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道北更新世人類化石探索の予備的調査報告
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はじめに
日本列島の人類史を明らかにする上で，更新世

人類化石の研究が重要であることは論をまたない．
近年，日本列島の南西に連なる琉球列島では相次
いで後期更新世の人骨が発見され，その人類学
的研究成果が大きく注目されている（Nakagawa 
et al. 2010，沖縄県立埋蔵文化財センター 2013，
Fujita et al. 2016）．ところが，九州以北の日本
列島内における人類化石の出土はごく少なく，前
世紀に更新世の人骨とみなされていた葛生，牛川，
三ヶ日，帝釈峡，聖嶽などの化石群は，年代測定
や同定の再検討，もしくは考古学的所見の見直し
により更新世人骨リストから除外され，年代の確
実な列島内の更新世人類化石は静岡県の浜北人骨
を残すだけである（Kondo and Matsu'ura 2005）．
1990 年代以降，更新世の人骨を求めて幾つもの
洞窟遺跡で発掘調査が実施されたが，所期の目的
の達成には至っていない（百々ほか 2003，奈良
ほか 2015）．現状を打開するには，従来と異な
る発想のもと，新たな更新世人類化石探索プロ
ジェクトを立ち上げる必要がある．

これまで日本列島における更新世人類化石の探
索はもっぱら本州と九州をフィールドとしており，
数多くの旧石器時代遺跡を擁する北海道では調査
がほとんど行われてこなかった．しかし，更新世
の日本列島に人類が流入したルートは地理的・文
化的環境から北方ルートと南方ルートが想定され
ており，縄文時代人骨ミトコンドリア DNA の解
析結果も，日本列島北部の縄文時代人の形成に北
方から移動してきた人々が強く関与していたこと

を示唆している（Adachi et al. 2011）．北方から
の流入ルートの入り口にあたるのは道北地方であ
るが，この地域には，枝幸町，浜頓別町，中頓別
町，士別市などに複数の石灰岩露頭と洞窟・岩陰
が点在しており，更新世化石が埋存する条件が
整っている．後述するように枝幸町や浜頓別町，
猿払村などで旧石器が見つかっており，当地で更
新世に人々が活動していた証左も得られているこ
とから，道北地方が人類化石の探索地として有望
であると考えられた．

そこで筆者らは，更新世人類化石およびその出
土が期待できる洞窟を探し出し，人類化石調査の
新しいフィールドを切り開くことを目的として，
2015 年から 2018 年にわたり，稚内市，中川町，
枝幸町，浜頓別町，中頓別町，礼文町，士別市
等の洞窟・岩陰と石灰岩露頭を予備的に踏査した．
このうち枝幸町には複数の石灰岩洞窟について過
去の調査記録が残っていたことから，その情報の
整理と集成も行った．また，人類遺跡の可能性の
ある候補地として枝幸町リキピリ洞穴群を選定し，
試掘調査を実施した．結果を先に述べると，残念
ながら，人骨はもとより更新世化石や旧石器すら
見つけることはできなかったが，踏査および試掘
で得られた知見は今後の人類化石探索に活用でき
るものと期待されたので，以下でその成果を報告
する．

本稿の構成は，「はじめに」以下，「1. 調査の
経過」「2. 北海道北部の旧石器時代の遺跡分布」

「3. 枝幸町の石灰岩洞窟」「4. リキピリ洞穴群試
掘報告」「まとめと展望」からなる．本稿の作成
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にあたり「はじめに」を澤田，1・2・4 を福井，
3 を高畠，「まとめと展望」を澤田・福井・高畠
が主に担当し，全員で内容を協議しながら執筆を
進めた．

１．調査の経過
2015 年 5 月 30 日－ 6 月 1 日：稚内市，中川

町，枝幸町，浜頓別町，中頓別町，礼文町におい
て，各市町担当者から洞窟遺跡および旧石器時代
遺跡の情報収集を行った．枝幸町にては，目梨泊
石灰鉱山跡，咲来峠，岩屋洞窟，リキピリ洞穴の
情報を得る．中頓別町では，中頓別鍾乳洞の状況
を確認し，ペーチャン川沿いの白亜紀石灰岩の露
出状況を踏査する．

2015 年 6 月 27 日－ 29 日：枝幸町にて，目
梨泊石灰鉱山跡，リキピリ洞穴，岩屋洞窟，咲来
峠の現況を確認する．士別市にて，石灰岩の露出
状況を踏査する．稚内市にて，抜海岩陰遺跡の現
況を確認する．

2017 年 1 月 28 日 -29 日：枝幸町にて，次年
度調査の打ち合わせ．旭川市博物館にて，石灰岩
の分布状況確認．

2017 年 4 月 29 日－ 5 月 4 日：枝幸町にて，
リキピリ洞穴測量調査．澤田，枝幸町にて講演．
浜頓別町にて，鬼河原洞窟踏査．中頓別鍾乳洞，
当麻鍾乳洞の状況を確認．旭川市にて，アフン・
ル・パル洞穴の現況確認．

2017 年 10 月 7 日－ 9 日：枝幸町にて，大曲，
上徳志別，歌登山の岩陰・洞穴を踏査する．北見
市にて，美里洞窟遺跡の現況を確認する．

2018 年 5 月 2 日－ 5 日：枝幸町にて，目梨
泊石灰鉱山跡のドローン調査．遠軽町にて，埋蔵
文化財センター所蔵旧石器資料調査．湧別町にて，
ナウマンゾウ化石出土地確認．

2018 年 10 月 6 日－ 7 日：枝幸町にて，リキ
ピリ洞穴試掘調査．
（2018 年 11 月 9 日－ 11 日：枝幸町教委主宰

で，歌登山洞穴測量調査）

２．北海道北部の旧石器時代の遺跡分布
北海道北部の旧石器時代の遺跡は，名寄川―興

部川流域以北で 101 遺跡知られる（図 1，表 1）．
なかでも，名寄川―興部川流域に集中し，60

遺跡確認される．調査された遺跡も多く，名寄市
日進 2 遺跡，旭東 1 遺跡，下川町高瀬遺跡，西
町 1 遺跡，桜ケ丘遺跡，前サンル 1 遺跡，モサ
ンル遺跡，ルベの沢遺跡，西興部村札滑遺跡，オ
ショロッコ遺跡の 10 遺跡がある．この地域の遺
跡分布のほとんどは，名寄市天塩川水系，名寄川
水系，興部町興部川水系，藻興部川水系の各流域
河川沿い河岸段丘上や丘陵裾で確認される．この
状況は，この地域以南の道東地域に共通する遺跡
分布と言える．例外的に，幌加内町の丘陵地帯か
ら 3 遺跡が確認される．それでも，一部は河川
沿いの平坦な丘陵上に立地する．

一方，それ以北になると散発的に 41 遺跡確認
されているにすぎず，調査された遺跡も猿払村浅
茅野遺跡のみで，ほかは採集資料である．この地
域の遺跡分布も，雄武町幌内川，枝幸町徳志別川
水系，北見幌別川水系，浜頓別町頓別川水系，猿
払村猿払川水系の各流域河川沿いで確認される例
が多い．しかし，クッチャロ湖とオホーツク海の
間に横たわる浅茅野台地上や，内陸の山地である
宗谷丘陵部の現在の森林限界手前，礼文島の海岸
段丘上，利尻島の山麓といった，特異な地点に
立地する遺跡も確認される（高倉・出穂 1998）．
特異な地点に遺跡が分布する要因には，頓別川以
北の低平な地形にあるとみられる．

３．枝幸町の石灰岩洞窟
枝幸町における石灰岩帯の分布は，枝幸町北部

の目梨泊，ポロヌプリ山南東麓にあたる歌登パン
ケナイ，南西部の本幌別の３か所で確認されてい
る．いずれも日高累層群中に輝緑凝灰岩やチャー
トと互層して挟まれており，このうち目梨泊と歌
登本幌別（ポールン別）では過去に石灰鉱山とし
ての開発が進められた（冨沢編 1980，村山ほか 
2009）．

本項では，記録が残された枝幸町の３か所の石
灰岩洞窟について，埋蔵文化財との関わりを中心
に概観する．
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（１）本幌別洞穴
本幌別洞穴は，枝幸町南西部，枝幸地方と上川

地方北部との分水嶺となる「咲来峠」頂上付近の
枝幸側に位置していた．現在は，平成元年に行わ
れた道道 220 号歌登咲来停車場線の改良工事に
よって失われている．

本洞穴は，枝幸町在住の日本考古学協会会員で，
初代の枝幸町郷土資料館長を務めた新岡武彦が調
査団長となり，北海道開拓記念館（当時）の松下
亘らの参加を得て試掘調査が行われている（写真
１，本幌別洞穴調査団 1968）．

調査の結果，本洞穴は開口部の幅８ｍ，奥行き
８ｍを測る石灰岩洞穴であり，基盤岩の上位に岩
体を構成する石灰岩崩落層と褐色粘土層が交互に
堆積している状況が報告されている．ただし，人
工的な遺物をはじめ，人類が使用した痕跡を見出
すには至らなかった．

新岡は本洞穴の将来的な再調査や，地域住民の
「学びの場」としての活用を期待していたが，実
現には至らなかった．一方で，昭和 40 年代前半
という比較的早い段階で，石灰岩洞窟の学術的価
値を見出し，地元の歌登町（当時）を説得して学
術調査を実施したのは，新岡の先見性を示すもの
である．本洞穴については改めて再報告する機会
を作りたい．
（２）パンケナイ鍾乳洞

枝幸町と中頓別町との境をなす「ポロヌプリ
山」（838m）の東側山麓，標高約 200m の国有
林野に位置する．昭和 58 年，当時行われていた
採石作業中に開口部が見つかった．歌登町教育委

員会（当時）では，枝幸町教育委員会に現地調査
を依頼し，佐藤隆広学芸員を中心とする調査隊が
派遣された．

鍾乳洞の開口部はわずか 50cm ほどしかない
ものの，奥行きは約 25m，中央部の「ホール」
は幅 7m，高さ 5m を測る．内部には鍾乳石の形
成が確認された．ただし，洞内の生物相はわずか
にクモ，虫が見られたのみで，コウモリの生息痕
が確認できなかったことから，生物（人類）が利
用するための開口部がなかったものと結論付けて
いる（佐藤 1983）．

なお，本鍾乳洞については安全確保の理由によ
り，当時の歌登町によって閉塞された．
（３）岩屋洞窟

北見山系の北端に近い「音威富士」（489m）
の東側山麓，北見幌別川最上流域の「岩屋ポウル
ンベツ川」の左岸段丘崖に開口した石灰岩洞窟で
ある．

本洞窟では昭和 13 年に辻本金蔵によって擦文
式土器の小片が採集されており，「H-05-69 岩屋
洞窟遺跡」として埋蔵文化財包蔵地台帳に登載さ
れている．

洞窟の所在する「ポールン別」の地名は「ポ
ル・ウン・ペツ」で，「岩窟がそこにある川」と
解されており（新岡 1986），安政年間にこの地
を訪れた松浦武四郎も「ホール 大岩洞」として
アイヌ民族の信仰の対象となっていたことを書き
残している（秋葉 1988）．「あの世へ行く道の入
り口」＝アフンルパルとして認識されていた可能
性が高い．明治以降の開拓者にとってもこの洞窟
は「神域」と認識され，昭和初期に撮影された写
真には，開口部に鳥居が立てられていた．

数少ない擦文時代の洞窟遺跡であり，その後も
神聖視されてきた特別な場所だったが，昭和 28
年からはじまった石灰岩採掘によって昭和 32 年
頃には洞窟そのものが破壊され，失われた（高畠 
2017）.

４．リキピリ洞穴群試掘報告
（１）立地（図 2）

標高 201 ｍある山地のオホーツク海に面した写真 1.本幌別洞穴の測量調査（1968 年撮影）
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東側斜面に位置する．枝幸市街地からは北北西に
約 10㎞，神威岬からは南南東に約 5㎞離れてい
る．山地東側斜面は，標高 190 ～ 150 ｍ付近ま
では急崖となり，部分的に岩壁が露出する．標高
150m 以下は崖錐性堆積物によって，急斜面と
なっている．洞穴の標高は約 150 ｍで，岩壁と
崖錐堆積物の接点で連続的に 3 か所確認された．
北側から第 2 洞，第 1 洞，第 3 洞とした．レベ
ルは，第 2 洞で基準点①より 246cm 上位，第 1
洞で基準点①より 144cm 上位，第 3 洞で基準点
①より 80cm 下位であった．第 2 洞と第 1 洞の
レベル差は約 1 ｍ，第 1 洞と第 3 洞のレベル差
は約 2.2 ｍとなる．洞穴間の距離は，基準点①－
②間が 3.3m，③－④間が 1.7m ある．

洞穴が形成された地質は，普通輝石紫蘇輝石安
山岩からなる目梨泊溶岩（新生代新第三紀中新世
～漸新世）である．洞穴からは，オホーツク海を
一望できる．眼下の海岸線の眺望は，北は「目梨
泊」町域手前の岬までであるが，南はウスタイベ
千畳岩，さらにその先まで望むことができた．

（２）経緯と結果
枝幸町において，道北地方での洞穴調査の協力

をお願いした際，最初に教示されたのがこの洞穴
であった．この洞穴は，新岡（1987）が紹介し
ており，入り口が崩落礫で塞がれ，未調査である
ことが書かれていた．そこで，2017 年 4 月 30
日～ 5 月 2 日に第 1 回調査を行った．新岡の記
載のような閉塞された状況ではなかったため，各
洞窟の現状と，表層の状況を確認し，測量を行っ
た．この時点で，水滴が多い洞内環境や，表層に
何も残されていないことが確認された．

次に，2018 年 10 月 6 日に第 2 回調査を行っ
た．この調査では，第 1 洞についてトレンチを
設定し，堆積の状況を確認した．まず表層を溝状
に除去し（Ａ），洞口付近（Ｂ）を 2 層まで掘り
下げて状況を確認後，さらに洞奥（Ｄ）と洞口

（Ｃ）において深掘りした（図 3・4）．洞奥では
30cm で岩盤に達したが，洞口は岩盤に達するこ
とができなかった．なお，表面より 27cm に地
下水面があった．掘削時において，礫と土壌以外
の含有物は確認することができなかった．また，

図 2. リキピリ洞穴群の位置：国土地理院発行平成 27 年発行電子地形図 25000「目梨泊」を加工
加筆した．
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湧水のため 2 ～ 4 層を大きく上下に分けて土嚢
4 袋分の堆積物を採取し水洗選別を試みたが，人
工遺物や骨は検出されなかった．
（３）洞内環境（図 3）

第 1 洞は，横穴状の洞窟になっており，入口
は屈んで通れる程度であったが，内部では立つこ
とが可能であった．内部は，3 人ほどが優に入れ
るため，快適な広さといえる．北側へ続く横穴も
あるが，天井が低く，広がりは不明．

第 2 洞は，大半が岩陰と横穴の中間形状を呈し，
広くゼニゴケに覆われていた．北側部分は横穴状
になっている．しかし，全体に天井が低く，這い
つくばらないと入れない形態であった．

第 3 洞は，大規模な岩陰であった．規模は 3
洞の中で最も大きい．しかし，第 1 ～ 3 洞とも，
常時水滴が降るような状況であった．調査は，5
月上旬，10 月上旬の 2 回行ったが，水量に大き
な変化は感じられなかった．岩質が溶岩のため，
空隙が多く，そこを地下水が流れてくるためと考
えられる．合羽などの防水着が無い状態では，居
心地の良い環境ではないと言える．特に第 3 洞は，

地面がぬかるんでおり，秋にはシカのヌタ場に利
用されていた．また，春は第 1・2 洞とも洞内に
巨大で透明な氷塊が形成されていた．
（４）堆積（図 4）

試掘は第 1 洞を対象に行った．基本的に岩盤
上に破砕岩層が堆積している状態であった．破砕
岩の大きさと含む土壌によってその破砕岩層を 5
層に分層した .

1 層は，破砕岩層で，1cm 大以下の亜角礫主
体ながら，5cm 大の亜角礫も含まれた．なお，
表層には，より大型の崩落礫があった．これらは，
基質の目梨泊溶岩が，天井や壁から崩落し，凍結
融解作用によって破砕されたものと考えられる．
大型の礫は堆積にみられなかったことから，崩
落後も凍結融解作用を受け，1cm 大以下の大き
さまで破砕されたものと推定される．2 層以下は，
1cm 大の亜角礫からなる破砕岩層で，土壌が含
まれた．土壌に差がみられ，2 層は褐色砂層，3
層は黒褐色砂層・粘土層，4 層は粘土層であった．
5 層は岩盤である．C 地点では，1 層と 2 層の間
に，黒褐色土を含む 1 層が認められたため，1 －

図 3. リキピリ洞穴群の形態
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2 層とした．2 層以下の土壌は風成とみられるが，
1 － 2 層の土壌は洞外からの二次堆積の可能性が
考えられた．

土壌 pH 測定器（HI 99121N，ハンナ インス
ツルメンツ）を用いて 1 層と 4 層の水素イオン
指数（pH）を 3 回測定したところ，1 層の pH
は 6.93，6.72，6.43（平均 6.69），4 層の pH は
6.88，7.41，6.76（平均 6.92）であり，いずれ
も中性を示した．
（５）洞穴の形成と利用

堆積や洞穴の形状を確認した結果，洞穴形成は
岩盤にしみ込んだ地下水の凍結溶解による破砕を
原因としていると考えられた．恐らく，水の溜ま
りやすい環境で破砕が繰り返され，部分的に大き
な崩落が起き，斜め下方を向いた洞穴や岩陰が形
成されたものとみられる．そのうち，洞口側では
破砕礫の堆積と共に土壌の堆積も進み，結果的
に水平な面になったものと考えられる．洞内では，
天井にサンロウドヨウグモ（Meta japonica）が生
息し，床面にハガタキリバ（Scoliopteryx libatrix），
ヤガ科フサヤガ亜科の一種（Eutelia sp.）の翅が
散乱していた（同定者：枝幸町文化財保護委員 
村山良子）．ほかには動物の痕跡をみることはで
きなかった．常に多量の水滴が落ちる洞内環境か

ら考えて，人類を含む動物の洞穴利用はごく小さ
な身体を持つ種以外困難であったとみられる．

まとめと展望
本研究の成果は以下の四つに要約される．

（1） 道北地方の石灰岩洞窟・露頭を踏査し，位
置と現状を記録した．

（2） 道北地方の旧石器時代遺跡および旧石器時
代遺物包含地を集成した．

（3） 枝幸町周辺に所在する，あるいはかつて存
在した石灰岩洞穴について，立地，現状，
過去の調査報告，出土遺物の内容を確認し，
一覧を作成した．

（4） リキピリ洞穴の洞内堆積状況を調査・確認
した．先史時代に人が利用した痕跡は見つ
からなかった．また，洞内が骨の埋存に適
さない土質環境であるとの知見を得た．

今回の調査で更新世人類化石やその出土が見込
めそうな旧石器時代洞窟遺跡を発見することはで
きなかったが，日本列島における更新世人類化石
の探索がいかに困難であるかは，当該期人骨の
ごく僅少な出土数が如実に物語っている．こうし
た探索の成果は一朝一夕に得られるものではなく，
息の長い調査活動が肝要である．北海道北部の更
新世人類化石探索はようやく端緒についたところ
であり，本稿にまとめた洞窟・石灰岩露頭や旧石
器時代遺跡の分布情報が今後の調査に役立つこと
があれば幸いである．　筆者らは道北地方での人
類化石探索を継続していくつもりであるが，筆者
らの他に一人でも多くの方が，この広大で魅力的
なフィールドで人骨探索に取り組まれることを強
く期待している．

最後に，本研究の特色として，道北各地の教育
委員会・学芸員・埋蔵文化財調査員と，枝幸町文
化財保護委員会およびオホーツクミュージアムえ
さしのミュージアムボランティアの方々から多大
なご支援とご協力を賜ったことを強調しておきた
い．とりわけ，リキピリ洞穴の調査は，ミュージ
アムボランティアをはじめとする枝幸町の地域住
民のお力添えなくして遂行することは到底不可能図 4. リキピリ洞穴群第 1洞の土層堆積
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であった．個人のお名前と団体名は本稿の末尾に
掲載させていただいたが，調査の意義に賛同され
た多彩な方々の参加により，更新世人類化石の探
索が少数の専門家の枠を超えて広く共有される
テーマになったことは，学術の理想的なあり方で
あり，筆者らの喜びとするところでもある．
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表 1. 北海道北部の旧石器時代遺跡：Web 上の北海道教育委員会埋蔵文化財包蔵地情報『北の遺跡案内』，
日本旧石器学会データベース『日本列島の旧石器時代遺跡』，書籍の山田（2006），役重ほか (2011) な
どを参照し，作成した．標高は，『北の遺跡案内』の遺跡位置と『ひなた GIS』での標高を Web 上で比較
し，後者で得られる包蔵地中心付近の標高を採用した．

番号 遺跡名 所在地
標高
(m)

立地

槍
先
形
尖
頭
器

細
石
刃
・
細
石
核
等

有
茎
（
舌
）
尖
頭
器

その他の石器

ブ
ロ
ッ
ク
･
ユ
ニ
ッ
ト

細
石
刃
核
型
式

文献 調査・登載

1 知床尺忍小学校裏遺跡 礼文郡礼文町大字香深村字シレトコマナイ99-2、185-1 26
丘陵～沢に
臨む斜面

石核 採集資料

2 栄町キャンプ場遺跡 利尻郡利尻富士町鷲泊字栄町227 36 緩傾斜地 ○ 彫器 岡田淳子1978 採集資料
3 豊別1遺跡 稚内市大字声問村国有林35林班 108 丘陵上 ○ ○ 石刃・彫器・掻器 札滑型 新岡武彦･佐藤和利1977 採集資料
4 豊別2遺跡 稚内市大字声問村国有林36林班 93 丘陵上 ○ 石刃・彫器・掻器 石核あり 新岡武彦･佐藤和利1977 採集資料
5 豊別3遺跡 稚内市大字声問村国有林36林班 103 丘陵上 削器 新岡武彦･佐藤和利1977 採集資料
6 豊別4遺跡 稚内市大字声問村国有林36林班 103 丘陵上 削器 新岡武彦･佐藤和利1977 採集資料
7 豊別5遺跡 稚内市大字声問村国有林33林班 115 丘陵上 削器 新岡武彦･佐藤和利1977 採集資料
8 豊別6遺跡 稚内市大字声問村国有林31・33林班 139 丘陵上 彫器 新岡武彦･佐藤和利1977 採集資料
9 豊別7遺跡 稚内市大字声問村国有林35林班 114 丘陵上 ○ 楔形 新岡武彦･佐藤和利1977 採集資料

10 タツニウシュナイ遺跡 稚内市大字声問村国有林1314林班 126 丘陵上 ○ 舟底形
11 豊別8遺跡 稚内市大字声問村国有林36林班 145 丘陵上 ○ 新岡武彦･佐藤和利1977 採集資料
12 豊別9遺跡 稚内市大字声問村国有林36林班 128 丘陵上 ○ 新岡武彦･佐藤和利1977 採集資料
13 豊別10遺跡 稚内市大字声問村国有林35・36林班 125 丘陵上 ○ 新岡武彦･佐藤和利1977 採集資料
14 豊別11遺跡 稚内市大字声問村国有林34林班 123 丘陵上 彫器 新岡武彦･佐藤和利1977 採集資料
15 豊別12遺跡 稚内市大字声問村国有林34林班 165 丘陵上 ○ 新岡武彦･佐藤和利1977 採集資料
16 猿払神社遺跡 宗谷郡猿払村猿払127-129 21 台地上 ○ 石核あり 採集資料
17 浅茅野遺跡 宗谷郡猿払村浅茅野台地2683-1・8・12 15 台地上 ○ 石刃・掻器・彫器 札滑型、峠下型 山崎博信1969/氏江敏文2011 発掘調査
18 モケウニ沼北岸遺跡 宗谷郡猿払村浅茅野台地342-215・455、379、380、389、398 16 独立丘陵上 ○ 高倉純・出穂雅実1998 採集資料
19 山軽台地遺跡 枝幸郡浜頓別町字頓別原野4114-1、字頓別1328-3 15 台地上 ○ 札滑型 平川善祥1995/高倉純・出穂雅実1998 採集資料
20 ポン仁達内遺跡 枝幸郡浜頓別町字ポン仁達内 12 河岸段丘上 平川善祥1995/高倉純・出穂雅実1998 採集資料/未登載
21 宇曽丹1遺跡 枝幸郡浜頓別町字宇曽丹 16 河岸段丘上 ○ ○ 高倉純・出穂雅実1998 採集資料
22 エボト川東岸遺跡 枝幸郡浜頓別町字豊寒別 3 砂丘上 舟底形石器 高倉純・出穂雅実1998 採集資料/未登載
23 安別2遺跡 枝幸郡浜頓別町字安別 11 河岸段丘上 ○ 高倉純・出穂雅実1998     採集資料/未登載
24 豊平遺跡 枝幸郡中頓別町字豊平50 99 河岸段丘上 ○ 採集資料
25 寿33線遺跡 枝幸郡中頓別町字寿101、101-3 22 河岸段丘上 ○ 石刃、彫器 採集資料
26 パンケナイ1遺跡 枝幸郡枝幸町歌登パンケナイ5145-1、5154-1・2 60 河岸段丘上 削器 役重みゆき・山田哲・佐藤宏之・高畠孝宗2011 採集資料
27 パンケナイ2遺跡 枝幸郡枝幸町歌登パンケナイ5145-2～5 75 河岸段丘上 削器 採集資料
28 ペンケナイ2遺跡 枝幸郡枝幸町歌登東歌登6096-1 32 河岸段丘上 ○ ○ 石刃、石核 役重みゆき・山田哲・佐藤宏之・高畠孝宗2011 採集資料

29 ペンケナイ6遺跡
枝幸郡枝幸町歌登東歌登582-2、585-2、895-1～3・6、1198-1・3、
1207-2・7・9、1496-2・6、6265-1・2、6269-1・2

40 台地上 ○ ○ 両面調整石器、舟底形石器、削器 採集資料

30 ペンケナイ7遺跡
枝幸町歌登辺毛内2070-1･7･8･10･11、2228-3･11、2292-1・4、
2391-1・2

96 平坦な丘陵上 ○ 石刃 役重みゆき・山田哲・佐藤宏之・高畠孝宗2011 採集資料

31 オフンタルマナイ遺跡 枝幸郡枝幸町歌登大奮2827-1、3374-1・2、3689-1 133 河岸段丘上 石核 役重みゆき・山田哲・佐藤宏之・高畠孝宗2011 採集資料
32 タツカラウシナイ遺跡 枝幸郡枝幸町歌登豊沃4604、6260-1、6323-1、6329-12 124 河岸段丘上 両面調整石器、彫器 役重みゆき・山田哲・佐藤宏之・高畠孝宗2011 採集資料
33 18線遺跡 枝幸町歌登中央651-26・53・54 52 丘陵裾 石刃・石核 役重みゆき・山田哲・佐藤宏之・高畠孝宗2011 採集資料
34 イタコマナイ ○ 役重みゆき・山田哲・佐藤宏之・高畠孝宗2011 採集資料/未登載
35 上徳志別小学校裏山 石刃、両面調整石器 役重みゆき・山田哲・佐藤宏之・高畠孝宗2011 採集資料/未登載
36 上徳志別樋口の沢 両面調整石器 役重みゆき・山田哲・佐藤宏之・高畠孝宗2011 採集資料/未登載
37 パンケナイ７線 ○ 石刃 白滝型 役重みゆき・山田哲・佐藤宏之・高畠孝宗2011 採集資料/未登載
38 パンケナイ 広郷型 役重みゆき・山田哲・佐藤宏之・高畠孝宗2011 採集資料/未登載
39 下幌別 石刃核 役重みゆき・山田哲・佐藤宏之・高畠孝宗2011 採集資料/未登載
40 森林管理道西村の沢線 石刃核 役重みゆき・山田哲・佐藤宏之・高畠孝宗2011 採集資料/未登載
41 上幌内遺跡 雄武町字上幌内739，741 161 河岸段丘上 ○ 石核
42 北興２遺跡 興部町字北興190-2･3 29 河岸段丘上 ○
43 三井山遺跡 興部町字北興811，字宇津204-1･5 220 丘陵上 採集資料
44 宇津１遺跡 興部町字宇津46，47-1，48 39 河岸段丘上 石刃、削器、彫刻
45 宇津２遺跡 興部町字宇津233-1･4･9，234-1･3･4 52 河岸段丘上 ○
46 宇津３遺跡 興部町字宇津308-1 93 河岸段丘上 石刃、剥片

47 札滑遺跡 西興部村字札滑17，41～44 183 河岸段丘上 ○ ○ 石刃、掻器、彫器 広郷型
吉崎昌一1959/大場利夫・松下亘1965/Rhicard E.
Morlan1967/桑原護1975/1977

発掘調査

48 札滑２遺跡 西興部村字札滑381，382，394 203 河岸段丘上 ○ 石刃
49 奥興部遺跡 西興部村字奥興部265-1，266-1，267-1，272 223 河岸段丘上
50 東興遺跡 西興部村字東興184，185 165 河岸段丘上 石刃、剥片

51 オショロッコ遺跡 西興部村字忍路子15 145 河岸段丘上 ○ 石刃、掻器、彫器
蘭越型、峠下型、
忍路子型

近藤忠1958/山崎博信・鈴木邦輝1984 発掘調査

52 中興部１遺跡 西興部村字中興部156 100 河岸段丘上 石刃、掻器、彫器
53 中興部２遺跡 西興部村字中興部276，277 100 丘陵裾 ○ 石刃
54 六興１遺跡 西興部村字六興274，275 115 丘陵裾 石刃、彫器
55 六興２遺跡 西興部村字六興98-1，104-1･2，105-1･2，106-1･2 193 丘陵上 黒曜石剥片
56 中藻１遺跡 西興部村字中藻272 120 丘陵上 黒曜石剥片
57 中藻２遺跡 西興部村字中藻56～58 145 丘陵緩斜面 黒曜石剥片
58 上藻１遺跡 西興部村字上藻550，553，556，563 200 丘陵緩斜面 石刃、削器、彫器、両面調整石器、剥片
59 上藻２遺跡 西興部村字上藻600，601 170 河岸段丘上 石刃
60 母子里1遺跡 雨竜郡幌加内町字母子里8352 318 丘陵上 ○ ○ 野村崇1977 採集資料
61 母子里2遺跡 雨竜郡幌加内町字母子里9112、9115 342 丘陵上 両面調整石器 野村崇1977 採集資料
62 母子里3遺跡 雨竜郡幌加内町字母子里 313 丘陵上 ○ 広郷型 野村崇1977 採集資料/未登載
63 朝日1遺跡 名寄市朝日626 126 河岸段丘上 ○ ○ ○ 彫器、石核、剥片 氏江敏文1984 採集資料
64 朝日2遺跡 名寄市朝日623627-14 121 河岸段丘上 剥片 採集資料
65 朝日3遺跡 名寄市朝日536533-1 121 河岸段丘上 剥片 採集資料

66 緑丘4遺跡 名寄市緑丘205-2 130
緩やかな
丘陵上

採集資料

67 緑丘8遺跡 名寄市緑丘9-2 119 河岸段丘上 採集資料
68 旭東1遺跡 名寄市旭東470-1・3、471 164 丘陵上 ○ ○ 彫器、掻器 白滝型、広郷型 山崎博信1963 発掘調査
69 旭東16遺跡 名寄市旭東283、286-1 145 丘陵上 石核 採集資料
70 日進9遺跡 名寄市日進53-136269 125 丘陵上 ○ 採集資料
71 日進2遺跡 名寄市日進527-12 91 河岸段丘上 ○ ○ 斧形石器？、彫器、削器 ○ 峠下型、白滝型 山崎博信1964/鈴木邦輝1988 発掘調査
99 日進31遺跡 名寄市日進522-1 97 河岸段丘上 彫器
72 内渕5遺跡 名寄市字内渕39-1 103 河岸段丘上 石刃 採集資料
73 佐藤遺跡 上川郡下川町北町439、440、441 141 河岸段丘上 ○ 彫器 峠下型 大沼忠春1985/下川町教育委員会1993 採集資料
74 高瀬遺跡 上川郡下川町北町496、497-1、498-1・5、499-1 149 河岸段丘上 ○ ○ ○ 斧形石器、両面調整石器 ○ 広郷型 山崎博信1979、大沼忠春1985 発掘調査

75 北町C遺跡 上川郡下川町上名寄2501-1、2507-1～5 186 丘陵上 ○ ○ ○ 斧形石器、彫器、削器、石刃
オショロッコ型、
広郷型

大沼忠春1985 採集資料/分布調査

76 川向2遺跡 上川郡下川町上名寄3018、3031-1、3032 148 丘陵上 ○ 掻器、削器 下川町教育委員会1993 採集資料

77 西町1遺跡 上川郡下川町西町793、上名寄368、368-2 145 河岸段丘上 ○ ○ ○ 小型舟底形石器、舟底形石器、石刃、削器 ○
蘭越型、美利河型、
忍路子型

今井真司1999 発掘調査

78 桜ヶ丘遺跡 上川郡下川町西町1026-2、1045-1、1054、1055-2、班渓136-1・2 165 丘陵上 ○ 舟底形石器、石刃、彫器、掻器 ○ 峠下型 鈴木邦輝編1986 発掘調査
79 南町遺跡 上川郡下川町南町500、505～509 167 丘陵上 ○ 剥片 下川町教育委員会1993 採集資料
80 浅野遺跡 上川郡下川町渓和5、8-2、12 150 河岸段丘上 ○ 石刃 大沼忠春1985 採集資料
81 三の橋2遺跡 上川郡下川町三の橋426、427、523 160 河岸段丘上 ○ 削器 下川町教育委員会1993 採集資料
82 三の橋3遺跡 上川郡下川町三の橋521-1・2・4～7、北町39 155 河岸段丘上 掻器、削器 下川町教育委員会1993 採集資料
83 三の橋4遺跡 上川郡下川町三の橋383、385-1～3 157 河岸段丘上 剥片 採集資料
84 北町伊藤遺跡 上川郡下川町北町736、737、748、754、755-1 175 丘陵上 ○ 掻器 大沼忠春1985 採集資料
85 珊瑠川向遺跡 上川郡下川町柵瑠431、443、453 178 河岸段丘上 石刃 下川町教育委員会1993 採集資料
86 前サンル1遺跡 上川郡下川町珊瑠248、249、250 170 丘陵上 ○ 剥片 （財）北海道埋蔵文化財センター2007ｂ 発掘調査
87 二の橋遺跡 上川郡下川町二の橋721、722、728-2、729-1 181 河岸段丘上 ○ ○ ○ 石刃、彫器、削器 大沼忠春1985 採集資料
88 二の橋2遺跡 上川郡下川町二の橋1146、1148、1149-1～4 188 河岸段丘上 ○ 彫器、掻器、両面調整石器 大沼忠春1985 採集資料
89 二の橋3遺跡 上川郡下川町二の橋949952 186 河岸段丘上 石刃、石刃核、削器 採集資料
90 二の橋4遺跡 上川郡下川町二の橋1169 182 河岸段丘上 石刃、石刃核、剥片 下川町教育委員会1993 採集資料
91 幸成遺跡 上川郡下川町一の橋43、48-2、50-1・3、51、65 185 河岸段丘上 ○ ○ 大沼忠春1985 採集資料
92 幸成2遺跡 上川郡下川町一の橋1088、1041、1042 195 丘陵上 ○ ○ 石刃核、両面調整石器、削器 下川町教育委員会1993 採集資料
93 幸成3遺跡 上川郡下川町一の橋93 193 河岸段丘上 ○ 石刃、剥片 下川町教育委員会1993 採集資料

94 モサンル遺跡 上川郡下川町一の橋954-1・2、955-1・2、1050-1～8 191
河岸段丘
～丘陵上

○ ○
舟底形石器、斧形石器、両面調整石器、
彫器、掻器

○
峠下型、白滝型、
札滑型

山崎博信1979/上野秀一編1981/芹沢長介編1983/
大沼忠春1985

発掘調査

95 ルベA遺跡 上川郡下川町一の橋1015、1017-1・2 183 丘陵上 石刃、石刃核、両面調整石器、彫器、削器 大沼忠春1985 採集資料/分布調査
96 ルベの沢遺跡 上川郡下川町一の橋1017-1・2 188 丘陵上 高倉純･出穂雅実･鶴丸俊明2004 発掘調査/未登載
97 シカリベツ遺跡 上川郡下川町一の橋631-1～4 211 河岸段丘上 ○ 石刃、彫器、削器 大沼忠春1985 採集資料
98 上名寄1遺跡 上川郡下川町上名寄2135-1・2、2136 154 丘陵上 ○ ○ 石核、両面調整石器 下川町教育委員会1993 採集資料

100 サンル5線遺跡 上川郡下川町珊瑠33 162 丘陵上 ○ 剥片
101 上名寄8遺跡 上川郡下川町上名寄11線 116 河岸段丘上 石刃 （財）北海道埋蔵文化財センター2017
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リキピリ洞穴第 2洞

第 1洞トレンチ

リキピリ洞穴第 1洞

第 1洞堆積状況
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斜面からの北側景観

斜面近景

第 1洞内の状況

斜面からの南側景観

堆積物の水洗選別状況
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