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例　　　　　言
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化的多様性の形成過程の解明を目指す国際先住民研究拠点の構築」および北海道大学 Summer Institute の
プログラムとして行った北海道礼文郡礼文町に所在する浜中２遺跡での考古学発掘調査の概要報告である。

２．本調査は、北海道大学が組織主体となり、以下の体制で実施した。調査組織は以下のとおりである。
 発掘主体者 常本照樹（北海道大学アイヌ・先住民研究センター・センター長） 
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 調査員 佐藤孝雄（慶応義塾大学文学部・教授）
 調査員 平澤　悠（北海道大学アイヌ・先住民研究センター・博士研究員）　　
 調査員 久保大輔（北海道大学大学院 医学研究院・准教授）
 調査員 佐藤丈寛 （金沢大学医薬保健研究域医学系・助教）
 調査員 近藤祉秋（北海道大学アイヌ・先住民研究センター・助教）
 調査員 盧　柔君（国立台湾大学人類学系・博士研究員）
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３．2019 年度の調査実施にあたっては、科学研究費補助金基盤研究 A「境界域での民族集団の形成：考古学と
人類遺伝学によるアイヌ民族形成過程の解明」（研究代表者：加藤博文、2016-2019 年度）および日本学術
振興会研究拠点形成事業（先端拠点形成型）「文化的多様性の形成過程の解明を目指す国際先住民研究拠点
の構築」（プロジェクトコーディネータ：加藤博文、2018-2022 年度）の研究助成を利用した。
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４．本概報は、本研究プロジェクトに参加したメンバーが分担しておこなった。出土遺物のうち、土器片の拓本
　 ・断面実測およびトレースは、佐藤理恵、武田美香（北海道大学アイヌ・先住民研究センター事務補助員）が

担当した。石器・骨角器類の実測およびトレースは加藤が担当した。

５．2019 年度の出土資料は、北海道大学アイヌ・先住民研究センターで保管している。

６．調査の実施に際しては、 調査地点地主である中谷榮氏に調査期間の全体を通じてご理解とご協力を得た。 
また調査期間中に工芸家でアイヌ文化アドヴァイザーである結城幸司氏に遺跡においてカムイノミを執り
行っていただいた。「考古学とアート・ワークショップ」においては、チェコ人形アカデミーの人形作家で
ある沢則之氏の指導を受けた。

　　　調査までの準備と調査実施においては、小野徹町長、岩城修教育長、藤澤隆史社会教育主事、高橋鵬成学
芸員をはじめ礼文町および礼文町教育委員会にご助力・ご支援をいただいた。また北海道アイヌ協会には調
査の実施に際してご助言・ご支援いただいている。調査メンバーを代表して感謝の意を表する次第である。

　　　本年度の出土遺物のうち、動物遺存体は慶應義塾大学文学部民族学考古学研究室において佐藤孝雄教授を
中心に整理作業をおこなっている。また出土動物遺存体のうちカラフトブタとイヌについては、北海道大学
大学院理学研究院多様性生物学分野の増田隆一教授を中心に DNA 分析を進めている。年代測定および安定
同位体分析については、東京大学総合研究博物館の米田穣教授を中心に分析作業をおこなっている。
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第１章　調査の目的と実施体制

第1節　調査の目的

　浜中 2 遺跡での考古学調査は、2011 年から 2016 年までカナダ社会科学・人文学研究評議会（SSHRC) の研

究助成を受けたバイカル・北海道考古学プロジェクト（BHAP：Baikal-Hokkaido Archaeology Project) の一環と

して、アルバータ大学 ( カナダ ) と北海道大学が共同で企画実施してきた。カナダの研究助成が終了した 2017

年度からは、北海道大学の国際フィールドスクールとして、また日本学術振興会の科学研究費補助金と研究拠点

形成事業（先端拠点型）の研究助成を受けて実施してきている。

　調査の目的は、船泊湾の砂丘上に位置する遺跡形成過程の解明、すなわち縄文文化期後半から 18 世紀の近世

段階の歴史段階のアイヌ文化に至る生活空間としての場の利用の変遷と、過去の気候環境変動と居住集団の経済

活動および遺跡環境の変化との対比をおこない、遺跡に居住した人類集団の長期的な環境適応行動と、その中で

の民族文化の形成過程の復元を目指すことにある。

　2019 年度の調査は、4m を超える深さで 累積する文化層の中でも、

　１）2016 年度に調査区南⻄端で I 層中において確認されたアイヌ文化期のアワビ貝集積遺構の広がりの把握、

　２）IX 層中に確認された縄文文化期晩期の土器・石器・動物骨で構成される遺物集中区の面的広がりの確認、

を主たる目的に計画された。

　

　第２節　浜中２遺跡における考古学調査と研究拠点形成事業との関連

　礼文島は、早くから先史時代の狩猟採集民社会の文化変化と環境適応行動の復元にとって最良のデータが得ら

れるフィールドとして知られてきた。

　本調査では、 浜中２遺跡の考古学調査に加えて、日本学術振興会研究拠点形成事業（先端拠点型）として採択

された「文化的多様性の形成課程の解明を目指す国際先住民研究拠点の構築」事業の一環として、礼文島内およ

び浜中２遺跡周辺を含めた地域での複合的な調査事業を展開させている。

　先住民研究と考古学・人類学研究の結節点をはかることが本事業の目的となっており、この事業計画に沿って

１）礼文島に残されたアイヌ語地名と考古遺跡の分布の比較、２）江戸時代後期から明治以降の島外からの漁撈

従事者の入植により開発された集落の位置とアイヌ語地名の関係、３）現在の漁撈活動の特質と考古学的に把握

された過去の漁撈活動や捕獲魚種の比較をおこなっている。

　またアイヌ文化成立直前のオホーツク文化と擦文文化の接触・融合過程を物質文化の表象に反映される民族文

化形成過程や文化統合の事例として検討している。現在、プロジェクトに参画している様々な研究者による 古

食性データの復元や、可食・栽培植物遺存体の検出、土器の残留物分析を進めている。
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第２章　浜中２遺跡の調査概要

第	1	節	調査にいたる経緯

　カナダの社会科学・人文学研究評議会（SSHRC）の研究助成を受けて国際共同調査は、北海道大学とアルバー

タ大学によって 2011 年から 2016 年まで実施された。調査にいたる経緯は、 これまでの概要報告において説明

してきた通りである ( 加藤・岩波・平澤・鈴木 2012)。 

　2012 年度の調査は、 主に地中探査レーダーによる表層からの貝層や墓、 配石遺構の分布状態を確認する調査

を実施した。2013 年度の調査は、 7 月 23 日から 8 月 20 日までの期間で発掘調査を実施している ( 北海道大学

アイヌ ・ 先住民研究センター加藤博文研究室編 2014)。 2014 年度の調査は、 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期

間で実施した ( 北海道大学アイヌ ・ 先住民研究センター加藤博文研究室編 2015)。 2015 年度の調査では、それ

までのオホーツク文化期と続縄文文化期に加えて、 下層で確認された縄文文化期の遺物包含層の調査を目的とし

て、 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間で調査を実施した ( 北海道大学アイヌ ・ 先住民研究センター加藤博文研

究室編 2016)。2016 年度の調査は、 調査区のこれまでの調査区の南側においてオホーツク文化期の包含層の広

がりを確認する調査を、また従来の調査区では引き続き続縄文文化期および縄文文化期の遺物包含層の調査を主

たる目的として 8 月 1 日から 8 月 21 日までの期間で調査を実施した（北海道大学アイヌ ・ 先住民研究センター

加藤博文研究室編 2017）。 2017 年度の調査は、引き続き最下層の文化層の確認と、調査区南側での上層の文化

層の広がりを確認することを目的として、8 月 1 日から 8 月 25 日までの期間で実施した（北海道大学アイヌ ・ 

先住民研究センター加藤博文研究室編　2018）。2018 年度の調査は、調査区南側の確認された近世段階のアイ

ヌ文化期のアワビ貝集積遺構の調査と、Ⅸ層の縄文文化晩期の土器・石器・動物骨の面的広がりの確認を目的と

して 8 月 4 日から 8 月 25 日の期間で実施している（北海道大学アイヌ ・ 先住民研究センター加藤博文研究室編　

2019）。またこれまでの調査成果については、 学会報告など口頭による報告も行なっている ( 岩波 ・ 長沼 2015、 

加藤 2015、 岩波ほか 2016 他 )。

　
第	2	節	礼文島の環境

　礼文島は、 北海道島の北端にある稚内市から北⻄約 60km に位置する離島である。島は南北に約 25.8km、 東

⻄に 7.9km と南北に細長い形状を呈している。島の東⻄の両海岸は、 海蝕崖によって急峻な海岸線が続き、 島中

央部より注ぎ出る河川により開析された谷状地形と河口が入江状の地形を作り出している。 島の北部は、 一転し

て緩やかな起伏が続き、 金田岬とスコトン岬に挟まれた船泊湾は、 遠浅の大きな内湾地形を作り出しており、 湾

の中央部には複数の時期により形成された砂丘地形が広がっている。島の最高地点は礼文岳で、 海抜 490m を測

る。島全体は、低標高の緩やかな起伏に覆われている。

　島の動植物は、 離島特有の特色を示しており、 ヒグマ、 エゾシカ、 キツネなどの大型中型獣は生息していない。 

植生としては、 針葉樹 としてトドマツ、 ハイマツ、 落葉広葉樹はダケカンバ、 オノエヤナギ、 草本類ではチシマ

ザサが主体をなしている。
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　島の北端の船泊湾には、 海岸沿いも砂丘列が発達しており、東側には久種湖が位置する。久種湖は淡水湖で湖

の周囲は約 6km を測る。 

　2011 年に本プロジェクト一貫として実施した湖中央部のボーリング調査の結果によると、湖の形成年代は、

船泊湾の砂丘列の発達と連動しており、約 4,000 年前始まり、汽水湖の時期を経て淡水湖となったことが明らか

となっている（Müller  et al. 2016）。湖の前面には、船泊砂丘が東⻄にほぼ 1km にわたり続いている。

　 船泊湾中央部には、 島中央部に源をもつ島最大の河川である大沢川の河口が位置する。この大沢川の河口を界

に⻄側には浜中砂丘が形成されている。現在の船泊砂丘と浜中砂丘の内側には、複数の埋没した砂列帯の存在が

確認されており、船泊湾内部の砂丘形成は、いくつかの段階を有し、砂丘形成が変化しながら、現在の地形を形

成してきたことが推定できる。

第 1図　礼文島の位置と島北部の遺跡
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第	3	節	遺跡の立地

　船泊湾沿いに広がる砂丘上から石器や土器、 そして人骨が出土することは、早くから知られてきた。

　これまでの調査の成果に基づくと、船泊湾の砂丘列には、縄文文化期からアイヌ文化期にわたる複数の遺物包

含層が存在することが明らかとなっている。船泊湾の東側に伸びる船泊砂丘では、 縄文文化期後期から、 続縄文

文化期、 オホーツク文化期そしてアイヌ文化期に続く遺物包含層の存在が確認されている（第 1 図）。

　この船泊砂丘の⻄端で重兵衛沢川が船泊湾に注いでいるが、 河口付近の砂丘先端には擦文文化期から近世アイ

ヌ文化期にかけての時期に形成された重兵衛沢遺跡と重兵衛沢 2 遺跡が知られている（松谷 1986）。

　船泊湾の中央部には大沢川の河口が位置するが、河口の⻄側の砂丘上には、 浜中 1 遺跡と浜中 2 遺跡が位置す

る。浜中 1 遺跡は道道 507 号線より北側、海側の砂丘に位置し、 貝層や墓が露出したことで遺跡の存在が周知

された。この遺跡からは長年に渡り、多くの人骨資料が収集されており、遺跡の帰属時期はオホーツク文化期か

ら近世アイヌ文化期と推定されている。

　一方、 浜中砂丘の南側から後背丘陵の裾野にかけては、 神崎ウエンナイ遺跡が位置する。現在の神崎小学校の

グラウンドや旧教員宿舎周辺から、 続縄文文化期の遺物を含む数多くの土器や石器、 動物骨が出土している。

　浜中 2 遺跡は、現在の浜中集落とほぼ重複する範囲と推定できる。現在、砂丘の中央部を道道が東⻄に貫いて

走っており、 集落中央の最も高い地点は標高 10 m を測る。砂丘の東側は緩やかに傾斜しており、砂丘の最高点

と裾野の比高差は 5 m となっている。

　浜中 2 遺跡は、 複数の文化層が累積する多層遺跡である。1990 年に実施された浜中集落の後背丘陵から船泊

湾へ抜ける暗渠敷設に際して行われた事前調査では、続縄文文化期からアイヌ文化期にかけて重層する文化層

が確認された（前田・山浦編 1992)。以後、1990 年代には筑波大学や国立歴史民俗博物館による学術調査が

実施され、 浜中砂丘の全域に様々な時期の貝層や住居跡、 墓域などが広がることが明らかにされている ( ⻄本編

2000、前田・山浦編 2002）。

　2011~2015 年度にかけて、我々の調査とは別に千葉大学文学部考古学研究室が、 浜中砂丘の最高地点周囲に

おいて学術調査を実施している（柳澤編 2016 他）。

第	4	節	調査参加者

　2019 年度の調査には、調査員、調査補助員以外にプロジエクトメンバーとして以下の研究者と学生が参加し

ている。木村亮介（琉球大学大学院医学研究科・准教授）、 佐藤孝雄（慶應義塾大学文学部・教授）。 国際フィー

ルドスクールへの参加学生と院生は以下の構成である。オックスフォード大学（イギリス）、 アデルファイ大学、 

イリノイ州立大学（アメリカ）、イルクーツク国立大学、極東連邦大学（ロシア）、 フローニンゲン大学（オランダ）、  

トゥルク大学（フィンランド）、 国立台湾大学（台湾）、 トリノ大学（イタリア）、南開大学、北京師範大学、浙江

師範大学（中国）、北海道大学、 東京大学、 慶應義塾大学、 北海学園大学（日本）。
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第３章　調査区について

第	1	節	調査区の設定

　調査区の設定は 2016 年度までの調査を踏襲し、 中谷榮氏の所有地南⻄隅の基準杭から設定した 4m 四方の グ

リッド配置に基づいている。グリッド番号は南北方向をアラビア数字、 東⻄方向はアルファベットで表記し、 こ

れ らの北⻄交差点をもって呼称している ( 第 2 図参照 )。 

 　本年度の調査は大グリッド A01、 A02、 A03、 B01、 Z01、Z02、 Z03 を対象に実施し、 最終的な面積は計 42 

m² となった。

    A03 調査区では、VIII 層以下の発掘作業を進め、A03-a1 〜 a4、A03-b3 〜 b4 においては、無遺物まで到達

しており、A03-a-1 ではシルト岩の基盤層を確認している。

　A02 調査区では、 III 層から掘り下げを開始し、 Ⅳ層上面まで掘り下げを行った。なお A03-d3 はⅦ層まで、

A03-a2 ではⅤ層まで掘り下げを先行して進めている。

　A01・B01 調査区では、2016 年度にアワビ貝集積を確認しているが、今年度もアワビ貝層の広がりを把握す

るために調査区を拡張し、その全容の把握を試みた。

第	2	節	調査区の層序

　本遺跡の堆積層は、 風成の自然砂層と人為的な要因で形成された魚骨層や獣骨層、 生活面で構成される。 これ

らは互層となり、全体で４m に及ぶ厚い文化層を形成している。魚骨層は、ラミナ状に広がり、発掘範囲の全域

に均一な広がりを見せていない。部分的に重なりながら、 局所的に厚く堆積する範囲も見られ、分層を困難にし

ている。調査区全体の基本土層は、 上層から以下のような様相を呈している。

　

　Ⅰ 層 : 表土層および撹乱層。下層は一部、 近世末期の文化層を含む

　Ⅱ 層 : 砂層。 近世アイヌ文化期の局所的なアワビ貝層、 擦文文化期、 元地式段階の遺物を含む

　Ⅲ 層 : 魚骨層および貝層。 オホーツク文化期 ( 元地式、 沈線文式、 刻文式段階 ) の遺物を含む    

　Ⅳ 層 : 砂層。 オホーツク文化期 ( 十和田式段階 ) の包含層

　Ⅴ 層 : 砂層。 オホーツク文化期 ( 十和田式段階 ) ~ 続縄文文化期の文化層

　Ⅵ 層 : 砂層。 続縄文文化期の文化層

　Ⅶ 層 : 砂層。 続縄文文化期の文化層で VI 層よりも遺物や遺構が増える

　Ⅷ 層 : 砂層。 続縄文文化期および縄文文化晩期の文化層で獣骨の密集面を含む

　Ⅸ 層 : 砂層。 縄文文化晩期中心の文化層で獣骨の密集面を含む                                    

Ⅰ層からⅤ層までは、文化層の形成過程にさらに細かく分層することが可能である。部分的にラミナ状に堆積し

ている魚骨層やウニ殻層を含んでいる。調査においては、投棄単位で把握できるものも見られる。分層可能な範

囲については、出土遺物の取上げ作業でも分層した単位で記録を行っている。
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第４章　検出された遺構

第１節　アイヌ文化期・オホーツク文化期の遺構

1）アワビ貝集積遺構
　2016 年度に調査区の南側でⅠ層中において確認されたアワビ貝の集積遺構は、これまでの調査の過程におい

て出土した遺物から、江戸期から明治初頭にかけてのアイヌ文化期の遺構であることが明らかになっている。

　今年度の調査では、アワビ貝層の⻄側と南側への広がりを確認する目的で、Z01-b3、A01-a1、A01-a2、さら

に B01-d1 の調査区を設定して広がりの全容の解明を試みた。その結果、アワビ貝は部分的に重複しつつもいく

つかの中心をもちつつ、面的な広がりを有することが明らかになった。

　2017 年度の調査では、アワビ貝層が層的に重複しており、異なる時期の形成過程が確認されていたが、今年

度調査区の⻄側で確認されたアワビ貝の階層は、2016 年度の調査で確認されたアワビ貝層と同一層準に位置す

るものである。2017 年度に確認されたアワビ貝層は、より新しく明治以降の形成時期が想定されたば、2019

年度に確認された貝層は、2016 年度のものと同様に近世江戸期のものと推定される。　　

　これまでの調査で確認されていたのと同様に、貝集積を構成するアワビ貝には、方形〜隅丸方形の鉄製のヤス

によるものと推定される刺突痕が認められる。貝層中には、灰ブロックの混入や人為的に変形されたマキリなど

の鉄製品、カットマークをもつ解体された海獣骨が共伴している状況から判断して、送り遺構と関係した遺構と

考えられる。

　浜中２遺跡の周辺では、ヤスによる刺突痕をもつアワビ貝で構成される貝層が、本遺跡の B 地点（1990 年調査）

においても確認されており（前田・山浦編 1992）、また同じ船泊湾に位置する重兵衛沢 2 遺跡においても確認

されている（松谷編 1986、 ）。

　本遺跡において確認されたアワビ貝層は、近世江戸期後半以降に、船泊湾沿岸部で行われたアワビ漁と、北前

船による日本海交易で本州や海外へ搬出された俵物としての干アワビの作成に関連した作業空間の存在を示唆し

ていると考えることができる。とその処理を行う場所が各所に存在していたことが伺える。

　一方で、これまで知られていた集約的なアワビ漁に関係する遺構との違いも指摘できる。アワビが日本海交易

の主要な産物として近世期に組織的かつ集約的な採取と加工が行われていたことは、これまでの指摘されてきた

（東通村史編集委員会編 1999）。アワビ加工と関係す遺構は、北海道から東北北部に確認されており、小樽市桃

内遺跡（1840 年以前）や奥尻町米岡 5 遺跡（近世 ?）、青森県東通村浜尻屋貝塚（14 〜 15 世紀前半）、大平貝

塚（17 世紀）、岩屋近世貝塚（18 世紀）などが知られている（東通村史編集委員会編 1999 ほか）。

　本遺跡で確認されている遺構では、商業目的での組織的・集約的なアワビ貝採取と加工の痕跡は、認められな

い。またその規模も小規模な貝層となっている。アワビ貝の量から判断すると、自家消費的な利用が想定できる。

また遺構から出土する鉄製品などの状態を考慮すると、儀礼的行為と関係したものである可能性が高い。

　本遺跡でのアワビ貝集積遺構の性格については、さらに調査を進めて、検討したいと考えている。

2）十和田式段階の小竪穴遺構
　2018 年度の調査で、Ⅴ層中よりオホーツク文化の十和田式段階の小竪穴が確認された。2019 年度もこの遺

構の全容の把握を試みた。あいにく、南側の竪穴の壁と⻄側の広がりは調査区の外へと続いており、その全容の

解明は難しいと判断せざるを得なかった。一方で周辺の堆積層との関係から判断して、2017 年度に確認された

十和田期の成人女性の埋葬は、この小竪穴内に埋葬したか、又は小竪穴を掘込んで埋葬されたと推定できる。　
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第 2節　縄文文化期の遺構

A03 区で確認された縄文文化期の土器・石器と動物骨の集中について
　A03 区においては、続縄文文化期の生活面の下位に縄文文化期の文化層が位置することが、これまでの調査で

も確認されていた。

   2019 年度の調査では、A03a1 において文化層の下限が確認でき、またその下に基盤層であるシルト岩の岩盤

を確認することができた。これによって A03 調査区の範囲では、文化層の形成が始まった時期を縄文文化晩期

と判断することが可能となった。

　同じ浜中２遺跡においてもより内陸側では縄文中期段階の文化層も確認されており、浜中２遺跡の位置する浜

中砂丘の形成過程との関係で遺跡内における人類集団の居住開始年代が異なることを想定する必要があろう。

　また、A03 調査区の遺物の平面分布のあり方は特徴的である。

　これまでも石囲い炉や地床炉、土坑などの遺構は、Ⅸ層においては確認されていない。一方で比較的、１個体

に復元可能な土器集中や、細かな砕片を含む剥片類、海獣類や鳥類の獣骨が組み合わさった遺物集中面が広がっ

ている。このような遺物集中のあり方が、いかなる集団の「場における行動」を反映しているのかについては、

個別の遺物の分布状況と復元された土器の構成、共伴する石器類の観察、個々の獣骨のカットマークなどの状況

を総合的に検討して復元する必要があると考えている。
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第５章　主な出土遺物

第１節　出土遺物の構成

　2019 年度の発掘調査においては、 I 層から IX 層まで、 各層から遺物が出土している。

　層ごとの出土総数や詳細な内訳は現在確認中である。現場でトータルステーションを用いて 3D データを記録

して取り上げた出土資料は土器片 106 点、 石器 474 点、 骨角器類 67 点、 動物遺存体 60 点、 金属製品 8 点 で

あった。その他の人工・自然遺物を含めると、記録点数は 計 765 点であった。 なお骨角器類とは典型的な製品

やその破損品だけでなく、 加工痕跡やカットマークのある資料を含めた点数である。

第２節　土器

　第４図 1 〜 11 に示したものは、Ⅲ層からⅤ層にかけて出土した土器片である。

   １と３は、沈線文土器の口縁部破片。口唇を外側に折り返し、山形に整形した上に縦に刻みを並べ、口唇直下

に二本の細い沈線を横走させている。Ⅲ d 層出土。３は、口唇直下に二本の沈線を横走させ、その間に外からの

円形の刺突を並べ、装飾としたもの。刺突は浅く、貫通していない。Ⅲ d 層出土。

　２は、十和田式土器の口縁部破片。平坦な口縁部をもち、口唇直下に刺突文を横走させている。出土層位はⅢ

d 層であり、Ⅴ層に帰属する十和田式土器片が何らの理由で巻き上がり、Ⅲ d 層より出土したものと思われる。

　４は、擦文式土器の頸部の破片。二本単位の沈線にを縦横に組み合わせた区画文が見られる。Ⅲ e 層出土。５

は、摩擦式浮文土器の口縁部破片。口縁直下は横走する撫でにより整形されているが、その下段には微隆起線が

形づくられている。Ⅲ e 層出土。６は、摩擦式浮文の壺型の土器である。底部を欠損するが、胴部にボタン状の

貼付が四ヶ所見られる。Ⅲ層からの出土である。

　９と 10 は、十和田式土器の口縁部破片。９は、内側からの刺突によりボタン状の突起を作り出している。頸

部には不規則な細い沈線が認められる。10 は内側からの刺突を表面まで貫通させた円形の刺突文を口縁直下に

並べてたもの。頸部には二本の沈線を横走りさせ、その間に菱形の小さな刺突を並べている。９と 10 はいずれ

もⅤ層出土。

　８は、櫛目文土器の口縁部破片。口縁直下に外側からの刺突を並べ、胴部には、櫛目を斜めに並行に押し付け

ている。櫛目と並行して、細い縄線文を二列に走らせている。Ⅴ層出土。

　11 は、Ⅴ層から出土した十和田式土器である。横倒しとなり潰れた状態で出土したが、完形に復元すること

ができた。口唇直下に円形の刺突文を配置し、頸部に二本の並行する隆帯を貼りつけている。隆帯の上部には横

位の短い刻みを並べて装飾としている。隆帯の下には２本の並行し横走する沈線で区画した中に、横位の短い刻

みを並べで装飾としている。土器の口径は 15.8cm、高さは 16.2cm をはかる。
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第３節　金属器

　１は１層のアワビ貝層から出土した寛永通宝である。裏面には「文」の字をもつ真寛永（「文銭」）である。裏

面に「文」の字をもつ新寛永は、サハリン、千島列島、アムール下流域での出土が知られており（三宅 2020）、

北海道から北の地域で交易ルートに沿って分布することが指摘されている。２はキセルの雁首であり、一部欠損

している残りは良好である。青銅製。４は鉄製のマキリである。茎部分には、柄部分の木質が一部残存している

ほか、目釘が残っている。切先から刃区までの上見の長さは、12cm。身幅は 1.8cm。刀身の長さは 15.6cm を測る。

第４説　石器

　３は、アシカの肋骨に黒曜石製の銛先ないし石鏃の先端が折れて、刺さった状態で出土したものである。３か

ら出土した黒曜石製片は、７に図示した通りである。蛍光 X 線による黒曜石の産地特定を行った結果、赤井川産

の黒曜石であるという結果が示されている（後出の竹原氏による報告を参照のこと）。

　５は、Ⅲ d 層から出土した小型の両面加工尖頭器の基部破片。器体のほぼ中心部で折れており、残存部は

50％と推定できる。６は、Ⅸ層から出土した黒曜石製の剝片。背面と側面の一部に礫皮を残しており、角礫か

ら剥離されたことがわかる。遺跡へ搬入された原石形状を推定することができる。８は泥岩製の磨製石斧。刃部

は細かな連続した剥離を加えており、刃部を再生する途上で放棄された可能性がある。Ⅴ層出土。９は、頁岩製

の両面加工尖頭器の基部破片。銛先の折損品である可能性が高い。
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第６章　考古科学分析結果

浜中 2遺跡出土の黒曜石製石器の産地推定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹原弘展（パレオ・ラボ）

1．はじめに
　礼文町大字船泊村ホロナイホに所在する浜中 2 遺跡から出土した黒曜石製石器について、エネルギー分散型蛍

光 X 線分析装置による元素分析を行い、産地を推定した。

2．試料と方法
　分析対象は、遺跡より出土した黒曜石製石器計 7 点である（表 1）。

　試料は、測定前に超音波洗浄器やメラミンフォーム製スポンジを用いて、測定面の表面の洗浄を行った。

　分析装置は、エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社製のエネルギー分散型蛍光 X 線分析計 SEA1200VX を

使用した。装置の仕様は、X 線管ターゲットはロジウム (Rh)、X 線検出器は SDD 検出器である。測定条件は、測

定時間 100sec、照射径 8㎜、電圧 50kV、電流 1000 μ A、試料室内雰囲気は真空に設定し、一次フィルタに Pb

測定用を用いた。

　黒曜石の産地推定には、蛍光X線分析によるX線強度を用いた黒曜石産地推定法である判別図法を用いた（望月，

1999 など）。本方法では、まず各試料を蛍光 X 線分析装置で測定し、その測定結果のうち、カリウム (K)、マン

ガン (Mn)、鉄 (Fe)、ルビジウム (Rb)、ストロンチウム (Sr)、イットリウム (Y)、ジルコニウム (Zr) の合計 7 元素

の X 線強度（cps：count per second）について、以下に示す指標値を計算する。

　1）Rb 分率 =Rb 強度× 100/(Rb 強度 +Sr 強度 +Y 強度 +Zr 強度 )

　2）Sr 分率 =Sr 強度× 100/(Rb 強度 +Sr 強度 +Y 強度 +Zr 強度 )

　3）Mn 強度× 100/Fe 強度

　4）log(Fe 強度 /K 強度 )

　そして、これらの指標値を用いた 2 つの判別図（横軸 Rb 分率－縦軸 Mn 強度× 100/Fe 強度の判別図と横軸

Sr 分率－縦軸 log(Fe 強度 /K 強度 ) の判別図）を作成し、各地の原石データと遺跡出土遺物のデータを照合して、

産地を推定する。この方法は、できる限り蛍光 X 線のエネルギー差が小さい元素同士を組み合わせて指標値を

算出するため、形状、厚み等の影響を比較的受けにくく、原則として非破壊分析が望ましい考古遺物の測定に対

して非常に有効な方法であるといえる。ただし、風化試料の場合、log(Fe 強度 /K 強度 ) の値が減少する（望月，

1999）。試料の測定面には、なるべく平滑な面を選んだ。

　原石試料は、採取原石を割って新鮮な面を露出させた上で、産地推定対象試料と同様の条件で測定した。表 2

に判別群一覧とそれぞれの原石の採取地点および点数を、図 1 に各原石の採取地の分布図を示す。

3．分析結果
　表 3 に石器の測定値および算出した指標値を、図 2 と図 3 に黒曜石原石の判別図に石器の指標値をプロットし

た図を示す。視覚的にわかりやすくするため、図では各判別群を楕円で取り囲んだ。

　分析の結果、6 点が赤井川群（北海道、赤井川エリア）、1 点が所山群（北海道、置戸エリア）の範囲にプロッ

トされた。

　図 2、3 の判別図では、赤井川群と上士幌群の範囲の一部に重複があるため、区別が困難な場合がある。
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　そこで、以下に示す Y 分率を算出した。

　Y 分率 =Y 強度× 100/(Rb 強度 +Sr 強度 +Y 強度 +Zr 強度 )

　赤井川群および上士幌群の原石および石器について、横軸 Y 分率、縦軸 Mn 強度× 100/Fe 強度をプロットし

た判別図を図 4 に示す。図 4 においても、6 点いずれも赤井川群と判断できた。表 3 に、判別図法により推定

された判別群名とエリア名を示す。表 4 に、時期・器種別の産地を示す。

　今回測定した 7 点の範囲内において、縄文時代晩期～続縄文時代の石器は赤井川産、オホーツク文化期の石器

は置戸産であった。

4．おわりに
　浜中 2 遺跡より出土した黒曜石製石器 7 点について、蛍光 X 線分析による産地推定を行った結果、6 点が赤井川、

1 点が置戸エリア産と推定された。
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第７章　まとめ

　本年度の調査は、近世江戸期に比定されるアイヌ文化のアワビ貝の集積遺構の広がりと、縄文晩期相当層

の遺物分布状況の確認を主たる目的として行った。確認されたアワビ貝の集積遺構の平面的な広がりは、さ

らに南側と⻄側へ伸びる可能性がある。また貝層の形成時期は、アワビ貝の重層的な堆積状況から、かなり

長期に渡る可能性が高くなっている。

　遺跡最下部の文化層については、今年度の調査によって、ほぼ調査区の地点においては、縄文文化晩期か

ら集団の居住が開始されたことが確認できた。

　本調査の実施にあっては、地権者である中谷榮氏、浜中自治会長の相原栄氏をはじめとする浜中・船泊両

地区の皆様の暖かい支援をいただいた。また礼文町長小野徹氏、礼文町教育委員会教育長岩城修氏、　教育委

員会藤澤隆史主査、髙橋鵬成学芸員からご助力とご支援を賜った。末筆ながら感謝申し上げます。
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