遺跡群は良好な資料を含ん

でいる。上に述べたように擦文文化の竪穴住居や土器，「北海道式古墳」と呼ばれる末期群集墳は
在来の続縄文文化の伝統からは生じ得ないもので，これらすべては東北北部にあった土師器文化
に由来している。現在，擦文文化の形成については基本的に以下のように考えられている。
８世紀の初頭前後に東北北部から土師器文化を持つ人の移住が石狩苫小牧低地帯の馬追山丘陵

周辺の河川流域に起こり，まずこれらの地域において在来の続縄文文化のグループとの文化的・

サークル会館

F ig . 7　サークル会館と地球環境科学研究科研究棟出土土器

サークル会館 地球環境科学研究科研究棟
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集団的融合，即ち擦文文化の形成が始まった（横山 1984）。その後全道的に擦文文化へ移行する
訳だが，その具体的なプロセスについてはまだ十分明らかにはなっていない。
既に見てきたよう，北大キャンパスの遺跡群は，サクシュコトニ・セロンペツ川を中心とする

小規模な地理的単元をなしている。サクシュコトニ川遺跡のサケ捕獲施設を見ても，河川のどの
地点にそうした施設を設けるかは，同じ河川沿いの複数の集落間の合意を必要とすることは明ら
かで，河川単位の利害調整を果たす社会的集団が成立していたと見て良いだろう。その意味で，
キャンパス内に見られる続縄文終末期から擦文期にかけての遺跡群はこの融合過程を考える上で
比較的まとまりの捉えやすい良好な資料なのである。その変容過程については，図式的に言えば，
在地の続縄文系グループと土師器を伴う外来のグループとの併存・接触段階と，融合完了段階に
分けられるが，。この外来グループについては少し補足が必要だろう。
上述のように旧琴似川水系と恵庭・千歳地域は遺跡分布や土器群の特徴から強い結びつきが推

定できるが，より古い段階の土師器文化を伴う集落は旧琴似川水系には見つかっていない。ここ
で見つかる土器群は土師器の器種組成を持つものの，器形や整形法，文様などにおいて既に変化
を生じたものである。この段階の土器を伴う集落址は恵庭・千歳地域には多く発見されており，
旧琴似川水系におけるより早い時期の遺跡群はこれらに併行するものである。従って，厳密に言
えばここで言う「土師器を伴うグループ」とは，東北北部からのダイレクトな土師器文化のグル
ープではなく，恵庭・千歳地域で既に変化を起こしたグループを指している。そこに見られる中
小河川を単位とする集落分布もこの段階に形成された可能性が高い。この変容当初の過程につい
てはこれ以上ここで踏み込むことはしないが，旧琴似川水系に出現する “土師器を伴うグループ”
とはこのような意味で用いている。

併存・接触段階－Ａ . 在地グループ

続縄文終末期の土器群はかつて「北大式土器」と呼
ばれて３時期に細分されていたが（斉藤 1969），現在
ではその最終段階を「十勝茂寄式」（大沼 1989）と
して分離し，これを擦文文化へ踏み出した在地グルー
プの初期段階の土器群と位置づけている（Fig.9）。こ
の「十勝茂寄式」の甕に土師器坏という組み合わせの
成立が，土器から見た擦文文化への第一歩である。
構内におけるこの段階の遺跡は薬学部受水槽予定地

（Fig.1-10），国際学術交流会館遺跡（Fig.1-9）である。
薬学部受水槽予定地では「十勝茂寄式」の甕と体部下
半に沈線を 1 条持つ椀形平底坏，およびやや間隔をお
いた数条の段状沈線や沈線文を持つ甕が一括と見なされる状態で出土している（北海道大学埋蔵
文化財調査室編 1985）。このような鋸歯文や烈点文を持つ「十勝茂寄式」土器群と「多条沈線型」
の土器群との時間的併行関係から，両者が融合した刻文土器が成立することは既に指摘されてい
る（横山前出）。
　この受水槽予定地から得られている椀形平底坏は，K435 遺跡の「Ⅱ群」よりやや新しい特徴
を備えているが，「Ⅲ群」では既に定型的な深めの椀形平底坏に移行していることから，「Ⅱ群」
と「Ⅲ群」の間に位置づけられる。報告では「Ⅲ群」は，「Ⅱ群」に続く「8C 中葉～後葉」とさ
れているが，「Ⅲ群」には平行叩き目の須恵器甕と回転ヘラ切りおよび回転糸切りの須恵器坏が伴

F ig . 8　「十勝茂寄式土器」
（萩ケ岡1遺跡305号墓出土）
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うことから，同Ⅲ群はむしろ 8C 後葉に中心を置くと思われる。それ故，受水槽予定地資料は 8C
第 3 四半期頃に比定できる。
学術交流会館からは性格不明の小竪穴が 2 基検出されており（北海道大学埋蔵文化財調査室編

1987），1 軒の竪穴埋土から「十勝茂寄式」土器片が得られている。時間的には，受水槽予定地
に併行するか，乃至は多少遡る可能性がある。これに関連して最近報告された本部裏地点（Fig.1-
25）では「十勝茂寄式」に含められる土器を伴う小規模な竪穴住居址の検出が報告されている。
住居址が完掘されていないため不明な点が残るが，サクシュコトニ川遺跡の前段階に相当する在
地グループの竪穴住居址を伴う事例とし得るかもしれない。さらに，これらの上流にあたる札幌
駅構内の K135 遺跡西４丁目地点（上野他 1987）最上層もほぼ同時期のものだが，周辺での雑
穀栽培が推定されているものの竪穴住居址は未検出である。
目下のところ「十勝茂寄式」段階の遺跡はサクシュコトニ川では上流部に散点的に認められる

のみであり，そこでは竪穴住居を伴う形での定着は未だ確立していない。この段階では，坏の搬
入に明らかなように，土師器を伴うグループと接触しつつも，依然としてより上流部側の扇状地
末端面周辺をベースとする，従来の続縄文的な社会・経済システムを維持していたようである。

併存・接触段階－Ｂ . 土師器を伴うグループ

8C 第 2 四半期には地球環境科学研究科周辺（Fig.1-16・24）に土師器を伴うグループの，恐
らく竪穴住居を伴う進出が始まる。下流部のサークル会館遺跡（Fig.1-13）は，竪穴住居に共伴
する資料が極僅かだが，埋土の資料も含めると（北海道大学埋蔵文化財調査室編 1981），K435
遺跡「Ⅱ群」から「Ⅲ群」にかけての時間的位置を持つ。このことから，土師器を伴うグループ
が上流蛇行部の増設地点に進出してまもなく，下流部のサークル会館遺跡においても居住が開始
されていたことが窺える。同遺跡の北にある陸上競技場では，平成６年度の立会調査で竪穴住居
が確認されており ( 北海道大学埋蔵文化財調査室編 1995)，出土した坏から見てこれらの遺跡と
ほぼ同時期の住居の可能性がある。最近では西門地点（Fig.1-27）13 層からほぼ同時期か多少遅
れる時期の土器群が得られている。また，工学部裏でもかつてこの時期の土師器を伴う竪穴住居
址が検出されていることから（後藤 1937，上野 1979），サクシュコトニ川のより下流部側では
この段階の集落が確実に定着していたことが知られる。上流部では，中央道路共同溝（第４工区）
（Fig.1-1）青粘土層から土師器甕が出土しており（北海道大学埋蔵文化財調査室編 1995），この
周辺にも住居址が存在する可能性がある。
これら土師器を伴うグループと上述の受水槽予定地や学術交流会館遺跡などに遺跡を残した「十

勝茂寄式」グループが，このサクシュコトニ川流域で具体的にどのような接触のあり方をしてい
たのかについてはさらに具体的な分析を重ねる必要がある。

融合開始段階
　
両グループの接触を通じて相互の文化的・集団的変容が生じ始めた段階が，教育学部北広場遺

跡（Fig.1-18），薬学部校舎改修工事地点（Fig.1-17），薬学部周辺整備工事地点（Fig.1-20）な
どである。資料的にはもはや双方のグループを整然と区別することは難しい段階と言って良い。
教育学部北広場遺跡では 2 軒の竪穴住居址が調査されているが（北海道大学埋蔵文化財調査室編
1983），１号竪穴埋土や３号住居出土の甕は「十勝茂寄式」に由来する特徴を持つことから，融
合化に踏み出した段階であることが捉えられる。これら住居群から得られた資料は，サクシュコ
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トニ川第 2 文化層の前半部に比定できる。同様の段階は，薬学部周辺整備工事地点から得られて
いる甕にも認められる（北海道大学埋蔵文化財調査室編 1990）。前章で検討した薬学部校舎改修
工事地点の甕もその特徴から融合段階初期に含められるが，上の２例より多少時間的に遡り，受
水槽遺跡にやや遅れる時間的位置が与えられる。

融合完了段階以降

この段階の好例はサクシュコトニ川遺跡（Fig.1-6）第 2 文化層後半である。原初的な農耕を組
み入れた複合的な生業体系を基盤とする本格的な擦文文化の確立が明らかになっている（北大埋
蔵文化材調査室編 1986)。本編の横山英介氏の報告に良く窺うことが出来る。
同段階としては，教育学部北広場遺跡（Fig.1-18）遺構外出土の甕や，あるいは職員福利厚生

施設出土資料（Fig.1-11）も含められよう。
これに続く段階は工学部核磁気共鳴装置棟敷地内遺跡（Fig.1-19）で，サクシュコトニ川遺跡

の第 1 文化層併行である（北海道大学埋蔵文化財調査室編 1988）。さらに後れる段階は，先の薬
学部周辺整備工事地点（Fig.10）の新しい時期の土器群や，応用電気研究所前遺跡（Fig.1-23）
の竪穴住居址埋土資料（北海道大学埋蔵文化財調査室編 1981）が該当する。竪穴住居址は未検
出だが，下流部の K39 遺跡北 18 条道路地点ではこの段階の住居群も検出されているので（藤井
編 2001），上流部のこれらの資料も竪穴住居に伴う可能性が高い。
以上のように，北大キャンパスの遺跡群においては，社会・経済システムの完全な脱続縄文化

を完了した段階は，その遺跡立地，生業内容，刻文を持つ擦文式土器の成立などから，サクシュ
コトニ川遺跡第 2 文化層や教育学部北広場遺跡に求められる。この段階以降は土師器系のグルー
プと在地グループとは完全に同化して，まさに擦文集団としてのグループのみが存在することに
なる。刻文土器の成立はこうした集団的な統合化のプロセスを雄弁に物語るものである。
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