晩期 には この ように大量のこ物 が几つかるが、豊格はど
うだろ うか。主現 と嗜 ばれる直径 50cm〜

lm前 後 の穴

と焼I跡 と呼 ばれる人 を交 いた跡 が数多 く几つかっている。

,￨ト

なかには何基かの基穴 があった りする。上坑は深 さ30c

mか ら50cm前 イ
たと浅 い ものが多 く、貯蔵のための穴で
はないか と考 えられている。基穴からは糊状 になった人骨
ば い の

愛 い
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年

マ
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竪穴式 の住燿跡 はほとんど確認 されてい ない。 どこに住
んでいたのかはっ きりしない と言 える。掘主柱 の千地住層

縄文のタベを終えて
苫小牧縄拗

や歯、31葬 品 などが几つかっている。

5周 年 を4え た今年 の 「縄えのタ

に生活 していたのだろ うか。 あるいは掘 りヽみが数 cm〜

ベ」は、会員40名 の参かを行、今 までの活動を捩 り返 り
ながら楽 しい一時を邊 ごした。一年 の締め括 りの会は、今

十数 cmと 4卜 常 に浅 いために、調査では確認 できないので

年の事業 を捩 り返 りながらも、眈に来年の活動の話へ と分
晨 し、1万 年 ロマンを夢几る会員の有意義な一時であった。

堆積 した上 の上部 か ら晩期 の重物、上充・焼土跡が几つか

ll重跡 の環家内に作 られた 2軒 のえ物跡内に
あろ うか。静夕

ってい る。
住居跡 の調査 に思った以上の日数 がかかったが、
その時、 くば地 をオ1用 して生活 していたのではないかと考

苫小牧の遺跡 ‑10

〜縄文時代晩期〜

えたことがあった。 ただ、大 きさや形 がはっきりしないの

赤 石慎 三 主 査

で住層跡 とは無告 できなかった。titい 水水 には何 らかのガ

苫 小 牧 市博 物館

縄え時代晩期 は現在 よ りも年平均 で 1皮 近 く寒 くなる。
苫 牧 の縄夫人はその寒 さにも負けてはい ない。晩期 の道
̀:ヽ

法で解決 でき、報告できる日が未 るか もしれない。
柏原 18適跡 からは上偶 も几つかってい る。■43は 3個

構や道″め数 多 くの道跡 で几つかってい る。市内 240ヶ

分 あ り、 1イ 回は 6つ の破片わ総

所 あま りの道跡 の うち百 を超 えるミ跡 から道物 が発几 され

とがで きた。割 れ口 を観察 すると、 ど うも自然に壊れたの

ている。 また、重物 の量 も多 く、 1重 跡 で数万点や十数万

ではなく、意図的に壊 したものの ようである。頭 。胴 。足

点の出上 を几る場合 もある。 これは厚 さ5な い し6mmほ

と3分 割 し、胴 と足 はそれぞれ 2つ に割 っている。片足 を

どの薄作 りの上 器が鮨か く割 れ、敷 き詰 めたよ うな状態で

さらに 2つ に割 り、6つ のパーツに分ヨ￨し ているのである。

芥几 されることによる。苫東地 EXIの 遠浅 1適 跡

(安 千)や

し、えの形 に復えするこ

最近、■41F4は 壌す ことを前提 に作 られているのではないか

を調査 した時に

とい う意几 もある。 また、上偶祭れ といった儀ォしに使 われ

は、未る日も未 る日も適物 の取 り上 げに終始 したi臆 があ

たとする研究者 もいる。マツ リの時 に壊 し、それぞれ持 ち

る。上砂養動軋用に残 した幅 50cmの 吐 の断面 を几ると、

帰 り、次 のマツ リの時 に持 ち寄 って合わせる、想像 の成 を

黒jLEの 上部 に厚 さ5cmほ どの竜物 の層 があった。逍物

でないが、そういったことがあったのか もしれない。

共和迪跡 得 真)、 柏原 18重 跡

(苫 ̀1ヽ Ю

が多い と、 なかなか撮 り進む ことがで きず、調査にも時間

紀元前 4世 紀頃

(晨

410せ 記頃までin̲る

とい う几解 も

査セ ンターの地 下収蔵庫 には 50

ある)、 九川地 方に伝 わった水口稲作 と金属器により、縄え

0万 点あまりの道物 が収納 されているが、数 えたことが無

時代 は終わ りを告げ、弥生時代力級台よる。弥生夫化 は徐 々

いので、はっきりしたことは言 えないが、その半数以上が

地方 にまで及んでいる。北海こ は稲作 に頼
ヒ
に北上 し、東ヨ

塊期の ものではないかと思われる。

らず、涜縄夫時代 をむかえる。

がかかる。埋蔵枷

ll重跡 は環壕 と住層群が注 目を浴びているが、縄夫時
静ノ

代早期 から擦夫時代 までの道物 が几つかってい る。住居群
のあるBttEXlは

〜ますます 1万年の ロマンに惹かれます〜

10万 点の うら、ほ とんどが中期 で、環家

のあるAttEXlは 8万 点の うち、主体 は晩翔 である。AttEXl

北岸

由利子会員

苫̀1燿 大会設立 5周 年 を配念 しての講演会が、市民活

1%以 下 とい うことがで きる。 このことか らも環家 のある

動センターで開催 されました。
講師 は、医学博士でもあり、
人類学の分野でも活理 されている大島直行先生 で
考古学。

台地での生活の匂 いは感 じられない と言 える。

す。

からは環家 の頃の ものは数百点あるかないかで、全体 の

私は、 3年 ほど前 に大 島先生 の議演 を拝聰 して感動、そ

化 に引 き継がれてい くと言 うのです。

の場 で縄大会 の お什 ralに 入 れていただ きました。以来、伊

先生 がこのよ うに考 えるようになったきっかけは、縄え

逹壮普など、数 口先生 の詩演 には参か させていただいてお

時代 の人災跡 だったと言われます。縄え人が故意に家 を焼

りました。破

聞 いて も深X、 ます ます魅力いっばいの縄

いた節があることに気付 かれた先生 は、アイヌの家 を焼 く

夫夫化、大 島先生 のユーモアをええての議演 は、瞬 く間 に

風習 と結び付 けることになるのです。考昔学者 からは無視

聰衆 を大 島ワール ドに引 きた みます。
一―悠久 のか なた 。・ 自然 と几事 に共生する哲学が縄 え

されたとい うことであ りましたが、 この 「もの送 り」儀オし

人 にはあった。 この人 い なる哲学 をひも解 くことで、私 た

の共通l■ を説 く先生 のお話には圧倒 される思いで した。
縄え社会では「自然の開拓」ではなくて「自然 との共存」

らは確 かな水未 を手 に入 れることがで きる一―

とい う、人類木水の生 き方であったと言われるのです。縄

縄夫人の人 間が人 間であるための人 い なる予 みは、今 に

夫後

は私 たらに「もの」の豊か さではなく、「こころの豊

も息づ いてお ります。 だか らこそ私は、 ますます愛いっぱ

か さ」 が本 当の豊か さであると語 りかけていると、先生 は

いの一万年 ロマ ンになかれるのです。

詩演 を結ばれました。
私は先生 の熱崎 あ″れるお話 を開いて、学閂 とは何 のた
S、

めに在 るべ きかを次めて考 えさせ られました。 また、 この
議演 の中で紹介 された本 を 1冊 でも多 く読 まなければ、そ
して、 もっとアイヌ民族 とそのえイ
とを知 らなければ と痛 感
しました。

◆ 本 の紹介

◆

『 環境考古学事始』安田喜憲著 洋泉社 ¥1,890
N沐達雄著 ちくま新書 ¥735
『緻 の騰 』′
『人類最古の哲学』中沢新―著 講談社

¥1,575

『 自然のメッセージを聴く』Jヽ 野有五著 北海道新聞社Ⅵ,680
請演される大島直行先生

これらは先日行われた講演会の中で、大島直行先生によ
つて紹介された本の内、現在購入可能な本を載せました。

設立 5周 年記念講演会を聞いて
梅津譲 一会員
まず、講師 の人 島直行先生 ですが、「先え 。古代人の虫歯
の研究」に対 して医学博士 の学位 も長与 されているとのこ

4月

11日 (日 )第 6口 麹 鯰会&講 演会

とです。考七学の枠 に縛 られることな く、学際的 に研究 を

0〜 於 ;苫 ′
とえ流セ ンター
1漱 えイ

されていることに、 さすがと思 い ました。先生 が詩演の中

2「 皆

で、
との本質 を几抜 いたのは考古学者 ではなかった、
縄え夫イ

★

った(「 縄夫土器論」)と い う指摘 を考 えま

★

̀だ古
す と、 多 くの
考 学者 は技術や社会 の発展 とい う祝点から

★

は熱 むに研究するが、精神夫イ
との研究 には消極 的 だとオ
け1

★

されてい ることも、Tな るかなと納行で きます。

☆

あの同木太 夕

(ア

14:0

イビー・ プラザ)

6月 13嘔 Fl)
博物館講座
7月 24日 (■ l 静川逍跡杭補修 &几 学会
9月 25日 (子 Ю 縄夫体験絵や特子
)

10月 17日 (子 0
特万蟻 演会
12月 4日 (■ ) 縄夫のタベ

狩猟株集社会が 1万 年 もの長 きにわたって続 くヤ、彼 ら
縄夫人 の精神熱 は最高度に芥逹 したと言われます。祈 り
や呪献砂ヾ
芥逹 し、そのための逍具 わ渋 われたのであるとの
ことです。
形 だけでは何 のために使 うのか分 らない もの も、
このよ うに考 える と理 解 で きる

(′

1ヽ

林逹雄 「第 2の 逍具」)

と言われます。 この縄夫え化 の精継

は、やがてアイヌえ

編 集 後 記
今口 を以て、編集員が変わ ります。抽い編集であっ
たと思われますが、編集員にとっては、楽 しんでやら
せて頂 きました。鏑 たの 磁縛陶 にも、温かいごえ城
とご鞭撻 の程、宜 しくお願 い致 します。
会報編集委 員会

清野、′夕
1ヽ

ll

