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調査の経緯 道開拓記念館，近隣市町村教育委員会より次の

音標ゴメ島は，枝幸町と雄武町との境界にほ 各氏の協力を賜った．記して感謝の意を表した

ど近い枝幸町南部の音標地区の沖合に位置して い．なお，所属・職名は平成19年当時のもので

いる．遺跡は周囲約1㎞を測る同島の平坦面のほ ある．

ぼ全域にわたっており，平成20年に「H-05-70：

音標ゴメ島遺跡」の名称で埋蔵文化財包蔵地と 札幌大学文化学部

して登録を行った． 教授 川名広文（調査団長）

枝幸町教育委員会では，平成19年に札幌大学 学生 紺野哲也，渋谷直希，玉槻祐一

文化学部の川名広文ゼミナールと共同で確認調 甲斐将人，斎藤有基，松原謙一，辻佳幸

査を行った．また，調査にあたっては北海道開 枝幸町文化財保護委員会

拓記念館の右代啓視，鈴木琢也両氏の協力によ 会長 村山良子，委員 朝倉克美，今裕悦

って地形測量を実施することができた． 枝幸町教育委員会

本稿は，平成19年に実施した音標ゴメ島遺跡 学芸員 高畠孝宗，主査 神尾恵美子

における試掘調査の成果を報告するものであり， ミュージアムボランティア 協力者 豊島義久

試掘に先立って実施した分布調査の成果につい 北海道開拓記念館

ては，川名広文・高畠孝宗（2010）を参照され 学芸員 右代啓視，学芸員 鈴木琢也

たい． 北海道教育委員会 主査 種市幸生

なお，試掘調査の実施にあたっては，本遺跡 稚内市教育委員会 学芸員 内山真澄

の土地所有者である本山博文氏のご許可をいた 中川町教育委員会 学芸員 疋田吉識

だいた．明記して感謝申し上げある次第である． 遠軽町教育委員会 学芸員 瀬下直人

調査要項 遺跡の立地と周辺の遺跡群

調査主体者：枝幸町教育委員会 音標ゴメ島遺跡は枝幸郡枝幸町音標に所在し，

遺 跡 名：音標ゴメ島遺跡 北緯44°42′02″／東経142°49′52″のオホー

（北海道埋蔵文化財包蔵地番号H-05-70） ツク海上の孤島に位置している（図1.）．島の

遺跡所在地：枝幸郡枝幸町音標5041番地ゴメ島 地質学的な成因や自然環境については，前稿（川

土地所有者：本山博文 名・高畠前掲）と重複するので省略する．

調 査 期 間：平成19年8月5日～8月11日 島は上空から見ると「Ｅ」字形になっており，

調 査 面 積：35㎡（試掘調査） 北西～北東にかけて浸食が進み複雑に湾入して

いる．島の南西側は切り立った崖になっている

調査体制 が，上面は比較的平坦で，遺物の多くがこの地

試掘調査は札幌大学文化学部と枝幸町教育委 点から表面採集されている．

員会の共同調査とし，同川名広文ゼミ（考古学） 音標ゴメ島遺跡の所在する枝幸町音標地区に

学生，枝幸町教育委員会職員を中心とし，北海 は縄文時代から擦文時代にかけての遺跡が点在

音標ゴメ島遺跡試掘調査報告

川名広文１）・高畠孝宗２）

１）札幌大学 〒062-8520 北海道札幌市豊平区西岡3条7丁目
２）枝幸町教育委員会 〒098-5807 北海道枝幸郡枝幸町本町916
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している．以下，音標地区に所在する各遺跡の イ川と支流ゴメ川との合流点である．昭和56年

概要を列記する． に行われた北海道教育委員会による一般分布調

査では4軒の竪穴式住居跡が確認されている．

1.音標遺跡（H-05-31） 平成16年に枝幸町教育委員会が実施した歩道

音標川河口の右岸段丘上に位置する．音標小 敷設工事にかかる立会調査では，続縄文時代の

学校裏手から音標神社にかけての雑木林に擦文 後北C2式土器，縄文時代中期の神居式土器，網

時代の竪穴群が残されている．また，新岡武彦 走市式土器，シュブノツナイ式土器が出土した．

による分布調査によって土器片が採集されてお このうち縄文時代の土器群については，藤本強

り，オホーツク式土器の可能性が指摘されてい の設定した「岐阜ⅡＡ土器群」に位置づけられ

る（菅，1966）． よう（藤本，1982）．同様の土器群は枝幸町北

部の落切川左岸遺跡でも確認されているが（佐

2.音標岬遺跡（H-05-52） 藤・高畠，1999），現段階で音標ゴメ島遺跡と

音標川河口の南東約700ｍに位置する音標岬の 並行する時代の遺物は見つかっていない．

基部段丘上に立地している．昭和37年10月3日に

新岡武彦による試掘調査が行われており，調査 発掘区の概況

成果が資料紹介されている（佐藤，1976）．土 音標ゴメ島遺跡の遺物包含層は，島の平坦面

器片は全てオホーツク式土器で，刻文期から沈 のほぼ全域に広がっている．

線文期の所産である． 試掘調査は島の中央付近に建てられた鰊漁場

の元標と水準点を結ぶラインを基線として北西

3.トイナイ遺跡（H-05-33） 方向に4×4mの基本グリッドを設定し，その内側

トイナイ川下流の左岸段丘上に位置しており， に2×2mの試掘坑を開けた．試掘坑は南西－北東

音標ゴメ島遺跡の対岸にあたる．また，トイナ 方向に千鳥格子になるように配し，計8ヶ所設け

図1.枝幸町と音標ゴメ島遺跡の位置

枝幸町音標地区

オホーツク海

写真1.上空から見た音標ゴメ島

1.音標遺跡

2.音標岬遺跡

音標ゴメ島遺跡

音標川

3.トイナイ遺跡
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た．さらにH-3区に2m×1m，B-6区に1m×1mの試 なる間層を形成す

掘坑を追加設定した(図2．）． る場合もある．

第Ⅰ層は色調の

平坦な黒色土で多

量の鳥糞を上面に

堆積する．前述し

た「土取り」によ

って多くを失って

おり，遺物はⅠ層

上面に露出してい

た．

第Ⅱ層は主体と

なる遺物包含層で，遺構群は本層から掘りこん

で構築されているものと考えられる．土層の厚

さは20㎝ほどしかなく，この中に続縄文時代か

らオホーツク文化期後期までの遺物を含む．

発掘区はそれぞれ南北方向に数字を，東西方

向にアルファベット順に命名した杭を設置し，

各発掘区は北西の交点杭の名称をもって，その

区の名称とした．図2.のように試掘坑の存在す

る発掘区はH-3区，F-4～F-6区，F-8区、E-5～E-

7区，B-6区の14区となる．

出土品の取り上げは原則的に各試掘坑ごとに

層位を分けて行った．

層 序

音標ゴメ島遺跡の土層は4層から成っており,

堆積の新しい順に表土黒色土層（Ⅰ層），黒褐

色土層（Ⅱ層），黄褐色粘質土層（Ⅲ層），礫を

多量に含む黄褐色粘質土層（Ⅳ層）となる．Ⅳ

層の下位はゴメ島の基盤となる安山岩の岩盤が

現れる（図3.）．以下，3地点で記録した土層断

面を示した（図4.～6.）．遺物包含層はⅠ層と

Ⅱ層に限られており，堆積層の厚さは30㎝前後

となっている．また，本遺跡の分布調査報告で

も明らかにしたように，戦時中から終戦直後に

かけて行われた鳥糞採取により，Ⅰ層（表土黒

色土）が相当量失われている（川名・高畠前掲）．

Ⅰ層からⅢ層までの各層の間には，漸移層と

図2.試掘坑の位置
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図3.基本層序概念図
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Ⅳ層：礫を含む黄褐色粘質土層
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V

図4.土層断面図（F-5区，北東壁）
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Ⅰ層：表土黒色土層

Ⅱ層：黒褐色土層

Ⅲ層：黄褐色粘質土層

Ⅳ層：礫を含む黄褐色粘質土層

Ⅰ層：表土黒色土層（遺物を含む）

Ⅱ層：黒褐色土層，部分的に大型の礫や遺物を含む

Ⅲ層：黄褐色粘質土層，粘性高く締まり強い（地山）

Ⅳ層：拳大の角礫を多量に含む黄褐色粘質土層

V V

図5.土層断面図（E-7区，南西壁）
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間層1

Ⅰ層：表土黒色土層，遺物を含む

Ⅱ層：黒褐色土層，部分的に礫や遺物を含む

間層1：黒褐色土に部分的に黄褐色粘質土が混ざる

Ⅲ層：黄褐色粘質土層，粘性高く締まり強い（地山）
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2.オホーツク文化期

E-5区のⅡ層黒褐色土層中に遺構による落ち込

みを確認した．E-5区南東から北西に向かって立

第Ⅲ層は枝幸地方では地山となる粘質土層で ち上がっており，竪穴式住居跡の壁の可能性が

ある．オホーツク文化期から擦文時代の竪穴式 考えられる．壁際の堆積土中からオホーツク式

住居跡の多くは，この第Ⅲ層を掘りこんで構築 土器の底部が正立した状態で出土した．また，

している．Ⅲ層上面は緩やかに起伏しており， 覆土となるⅡ層黒褐色土層中からは，オホーツ

Ⅲ層からⅡ層にかけての漸移層となる間層が上 ク文化期中期の刻文系，沈線文系土器の破片が

面を被覆する場合が多い． 出土している．

下位の第Ⅳ層は地山となる第Ⅲ層から岩盤に なお，遺構保護と将来の実施予定の本発掘調

いたる間の漸移層である．黄褐色粘質土に多量 査のため，落ち込みを確認した段階で調査を中

の角礫を含む． 断し埋め戻しを行った．

試掘調査は地山となるⅢ層上面を確認した時

点で終了している．また，焼土やピット等の遺 遺 物

構を検出した際は掘り込み面を確認した後に，

保護のために試掘を中断して埋め戻している． 1.土器（続縄文式土器）

続縄文式土器は，いわゆるメクマ式や北大式

遺 構 土器が出土している（図7.1～9）．

図7.1は北大式土器（F-5区）．口縁直下に2条

1.続縄文時代 の微隆起線文を廻らし，その下位に並ぶ外側か

E-7区のⅡ層黒褐色土層中で焼土と柱穴×2を らの突瘤が器壁を貫通している．頸部に縦位の

検出した（写真2.）． 微隆起線文を6㎜幅で充填し，さらに2条の微隆

遺構確認面は平坦で，焼土は試掘坑の北西隅 起線文を廻らして文様帯を画している．

で全体の1/3～1/4が検出されている．さらに焼 斎藤傑（1967）による「北大Ⅰ式」土器であ

土の周囲に並ぶように直径10～15㎝の柱穴2基が り，上野秀一（1974）の編年による「Ｂ型」，

確認された． 田才雅彦（1983）の編年による「北大Ａ式」，

本遺構に直接伴う遺物は出土していないが， 榊田朋広（2009）の編年において「北大Ⅰ式」

付近から続縄文式土器（メクマ式）破片が数点 に位置づけられる土器である．

見つかっており，この時期に構築された可能性 土器片の文様構成の共通性から，前稿の図3.1

がある．なお，遺構の保護のため，E-7区では遺 1～14の北大式土器片と同一個体の可能性が高

構確認面で試掘を中断し，写真撮影後，埋め戻 い．

している．

図6.土層断面図（F-6区，北東壁）

標高9.00m

北西 南東

0 100㎝

Ⅰ層：表土黒色土層

Ⅱ層：黒褐色土層

Ⅲ層：黄褐色粘質土層

Ⅰ層：表土黒色土層（遺物を含む）

Ⅱ層：黒褐色土層，部分的に大型の礫や遺物を含む

Ⅲ層：黄褐色粘質土層，粘性高く締まり強い（地山）

V

V

間層1

間層1：黒褐色土に部分的に黄褐色粘質土が混ざる
写真2．焼土（画面右上）と柱穴（E-7区）
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図7．土器片拓影図1.続縄文式土器・オホーツク式土器（縮尺1/3）
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図7．2～9は続縄文時代初頭に位置づけられる から突瘤が施され，口唇はわずかに丸みを帯び

メクマ式土器である． る．18の口縁部片は内側から突瘤されている．

図7.2，3はB-6区から出土している．図7.2は 口唇は丸く仕上げている．

口縁部片でLR斜縄文を地文として口縁直下に外 図7．14は小型土器の口縁部片．口縁直下に外

側からの突瘤を廻らす。 側からの突瘤を廻らし，口縁を外側に向けてわ

図7.4，9は地文に縄文を施文する胴部片，E-6 ずかにひねり返す．

区の出土． 図7．15はE-7区出土の口縁部片．小型土器で

図7.5，6，10はE-7区出土の口縁部片．5は原 外側から突瘤される．

体の短いLR斜縄文を地文とし，口縁直下に外側 図7．16はF-4区出土．小型土器の口縁部片で，

からの突瘤を廻らす。口縁は平縁で口唇部に刻 先端が楕円形の工具で突瘤している．口唇は丸

み目を連続させる．胎土に砂粒，石英を多量に みを帯び，口縁は木口で横方向に調整される．

含んでいる．6も同様の地文を持つが突瘤はない．

口縁は緩やかな波状を呈する．10は薄手の口縁 図7．20～36はオホーツク文化期中期の刻文系

部片．器壁が剥落して地文は不明だが、口唇部 土器群．刻文や爪形文を文様主体とする土器片

に刻みを連続させ，口縁直下に口径3㎜ほどの中 を一括した．

空の円形の施文具で刺突を連続する．これらの 図7．20，22，25，27，28，33はF-4区から出

土器片は前述した焼土遺構の周辺から出土して 土している．20の頸部片は薄手の土器で多量の

いる． 砂粒や石英を胎土に含む．22のわずかに外側に

図7.7，15はF-5区出土．口縁直下に外側から 開く口縁は薄い肥厚帯をもち，その下縁に2条の

の突瘤を廻らし，地文にLR斜縄文を転がす．口 刻文を廻らす．表面はヨコナデによって調整さ

唇は丸みを帯びており，連続して刻みが施され れ，口唇は丸く仕上げられている．25は胴部片．

る．15は薄手の口縁部片．波状口縁の下位に外 27は小型土器の口縁部片．表裏面とも丁寧な調

側から突瘤が施され，わずかに地文の縄文が残 整を施している．表面にはヨコナデで緩やかな

されている． 起伏を作り出し，刻文を廻らす．口唇は角張っ

図7.8は地文に縄文を有する胴部片である． ており，色調は赤褐色で焼成は良い．28も口縁

メクマ式土器は稚内市メクマ遺跡の発掘調査 部片．口唇は角張っており，幅の狭い肥厚帯の

によって設定された土器型式で（大場・菅，197 下縁に不整形の刻文が廻る．33は小型土器の胴

2），礼文町浜中2遺跡（前田・山浦編，2002） 部片．

をはじめとして宗谷地方北部を中心に分布して 図7．26，29はH-3区から出土した．26は口縁

おり，利尻町種屯内遺跡の「Ⅰ群」（種屯内遺 部片で，肥厚帯の形成はごくわずかしか見られ

跡調査団，2002）や稚内市声問川大曲遺跡の「Ⅲ ない．横方向の浅い爪形文が廻る．29は胴部片．

群Ｂ類」（種市・土肥，1992），礼文町上泊3遺 比較的薄手の土器で，縦位に施文した刻文が3段

跡の「Ⅱ群Ａ類」（種市編，1984）に相当する． にわたって刻まれている．

現段階では本遺跡の出土例が分布域の南限にあ 図7．30はE-6区出土の口縁部片．色調は明る

たっている． い黄褐色で焼成は良い．表面にヨコナデでわず

かな肥厚帯を作り出し，右上がりの爪形文を2段

2.土器（オホーツク土器） 廻らしている．口唇部は四角形．

図7.11～19はオホーツク文化期前期の円形刺 図7．31，34，36はE-5区の出土．31は頸部片

突文系土器．伊東信雄による樺太南部の十和田 で，口縁部肥厚帯の下端と刻文が残る．34は小

式土器に相当する（伊東，1942）． 型土器の口縁部片．幅の狭い肥厚帯の下縁に刻

図7.11，13，18はF-5区の出土．11の口縁部片 文が施される．36は口唇部片．断面を三角形に

は内側から突瘤を廻らす．口唇部は角張ってお 作り出し，端部に刻文を廻らす．

り，突瘤とほぼ同じ大きさの工具で押しつけた 図7．32はF-5区出土の刻文をもつ胴部片．

跡が連続する．13は小型の土器の口縁部．外側 図7．35は隆起帯に刻みを持つ胴部片．あるい
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は円形刺突文系土器（十和田式土器）の擬縄隆 唇の断面は三角形に近い形状となっており，裏

起帯かもしれない． 面に黒色炭化物が厚く付着する．7は沈線＋刻文

を廻らした胴部破片．

図8.1～9は，オホーツク文化期中期後半の沈 図8.3は横走沈線をもつ頸部片．F-5区出土．

線文系土器群である．沈線文に刻文を組み合わ 図8.4は小型土器の口縁部片．横走沈線の上下

せた文様をもつもの，摩擦式浮文を文様主体と に横方向の刻文を廻らす．E-5区．

するものを一括した． 図8.5も横走沈線をもつ頸部片．B-6区出土．

図8.1，2，7はF-4区出土．1は口縁部片で頸部 図8.6，8，9はH-3区出土．横走沈線をもつ口

に2条の横走沈線を廻らし，その沈線の上位に右 縁部片，頸部片である．

上がりの刻文を並べる．口唇は角張っており，

端部にも刻みを施す．2の口縁部片は器面の剥落 図8.10～20は，オホーツク文化期後期の貼付

が著しいが，頸部全体に摩擦式浮文を施す．口 浮文系土器群．擬縄貼付文が文様主体となる10

図8．土器片拓影図2.オホーツク式土器（縮尺1/3）
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～15と，ソーメン文を主体とする16～20に細分 3.石器

される． 試掘調査によって得られた剥片石器を全て図

図8.10は頸部に擬縄貼付文とボタン状貼付文 示した．製品以外は剥片，石核が出土している．

を廻らし，その下位に横方向の刻文を並べる． 石材は黒曜石が多く，次いで頁岩，ジャスパー

口縁は平縁で，口唇の断面は四角形．F-5区出土． が見られた．石器の多くは土器片出土点数の多

図8.11の口縁部片はB-6区出土．わずかに肥厚 いオホーツク文化期の所産と考えられるが，続

帯を作り出し，3条の擬縄貼付文を廻らす．文様 縄文時代以前のものも混在している．

は大半が剥がれ落ちていいるが，貼り付ける位

置にあらかじめ棒状工具で溝を彫りこんでいる 図9.1はE-6区から出土した柳葉形の小型石鏃．

ことが確認できる． 黒曜石を素材とし，重量は0.4gを量る．

図8.12～13はH-3区から出土している．12は口 図9.2も小型石鏃．F-5区の出土．両側縁を直

縁部片で口縁から頸部にかけて擬縄貼付文を廻 線的に構成し，逆刺を作り出す有茎石鏃である．

らす．口唇の断面は丸みを帯びている．13は薄 黒曜石を素材としており，重量は0.5g．

手の頸部片．擬縄貼付文を鋸歯状に貼り込んで 図9.3は頁岩製の有茎石鏃．逆刺の作り出しは

いる． 緩やかで茎は幅広となる．F-4区出土．重量1.1g．

図8.14～15はE-5区の出土．いずれも口縁部片 図9.4は薄手の剥片素材を調整した有茎石鏃．

で，右上がりの刻みを繰り返し，文様をつみま 石材は黒曜石を使っている．重量1.3g．

出して波状に成形した指圧式浮文を施す．いず 図9.5の有茎石鏃は厚手の剥片素材が使われて

れもよわい口縁部肥厚帯を作り出す． いる．黒曜石製で表面は梨肌を呈する．E-5区か

図8.16はF-5区から出土した．口縁部に波状貼 ら出土した．重量1.5gを量る．

付文を2条廻らしている．口唇の断面は丸みを帯 図9.6も梨肌の黒曜石が素材に使われている．

び，口は外側に向かって開く． 両側縁を丁寧に調整しており，重量は1.4g．F-4

図8.17，20はE-5区出土．17は胴部片で，ボタ 区から出土した．

ン状貼付文が残る．20は口縁部片で，口唇の断 図9.7は折損したナイフまたは尖頭器の基部．

面は丸みを帯び，外側に向かって開く．幅の太 黒曜石製でF-5区から出土した．残存部の重量は

い波状貼付文が2本1組で回される． 2.0g．

図8.18，19はH-3区の出土．18は口縁部片で， 図9.8は黒曜石製のナイフ．縦長の剥片を素材

胎土に多量の砂粒を含む．口縁に幅の狭い肥厚 とし，丁寧に調整している．E-7区出土．重量は

帯を作り出し，肥厚帯の上下端，頸部の3箇所に 4.1gを量る．

直線＋波状＋直線のソーメン文を廻らす．ソー 図9.10は黒曜石製のナイフ．先端と基部を折

メン文は幅2㎜ほどの細い粘土紐で作り出されて 損している．両側縁は緩やかに湾曲し，左右非

おり，断面は丸みを帯びる．口唇の断面はわず 対称な抉りが入る．E-7区から出土した．残存部

かに丸みを帯びた四角形で，外側に向かって緩 の重量は7.0g．

やかに開く．丁寧に作られており，表裏面に多 図9.11は黒曜石の削器．縦長の剥片を素材と

量の黒色炭化物が付着する．19は胴部片．部分 し，側縁部を丁寧に調整しているが，裏面は加

的に波状貼付文，ボタン状貼付文が器面に残る． 工していない．縄文時代の「つまみ付きナイフ」

に形態的に近似している．E-6区から出土．重量

表面採集資料と同様に，試掘調査では続縄文 は10.1g．

時代のメクマ式土器，北大Ⅰ式土器からオホー 図9.12は安山岩製の尖頭器．しっかりとした

ツク文化期の鈴谷期をのぞく各期の土器片が出 重量と大きさがあり，銛先鏃として使用された

土した．出土した土器の型式から，改めて先史 可能性もある．F-4区から出土した．重量17.3g．

時代の人々がこの島を断続的に利用し続けてき 図9.13は黒曜石製のナイフ．縦長の剥片素材

たことが明らかとなった． に最小限の調整を行って刃部を作り出している．

E-7区の出土．重量は19.1g．
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集落遺跡としての音標ゴメ島の可能性 の調査期間中に全島を探索したが，湧水地点を

今回の調査ではE-5区の一部で竪穴式住居跡の 発見することはできなかった．一方，調査終了

周壁と考えられる立ち上がりを検出した．試掘 後に実施した地元，音標地区の住民を対象とし

調査という今回の調査の性格上，精査すること た当調査成果報告会の折，聞き取りにより，か

はできなかったが，本島に住居跡が存在する可 つては1，2箇所の「水場」があったとの証言を

能性が明らかとなった成果は大きい．そこで， 得られた．地下に浸透した雨水が安山岩の岩盤

この遺跡の主体となるオホーツク文化期に限定 の割れ目から浸み出すことは十分に考えられる．

して，生活空間，生業の場としてのこの島の可 また，土器を使って貯留することも可能である．

能性について検証したい． 次に燃料となる木材の確保について検討した

い．現在のゴメ島はオオイタドリなどがわずか

1.生活空間としての音標ゴメ島 に分布するのみで燃料となりうる木本類は生育

先史時代の人々が音標ゴメ島で生活する上で， していない．また，安政年間にこの地を旅した

最も重要な条件となるのが，飲料水や燃料とい 松浦武四郎の残した絵図にもゴメ島には樹木の

った生活資源の確保である． 姿は見えない（図10.）．さらに「トンナイウシ

まず，飲料水となる水の確保について，今回 モシリ周十二丁．鴎多し．周廻皆岩石のみなり．」
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図9．石器実測図（縮尺1/2）
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ものである．

一方，今回の分布調査，試掘調査では骨角器

を確認することはできなかった．有機物の遺存

しにくい条件下にあったものと考えられる．こ

のため，海獣狩猟の存在を積極的にうかがうこ

とはできないが，枝幸地方沿岸の岩礁には現在

でもトドやゴマフアザラシの上陸が頻繁に目撃

されることから，ゴメ島を拠点とした海獣狩猟

の可能性は十分に考えられる．

と記述していることからも裏付けられるように， 以上のことから，音標ゴメ島はオホーツク人

幕末期においても，ゴメ島は樹木のない島だっ にとって，定住的な生活空間として利用可能で

たことが分かる（高倉，1978．下線は筆者）． あり，さらに狩猟・漁撈拠点として利用されて

一方，渡辺仁（1984）が明らかにしているよ いたと結論づけることができる．

うに，竪穴式住居は「燃料節約型」の居住形態

であり，囲炉裏で行う調理の際の余熱によって 道東地方への進出拠点としての音標ゴメ島

暖をとるとされる．さらに渡辺は竪穴式住居で オホーツク文化は続縄文時代の終末期に宗谷

用いられる燃料（薪）は，煙害の問題から生木 海峡をはさんだ両岸地域で誕生した．

ではなく枯木や流木が好まれたと指摘している． 初期オホーツク文化に位置づけられる鈴谷式

これらの燃料資源はゴメ島および対岸の問内 土器を伴う集団の分布域は，サハリン南部から

海岸で容易に入手可能であり，ゴメ島に住居を 宗谷地方北部に局限されるのに対して，次の段

構えたオホーツク人が，燃料を確保することは 階となる十和田期には，この領域を中心に北海

可能であったと考える． 道の日本海沿岸，オホーツク海沿岸地方に向け

て大きく広がる．

2.生業の場としての音標ゴメ島 この項では，オホーツク文化前期の人々が北

オホーツク人たちは，音標ゴメ島をどのよう 海道本島に展開し，その生活圏を拡大する中で，

に利用していたのであろうか．表面採集資料お 音標ゴメ島遺跡が果たした役割を考察する．

よび今回報告した試掘資料には29点の石鏃およ

びその未製品が含まれており，相当数がオホー 1.十和田期オホーツク文化の地域展開

ツク文化期の所産と考えられる．これらの石鏃 北海道で十和田式土器を伴うオホーツク文化

を使用して海鳥などの狩猟を行っていたことは 前期の十和田期の遺跡は21遺跡が挙げられる（図

想像に難くない．また，575点の黒曜石剥片，7 11.）．このうち，オホーツク文化揺籃の地とも

点の黒曜石原石が今回の調査で収集されており， 言える利尻・礼文両島，宗谷海峡沿岸域に残さ

原石を島に持ち込んだ上で一定の石器製作・加 れた遺跡は，全体の半数以上を占める13遺跡に

工を行っていることがうかがえる．このことは， 上っている．この地域がオホーツク文化の初期

この島が狩猟拠点として利用されていたことの 段階にあたる鈴谷期の領域を引き継ぎ，十和田

証左の一つになろう． 期オホーツク文化の「中心域」を形成している

表面採集資料に石錘が含まれていることも興 と言えよう．

味深い．石錘は縄文時代の所産と考えられる1点 さらに，十和田期オホーツク文化の人々はこ

とオホーツク文化期の有孔石錘2点の計3点が採 の「中心域」を起点として，北海道の日本海沿

集されている（前稿）．石錘の用途については， 岸域，オホーツク海沿岸域への南下を開始する．

船の碇石や漁網の錘など諸説あるが，海に関す 日本海沿岸では，天塩川の河口域にあたる天

る生業に関係していることは疑いない．石錘は， 塩町川口遺跡基線Ａ，Ｂ地点（前田，1982）に

この島での漁撈が行われたことを強く示唆する 住居を設け，石狩市浜益区岡島洞窟遺跡（大場，

図10．武四郎の描いたゴメ島（高倉，1978より転載）

枝幸研究3，2012
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1961）に足跡を残しながら，奥尻町青苗砂丘遺 残し，オホーツク海沿岸で唯一の島である音標

跡（越田編，2003）に到達する．奥尻島に移住 ゴメ遺跡に達する．ゴメ島では十和田期の遺構

したグループは，その後も「中心域」との関係 を確認していないが，前述したようにこの島に

を保ちながら沈線文期まで集落を維持している． はオホーツク文化期の住居跡が存在した可能性

一方，オホーツク海を指向したグループは， があり，十和田期において生活拠点となってい

頓別海岸を南下し，神威岬をまわったウバトマ たことも十分に考えられる．

ナイ沢の河口に住居を設ける．さらに約10㎞南 音標ゴメ島遺跡を過ぎるとしばらく十和田期

方にある北見幌別川下流域の湿原にも住居跡を の遺跡は見られないが，南東に約350㎞隔てた根

図11．北海道における十和田期のオホーツク文化遺跡の分布
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石狩市浜益 岡島洞窟遺跡（大場，1961）

奥尻町 青苗砂丘遺跡（越田編，2003）

【音標ゴメ島遺跡の十和田式土器】

【十和田期オホーツク文化の中心領域】

【オホーツク海沿岸への展開】

【日本海沿岸への展開】

0 100㎞
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室半島北岸の弁天島貝塚竪穴群に再び集落が築 ・ウバトマナイチャシ跡（右代ほか，1998・2000）

かれる． 枝幸町と浜頓別町との境をなす神威岬を望む

十和田期のオホーツク文化遺跡の分布は，宗 標高20m内外の海岸段丘上に位置する．神威岬か

谷海峡沿岸という「中心域」から，オホーツク ら目梨泊岬にいたる大きく内湾した海岸線の中

海沿岸，日本海沿岸の両海岸に指向しているこ 間に位置しており，チャシとして再利用される

とが分かる．この段階での両海岸域への展開圧 舌状台地の最先端部に十和田期オホーツク文化

力に本質的な差はなく，この時点で彼らはまだ の竪穴式住居跡が残されている（図12.）．

「オホーツク」文化とはなり得ていないのであ

る．つまり，オホーツク海沿岸域への本格的な

進出は次の刻文期を待たねばならない．

2.道東への進出拠点としての音標ゴメ島

新たな生活圏を求めてオホーツク海沿岸へと

向かった十和田期のオホーツク文化の人々は，

遠く根室半島の弁天島にまで達している．一方

で，これまでに知られていたオホーツク海沿岸

で最南端の遺跡である川尻北チャシ遺跡から弁

天島貝塚竪穴群までは実に400㎞以上も隔たって

おり，その中間地域の状況は必ずしも明らかで

はなかった．

音標ゴメ島で十和田期のオホーツク文化の遺

物が確認されたことにより，「離島」を活用し

た道東への展開という視点が提示された．通常

は行政発掘調査の対象にならないような海岸の

小島や岬といった場所に彼らの足跡が残されて

いる可能性がある．

宗谷海峡沿岸という「中心域」を離れた十和

田期オホーツク文化の遺跡が，大きな距離を隔

てて散在している点にも注目したい．

これは，彼らが船を使用した海上交通によっ ウバトマナイチャシ跡の位置する目梨泊は，

て移動していることに起因しているのではない アイヌ語のメナシュトマリ【menas(i)-tomari】

だろうか．オホーツク文化における船の利用に に由来しており，「東風の（東風を防ぐ）舟の

ついては，北構保男が土製品や骨角器から木造 かかり澗」と解されている（新岡，1986）．

船の存在を推定している（北構，2002）．また， この地名解の示すように神威岬から目梨泊岬

大井晴男（1976）の指摘するように，用途に応 までの湾内は，アイヌ民族によって船着き場と

じた数種類の板綴船ないし板張船，樹皮船が存 して利用されていたようだ．また，ウバトマナ

在していた可能性もある．オホーツク人にとっ イチャシの北西約100mの位置には，オホーツク

て船は生業や交易，交通手段として欠かせない 文化最大級の集落遺跡である目梨泊遺跡が広

存在になっていたと考えられる． がっており，大陸や本州の集団との活発な交易

が行われていた（佐藤，1988・1992）．さらに

本稿の最後に，船を使った海上交通という視 神威岬は交易拠点としての目梨泊集落に欠かせ

点でオホーツク海沿岸に展開した十和田期の遺 ないランドマークと考えることができる．

跡群を再評価したい．

図12.ウバトマナイチャシ跡の立地（地図縮尺1:25,000）

ウバトマナイチャシ跡

神威岬

ウバトマナイチャシ跡
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・川尻北チャシ遺跡（大場・新岡・大井・菊池，1972） ・弁天島貝塚竪穴群（北地文化研究会，1979）

枝幸町南西部の函岳・屋根棟山に源を発し， 根室半島の北岸中央部に位置する弁天島の全

東流してオホーツク海へと注ぐ北見幌別川の下 域に遺跡が広がっている（図14．）．

流域に遺跡は位置している．かつて，北見幌別

川の下流域は930haを超える広大な湿原地帯であ

り，川尻北チャシ遺跡はこの湿原中に取り残さ

れた独立丘に立地する．十和田期の竪穴式住居

跡はこの丘の頂部で検出された．後年，アイヌ

文化期にチャシとして再利用され，孤島式チャ

シの代表例とされている（図13.）．

島の中央付近の住居跡から円形刺突文を廻ら

す土器が出土しており，十和田期の所産と考え

られる．十和田期以降も刻文期，沈線文期，貼

付浮文期と間断なく集落が維持されており，多

数の住居跡が構築されている．また，弁天島の

一部は後年，アイヌ文化期にチャシとして再利

用されている．

現在の根室港は，沖合200mの位置に浮かぶ弁

天島が自然の防波堤の役目を果たしており，江

北見幌別川は北オホーツク地方最大の河川で 戸時代から天然の良港として知られている．

あり，幅の広い河口域から支流のモシナイ川を また，弁天島からは根室半島北岸を広範囲に

遡り，本遺跡の近くまで船を使って進入するこ 視野に納めることのできる位置にあり，半島沿

とは十分に可能である．当時は一面の湿原が広 岸域のランドマークとして機能していたことは

がっていたと考えられるので，船による移動が 想像に難くない．

中心だったかもしれない．また，遺跡となる丘

頂からは河口域を一望することができる．同様 以上のように十和田期にオホーツク海沿岸域

に河口域からも本遺跡が立地する特徴的な独立 に展開したオホーツク文化の人々は，①後年チ

丘を遠望することが可能である．遺跡そのもの ャシとして再利用されるような防御性に優れた

がランドマークになっていると言えよう． 地形，②海上交通の手段となる船の停泊に適し

図13.川尻北チャシ遺跡の立地（地図縮尺1:25,000）

川尻北チャシ遺跡

北見幌別川

川尻北チャシ遺跡

川尻南チャシ遺跡

図14.弁天島貝塚竪穴群の立地（地図縮尺1:25,000）

弁天島貝塚竪穴群

弁天島

根室港
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た地形，③海上から視認可能なランドマークを したいと考えている．

擁する地形の3点を意識して選択している． 整理作業はオホーツクミュージアムえさしパ

今回調査を行った音標ゴメ島遺跡もこれらの ート職員の廣瀬英子，仲沢真紀子が，洗浄，接

条件にあてはまる．ゴメ島にはアイヌ文化期の 合，拓本，実測，トレース，図版作成を行い，

遺構は確認されていないが，沖合の孤島という 高畠が写真撮影を行った．両名に感謝したい．

立地から優れた眺望が得られ，船以外の手段で また，調査期間中は枝幸町音標自治会の皆様

の接近は困難である． に貴重な助言と協力をいただいた．明記して感

また，周囲は切り立った岩礁に囲まれている 謝申し上げたい．

が，一部に船着き場となりうる磯場を有してい

る．さらに，単調な海岸線が続くオホーツク海 註※1

岸にあって唯一の島であり，航行する船舶によ 大岬1遺跡については旧称「尻臼遺蹟」として

って格好のランドマークとなっている． オホーツク式土器が見つかっていることが，稚

明治32年に枝幸町岡島の三毛牛岬の沖合で座 内市史（1968）に記されている．オホーツクミ

礁した日本海軍の海防艦「武蔵」の事故報告書 ュージアムえさしに所蔵されている新岡武彦コ

には，座礁当日に「モヒリ島」（ゴメ島）の沖 レクションの中に「尻臼表採」として，十和田

合で艦位を測定したとの記述が残されている（オ 式土器が採集されていることから，十和田期の

ホーツクミュージアムえさし所蔵文書資料OME10 遺跡に含めた．新岡武彦コレクションのオホー

-170）． ツク文化期資料については，本年報で紹介を進

音標ゴメ島遺跡は十和田期のオホーツク文化 めていきたい．

の人々の求める①防御性，②海上交通の利便性，

③海上からの視認性という諸条件に合致してお

り，道東へと進出する彼らの重要な拠点となっ

ていたと考えることができる．

十和田期のオホーツク文化の人々がオホーツ

ク海沿岸域に進出した過程の検証は，オホーツ

ク文化の社会的な変容を知る上で重要な研究課

題である．研究を進めるためには十和田式土器

の型式学的な細分・編年，さらには北大式土器

との並行関係を明らかにした上で，その進出過

程を丹念にトレースする必要があろう．

音標ゴメ島遺跡の当調査成果が，今後のオホ

ーツク文化研究にわずかながらでも役立つこと

を念願して擱筆する．

おわりに

本稿は平成19年に実施した音標ゴメ島におけ

る試掘調査の成果について報告したものである．

わずか一週間という限られた調査日程ではあっ

たが，この島が先史時代の人々によって生活が

営まれた紛れもない遺跡であり，特にオホーツ

ク文化の人々の道東進出の拠点になり得たとい

う可能性を見いだすことができた．将来的には，

さらに本格的な発掘調査を実施し，遺構を精査
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写真．ゴメ島の全景（昭和61年撮影）

写真．ゴメ島に到着

写真．ゴメ島での試掘調査

写真．遠ざかるゴメ島

写真．ゴメ島対岸の問内海岸

写真．ゴメ島から撤収

遺物写真．石器
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遺物写真．土器片（続縄文式土器）

遺物写真．土器片（オホーツク式土器／円形刺突文系土器・刻文系土器）
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遺物写真．土器片（オホーツク式土器／沈線文系土器）

遺物写真．土器片（オホーツク式土器／貼付浮文系土器）
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