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調査の経緯 本稿は試掘調査に先立って行ったゴメ島全域

音標ゴメ島は、枝幸町南部のオホーツク海に の分布調査の成果を報告するものであり、表面

突き出した音標岬の南東約700mに位置する周囲 採集によって得られた遺物の報告を中心とする。

約1㎞の無人島である。枝幸町では単に「ゴメ島」 従って、測量調査と試掘調査の成果については

と呼んでいるが、同名の岩礁は道内に複数存在 稿を改めて報告することにしたい。

するため、埋蔵文化財包蔵地の名称として台帳 なお、今回の調査にあたっては、土地所有者

に登載するにあたり、地域名を冠して「音標ゴ である本山博文氏に快くご許可をいただいた。

メ島遺跡」とした。 明記して感謝申し上げる次第である。

ゴメ島はその名の通り、ウミネコやオオセグ

ロカモメの一大繁殖地となっており、昭和46年 調査要項

に枝幸町の天然記念物として文化財に指定され 調査主体者：枝幸町教育委員会

ている。北海道のオホーツク海沿岸では唯一の 遺 跡 名：音標ゴメ島遺跡

島であり、単調な海岸線が続くこのあたりの景 （北海道埋蔵文化財包蔵地番号H-05-70※1）

観ではひときわ目を引く存在となっている。 遺跡所在地：枝幸郡枝幸町音標5041番地ゴメ島

本島は全域が私有地となっており、一般の立 土地所有者：本山博文

入が制限されてきたため、本来の状況を損ねる 調 査 期 間：平成19年8月5日～8月11日

ことなく周辺環境が保たれてきたが、近年の海 調 査 面 積：35㎡（試掘調査）

鳥繁殖数の増加に伴い、島の植生に大きな変化

を生じていることが確認された。以前はイタド 調査体制

リなどが繁茂していたが、ここ数年でほとんど 今回の調査は札幌大学文化学部と枝幸町教育

の植物が枯死し、土壌が剥き出しの状態となっ 委員会の共同調査とし、同川名(考古学)ゼミ学

ていることが分かった。 生、枝幸町教育委員会職員を中心とし、北海道

本島に遺物包含層が存在するとすれば、露出 開拓記念館、近隣市町村教育委員会より次の各

した土壌が風雨によって浸食され、早晩失われ 氏の協力を賜った。記して感謝の意を表したい。

る可能性が懸念された。このため、枝幸町教育

委員会では長年にわたり当町において考古学実 札幌大学文化学部

習を兼ねて発掘調査を行ってきた札幌大学文化 教授 川名広文（調査団長）

学部の川名広文ゼミナールと共同で確認調査を 学生 紺野哲也，渋谷直希，玉槻祐一

実施することとした。また、調査にあたっては 甲斐将人，斎藤有基，松原謙一，辻佳幸

北海道開拓記念館の右代啓視、鈴木琢也両氏の 枝幸町文化財保護委員会

尽力により地形測量を行うことができた。 会長 村山良子，委員 朝倉克美，今裕悦

音標ゴメ島遺跡分布調査報告
お と し べ

川名広文１）・高畠孝宗２）

１）札幌大学・２）枝幸町教育委員会
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枝幸町教育委員会 にオオセグロカモメ Larus schistisagus とウミウ

学芸員 高畠孝宗，主査 神尾恵美子 Phalacrocorax capillatus が営巣し、それぞれコロ

ミュージアムボランティア 協力者 豊島義久 ニーを形成している。

北海道開拓記念館 枝幸町管内では本島と

学芸員 右代啓視，学芸員 鈴木琢也 目梨泊漁港先岩場が海

北海道教育委員会 主査 種市幸生 鳥 繁 殖 地 と な っ て お

稚内市教育委員会 学芸員 内山真澄 り、本島はオオセグロ

中川町教育委員会 学芸員 疋田吉識 カモメが、目梨泊漁港

遠軽町教育委員会 学芸員 瀬下直人 先岩場についてはウミ

ネコ Larus crassirostris

遺跡の立地と自然環境 が優先的に繁殖地を形

音標ゴメ島遺跡は枝幸郡枝幸町音標に所在し、 成している（村山他，

北緯44°42′02″、東経142°49′52″のオホー 2010）。調査を行った8

ツク海に浮かぶ無人島に存する（図1.）。島の 月上旬はこれらの海鳥

南西は切り立った崖となっており、島の上部は の繁殖期にあたり、島には巣立ちを待つ幼鳥た

比較的平坦な面が広がるが、北西は波浪に浸食 ちが多数生息していた（写真3．）。

されて複雑に湾入 本島は全域が安

しており、遺物包 山岩で形成されて

含層が残る範囲は おり、北東側の岩

必ずしも広くない 礁では柱状節理の

（写真2）。 発達が顕著となっ

平坦面は北西か ている（写真4．）。

ら南東方向にかけ なお、本島を構

て緩やかに傾斜し 成する安山岩は、

ており、崖の縁辺 枝幸地域に広く分

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

□音標遺跡

□音標岬遺跡

□音標ゴメ島遺跡

音標川

写真2.ゴメ島の上部平坦面

写真3.ウミウの営巣

写真4.島北東側の柱状節理
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布する新生代第三紀中期中新世の徳志別集塊岩 元標 鰊定334」

とされ※2、溶岩層の隆起によって島が形成され と刻まれており、

たと考えられる。 鰊 漁 の 定 置 網 の

位 置 を 定 め る 標

音標地区の遺跡群と近世・近代のゴメ島 識 の 可 能 性 が 考

音標地区はオホーツク海に面する枝幸町最南 えられる。

端の地区で、雄武町枝枝幸と境を接する。音標 ゴ メ 島 は 、 地
えだえさし

地区の遺跡群は、音標川の河岸段丘を中心に分 域 の 漁 業 者 に と

布しており、オホーツク文化期の音標岬遺跡（北 っ て も 特 別 な 存

海道教育委員会登載番号H-05-52／佐藤，1976） 在だったようだ。音標地区の漁業者からは、海

や音標遺跡（同H-05-31）があり、刻文期から貼 難事故が続いた際にゴメ島の北側にある「深い

付浮文期の土器片が採集されている（図1.）。 入り江」に「龍神様」を沈めてきた、という話

また、ゴメ島の対岸にあたるトイナイ川及び を聞くことができた（写真6.）。眼前にありな

その支流ゴメ川の河口付近には縄文前期から擦 がら切り立った岩礁に囲まれ、近づきにくいゴ

文時代にかけての集落遺跡と見られるトイナイ メ島は、海ととも

遺跡（同H-05-33）が立地している。 に生きる漁業者に

地区の名称である「音標」の地名解は、枝幸 とって一種神聖な

町史では「オ･チシ･ウシ･ペッ」として「川口に 場所とされてきた

立岩のある川」とされ（更級，1966）、新岡武 のかもしれない。

彦も同様の解釈を示している（新岡，1986）。 昭和初期に入る

江戸時代の記録では、ゴメ島は「チエシキシ」 とゴメ島は肥料の

（水上に浮いた油玉）、または「ポンモシリ」（小 産地として注目さ

れる。数百年にわ

たって海鳥が繁殖してきたゴメ島では、地表面

には鳥糞が厚く堆積しており、畑の肥料として

活用されたらしい。鳥糞の採取は戦時中まで続

き、一時は島に専用の桟橋を設けて大々的に行

っていたようだ。聞き取り調査によれば、鳥糞

が次第に枯渇したため、末期には島の表土をカ

マス袋に詰めて出荷したとの証言も得られた。

ゴメ島では人為的に表土が削平され、遺物包

さい島）と呼ばれていたようだ（新岡前掲）。 含層となる地層が露出に近い状態になったこと

幕末にこの地を旅した松浦武四郎は、ゴメ島 がこの証言からうかがわれる。これは後述する

に関するスケッチと記録を残している（図2.）。 遺物の分布状況にも大きな影響を与えているこ

現在の音標岬と思われる「ヲタルエンルン」を とが分かった。

左手後方に配し、画面右側にゴメ島と思われる

小島が描かれている。記述には「トンナイウシ 採集遺物

モシリ周十二丁。鴎多し。周廻皆岩石のみなり。」 ゴメ島への接近には船を使用する他ない。調

とあり、当時よりカモメ類の繁殖地となってい 査団は音標漁港から袖岡正明氏の操る漁船に乗

たことがうかがえる（高倉，1978）。 って島との間を往復した。ゴメ島における学術

近代に入るとゴメ島は鰊漁の拠点として地元 調査は今回が初めてであり、本島の文化層の概

の漁民達によって使用されていたらしい。島の 要を把握するために遺物の表面採集に着手した。

平坦面の中央付近には漁に関係する標識が立て 表面採集は札幌大学学生を中心に島上部の平坦

られていた（写真5．）。この石製の標識には、「 面全域にわたって行い、一部は試掘調査および

図2．武四郎の描いたゴメ島（高倉，1978より転載）

写真6.島北側の「深い入り江」

写真5.鰊元標
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測量調査と並行して継続した。 1．土器（続縄文式土器，図3．）

前述のように音標ゴメ島の上面は、本来の植 続縄文式土器は、いわゆるメクマ式、北大式

生の大部分を失っており、表土が流出して遺物 の各型式の土器群が採集されている（図3.）。

包含層が露出した状態にあった。また、鳥糞の 図版では採集した31点のうち、特徴的なものを

採取のために地表土が人為的に削平されて遺物 示した。

包含層が露出する一因となっていることも判明 図3．の1～2、4～10はいわゆるメクマ式土器。

した。 続縄文時代初頭に位置づけられる。

従って、土器片や黒曜石剥片などが島一面に 図3.の1は、口縁直下に工字文風の荒い沈線を

散乱した状態となっており、中には甕形土器の 巡らし、貼瘤を加える。地文は縄文。2は口唇部

大きな破片も見られた。表面採集によって得ら に連続する刻みを施し、頸部に沈線を巡らす。

れた遺物は、続縄文式土器、オホーツク式土器、 胴部以下には地文の縄文を転がす。砂を多量に

石器、石製品、黒曜石剥片、黒曜石原石など、 含んだ土器で厚ぼったく、裏面には黒色炭化物

約1,500点に及ぶ。以下、種別ごとに詳細を報告 が分厚く付着している。4、6、9はいずれも胴部

する。 片で地文の縄文を転がす。7は頸部片。頸部に細

図3．土器片拓影図1.続縄文式土器（縮尺1/3）
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い沈線を4条巡らし、その下位に刺突痕が並ぶ。 に5条の細い横走沈線を巡らす。18は内側から刺

胴部は縄文を転がし、縄端を押しつけて、上位 突を行った例で、頸部にやや幅広の擬縄隆起帯

の刺突痕と対応させている。頸部裏面にも2条の を巡らしている。19から22はいずれも外側から

沈線と刺突痕が巡っている。5は口縁部片。地文 の刺突を施す。19から21は小破片で、いずれも

の縄文は口唇を含む内外面に及んでいる。口縁 黒色炭化物が厚く付着しているが刺突痕が明瞭

直下に外側からの突瘤文を巡らし，その下位に に残されている。22は15と同様に同様に口縁直

横位の縄線文を施す。 下に円形刺突文を施し、頸部に横走沈線文を巡

3は胴部片。地文に縞縄文を施しており、メク らしている。

マ式土器とは一線を画する。 図4．下半部の23～37はオホーツク文化期中期

11～14は北大式土器。文様構成が互いに近似 の刻文系土器群。爪形文や刻文を中心に文様を

しており、同一個体の可能性が高い。口縁直下 構成する土器群を一括した。

に2条の微隆起線文を巡らし、その下位に外側か 図4．の23は小型土器の口縁部片。口縁部を横

らの突瘤文を配する。頸部は縦位の微隆起線文 方向に調整し、右上がりの刻みを連続して施文

で充填し、その下位を再び2条の微隆起線文を巡 する。24も小型土器。幅の狭い口縁部肥厚帯を

らすことで文様帯を区画している。胴部の状況 作り出し、その下端に爪形文を連続して施文す

は不明である。 る。色調は赤みを帯びており焼成は良い。25は

頸部破片。裏面は剥落しているが、表面は丁寧

2．土器（オホーツク式土器①～③，図4～6．） な調整が施されている。26は口縁部に2条の横方

2-1．円形刺突文系土器群・刻文系土器群（図4.） 向の刻文を巡らす。肥厚帯の形成はほとんどな

オホーツク式土器は、オホーツク文化期初期 い。27は小型土器の口縁部片。幅の狭い肥厚帯

に位置づけられる鈴谷式を除く全ての土器群が を形成し、横方向の刻文を巡らせる。表裏面に

採集されている。 黒色炭化物は付着している。28は横方向の調整

図4．の上半部、1～22はオホーツク文化期前 によって生じたふくらみの凸部に右上がりの刻

期の円形刺突文系土器群。樺太南部の十和田式 文を巡らしている。薄手で焼成は良い。29は口

に相当する土器群である。 縁部片。頸部を欠損しているため肥厚帯の形成

器面の外側から刺突したものが多いが、3、4、 は分からない。30についても28と同様に横方向

7のように内側からの刺突もある。また刺突によ の丁寧な調整痕の上に刻文を施す。31は多量の

って突瘤をつくり出すものが大半を占めるが、1、 砂粒を含む。幅の狭い肥厚帯を形成し、下端に

5、13、21、22のように器壁を貫通する例もある。 右上がりの爪形文を巡らす。32、33はわずかに

図4．1は外側から刺突を貫通させた例。裏面 肥厚帯を作りだし小さい刻文を巡らす。34は幅

に黒色炭化物が厚く付着している。2は内側から 広の薄い肥厚帯の上に沈線風の段を作りだし、

突いている。表面は風化により器面が剥落して 横方向の刻文を巡らせる。35、36も同様の調整

いる。3、5は内側から刺突を施し、5では貫通孔 ・施文を行っている。肥厚帯の形成は緩やかで

となっている。4は内側からの刺突による突瘤を 沈線風の段を形成することに主眼が置かれてい

口縁直下に施し、頸部に幅の狭い擬縄隆起帯を る。いずれも刻文は水平方向に寝ており、段に

巡らしている。5は口縁部が緩やかに外反し、口 沿うように巡らされる。37についても肥厚帯の

唇に刻みを施す。6は外側からの刺突による突瘤 形成が不明瞭で、頸部は調整によって緩やかに

を巡らす。7は内側からの刺突による突瘤文を施 波をうち、右上がりの刻文を巡らせている。

す。拓影図に表現された貫通孔は補修孔である。

8～12はいずれも外側から刺突をした口縁部片。 2-2．沈線文系土器群（図5.）

口唇部を丸く作り出した9をのぞき、断面は四角 図5.はオホーツク文化期後期前半の沈線文系

形に仕上げられている。13は内側からの刺突を 土器群を一括する。

施す。14から17はいずれも外側から刺突を行う。 図5．1～11は沈線文を文様構成の主体とする

15は外側からの刺突による突瘤文を並べ、頸部 もの。1は頸部破片で横走沈線文を施文する。2
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図4．土器片拓影図2.オホーツク式土器①（縮尺1/3）

0 10㎝

1 2 3
4

5

6 7 8 9 10

11 12 13

14

15

16

17
18

19
20

21 22

23 24

25 26
27

28 29
30

31 32 33

34

35

36 37

枝幸研究2，2010



- 51 -

図5．土器片拓影図3.オホーツク式土器②（縮尺1/3）
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は小型土器の頸部破片で、横走沈線文に鋸歯状 文を並べた例。頸部の作り出しは不明瞭で緩や

文が沈線によって組み合わされる。3～5につい かに外に開く。31の口縁部破片は2条の横走沈線

ても頸部破片で横走沈線文が文様の主体となる。 を引きその上位に横方向の刻文を並べる。32は

6は口縁部破片で頸部に横走沈線を1条巡らし、 胴部破片。沈線で箱状の文様帯を画し、その中

頸部の下端がわずかにふくらむ。7～8は口縁部 に右上がりの刻文を2段にわたって並べている。

に1～2条の横走沈線を巡らす。9は頸部が屈曲し

てラッパ状に開口する。頸部に2本の横走沈線を 2-3．貼付浮文系土器群（図6.）

回し、その間に縦方向の短い沈線を連続させる。 オホーツク文化期後期の貼付浮文系土器群を

10～11についても2条の横走沈線を口縁部に巡ら 一括する。貼付浮文系土器群は後期前半の擬縄

す。11は頸部が明瞭に作り出されている。 貼付文を主体とする一群と後期後半のソーメン

12～20は摩擦式浮文を施文する一群。口縁部 文を主とする一群からなる。

を幅広のへら状工具で横方向に調整して、緩や 図6．の上半部、1～11は擬縄貼付文やボタン

かな稜線を作り出す。12～14、17～18は口縁部 状貼付文、鎖状貼付文を施文するもの。1～3は

を三角形に成形する。比較的小型の土器で、先 小破片だがやや幅広の擬縄貼付文を巡らす。5は

端の幅が3㎜ほどのへら状工具が使用されてい 頸部破片。径15㎜ほどのボタン状の貼付を行い、

る。16、20は大型土器の口縁部。幅広の工具で 沈線で文様を描く。7は黒色炭化物の付着が著し

横方向に調整されており3条の稜線が浮かび上が く文様は不明瞭だが、垂下する貼付帯が取り付

る。色調は赤褐色で焼成は良好。同一個体の破 けられる。8～9は横方向の貼付文を細かくつぶ

片と考えられる。19は薄手の土器。頸部に幅の しており、ソーメン文に近い。10は胴部破片。

狭いへら状工具による調整を施し、胴がわずか 鎖状貼付文を巡らし、その下位に横走沈線文＋

にふくらむ。 横方向の刻文を配する。11は頸部から胴部上半。

図5．下半の21～32は沈線文に刻文を加えた文 屈曲した頸部に沈線で梯子状の文様を描き、そ

様構成をとるものを一括した。横走沈線を巡ら の下位にボタン状貼付文、さらにそれを挟み込

し沈線に沿って、あるいは沈線の間に刻文を連 むように擬縄貼付文を伸ばす。

続させる。 12～20はソーメン文を施文する一群を一括す

21～22は小型土器。22は口唇部に刻みを連続 る。直線＋波線または直線と波線の組み合わせ

する。23は口縁部に横走沈線を巡らし、その上 による文様構成を主体とする。12～15は口縁部

位に横方向の刻文を連続させる。焼成は良好で の小破片。いずれも波状貼付文が断片的に残る。

内外面に丁寧な調整が施される。24は口縁に2条 16は口縁に直線＋波線の貼付文を2段配し、胴部

の横走沈線を回し、その上位に横方向の刻文を 上半に3条の粘度紐を貼付け、等間隔で垂下する

連続させる。刻文は23よりも短くなっており刺 貼付帯を取り付ける。文様の施文はやや粗雑で

突に近い施文方法をとる。25は口縁部にわずか 表面に黒色炭化物が厚く付着していた。図中の

な肥厚帯を作り出し、下端に右上がりの刻文を 網掛けは炭化物の付着が著しい範囲を示す。17

並べる。さらに頸部に沈線を巡らせた例。26は ～19は口縁部に幅の狭い肥厚帯を作り出す。17

口縁に2条の横走沈線を巡らし、その上位と下位 は肥厚帯の上に3条の波状貼付文が巡るが、施文

に刻文を並べている。27は器壁の剥落が著しい は粗雑。18は直線と波線が接しておらず互いに

が横走沈線に右上がりの刻文を組み合わせてい 離れた状態で文様を構成する。19は肥厚帯の器

る。28は沈線によって口縁と頸部を画し、右上 壁が剥落してやや不明瞭だが、直線＋波線の典

がりの刻文を連続させる。焼成は良好で、内外 型的なソーメン文が施され、波線が直線に接す

面とも丁寧な調整痕が残る。29は口縁部に2条の る部位に小さなボタン状の貼付を行って装飾性

横走沈線を巡らし、その間に横方向の刻文を並 を高めている。頸部は横方向に丁寧な調整が施

べる。胴部がふくらみ口縁部が垂直に立ち上が され、再び直線＋波線のソーメン文を巡らして

る器形となる。30は幅3㎜ほどの先端の丸い工具 いる。20は表面採集資料で得られた最も大きな

で浅い沈線を巡らし、その上下に右上がりの刻 破片。口縁部は丁寧な調整が施され、口唇は面
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図6．土器片拓影図4.オホーツク式土器③（縮尺1/3）
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図7．石器・石製品実測図（縮尺1/2）
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取りされている。口縁を2段に成形し、1段目に 穿孔している。12は楕円形の有孔石錘。裏面を

波状貼付文、2段目に右上がりの連続する刻文を 大きく欠損している。11～12はいずれもオホー

配する。胴部上半に再び2条の波状貼付文を巡ら ツク文化期の遺物と考えられる。

し、その下位にボタン状貼付文による「サクラ

ンボ」様の文様を等間隔で配する。 考察－音標ゴメ島遺跡の年代と文化層について－

1.音標ゴメ島遺跡の上限年代

3．石器・石製品（図7．） 表面採集された土器片を見る限り、音標ゴメ

図7．に表面採集によって得られた石器・石製 島遺跡の上限は続縄文時代初頭に遡ることがで

品を示す。図7.1～7は石鏃。石鏃は有茎・無茎 きる。また、採集された石器には縄文時代の遺

の様々な形状のものが採集されており、一定し 物と考えられる石錘（図7．9）や掻器（図7．10）

ていない。これは縄文時代からオホーツク文化 などが含まれている。特に円礫の両端を打ち欠

期にわたる各時代の石鏃が混在していることを いた石錘は、縄文時代早期からその存在が知ら

反映している。 れており、本遺跡の上限年代を知る一つの手が

1は凹基式石鏃。やや厚手で梨肌の黒曜石を素 かりになろう。

材とする。重量は1.1g。2は有茎の石鏃。先端部

をわずかに欠き、逆刺の作り出しは比較的明瞭。 2.続縄文時代のゴメ島

黒曜石と素材とし、重量は0.7gを量る。3はやや 続縄文時代のゴメ島は、いわゆるメクマ式土

大型の平基式の石鏃。黒曜石を素材とし、片側 器を伴う人間集団がまず最初に痕跡を残した。

の側縁の作り出しはやや粗い。重量は1.6g。4は 図3．の1～2、4～9がメクマ式に該当する。メ

硬質頁岩を素材とする石鏃。凹基式でやや大型 クマ式は宗谷地方の続縄文時代初頭に位置づけ

のため銛先鏃かもしれない。重量3.1g。5は黒曜 られる土器群であり、稚内市メクマ遺跡の発掘

石のごく薄い剥片を素材とした石鏃。調整は側 調査によって提唱された（大場・菅，1972）。

縁を中心に最小限に抑えられている。幅広の柳 宗谷地方では礼文町浜中2遺跡（前田・山浦編，

葉形で逆刺は不明瞭。重量は2.3gを量る。6は先 2002）をはじめとする各遺跡で出土しており、

端と基部をわずかに欠損している。柳葉形で黒 本遺跡の出土例は、利尻町種屯内遺跡における

曜石を素材としている。重量1.6g。7は柳葉形の 「Ⅰ群」（種屯内遺跡調査団，2002）や稚内市

ごく薄い石鏃。梨肌の黒曜石を素材としており、 声問川大曲遺跡の「Ⅲ群Ｂ類」（種市・土肥，1

重量は0.6gとごく軽い。 992）、礼文町上泊3遺跡の「Ⅱ群Ａ類」（種市編，

8は小型の掻器。黒曜石を素材とし、ほぼ全周 1984）に相当する。

にわたって調整を施している。あるいは続縄文 宗谷地方の南東に位置し、オホーツク海に面

時代の所産かもしれない。 する枝幸地方では、メクマ式土器の出土例は少

9は楕円形の礫の長軸方向の両端を打ち欠いた ない。『枝幸町史』では川尻遺跡出土の「前北

石錘。多孔質の安山岩製で、表面に黒い縞状の 式類土器」として、口縁部に内側からの突瘤文

痕跡が残る（図中網掛け部分）。全体に被熱し を配した土器片が紹介されており（河野，1967）、

て赤くなっており、重量は113.2g。縄文時代の 拓影図を見る限りは、メクマ式に相当する可能

遺物と考えられる。 性が高い。いずれにせよ現段階では音標ゴメ島

10は黒曜石製の掻器。長軸方向の端部に刃部 遺跡はメクマ式土器の分布域の南限に位置して

を作り出したエンドスクレーパーである。刃部 おり、その拡散過程を追跡する重要な位置にあ

を中心に入念な調整が施されている。重量59.3g。 ると言えよう。

縄文時代の遺物と考えられる。 縞縄文を施文した図3．3は小破片のため、詳

11～12は安山岩製の石錘。拳大の礫を敲打に 細は不明だが、恵山式を意識して製作した可能

よって穿孔した有孔石錘であるが、いずれも穿 性がある。枝幸地方では浜頓別町ベニヤ遺跡で

孔部上半が破損している。11の有孔石錘は歪ん 南川Ⅳ式に対比される恵山系土器が出土してい

だ楕円形をしており、両面からの敲打によって るが（平川，1995）、全体的に出土例は少ない。
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今回の調査では北大式に相当する土器片も採 らの影響が指摘されてきた。石附喜三男は、突

集されている（図3．11～14）。口縁直下に突瘤 瘤文の発生の背景として、「樺太も含めてより

文を配し、口縁部から頸部にかけては縦・横の 北方からの北海道ヘの文化の流れ」の存在を指

微隆起線文を作り出している。胴部が欠損して 摘している（石附，1976）。こうした見解は現

いるので地文は明らかではないが、「北大Ⅰ式」 在でも基本的に支持されているが、榊田の指摘

（斎藤，1967）に分類される土器であり、上野 するように、北大式土器と北方系土器（鈴谷式

秀一の編年による「Ｂ型」（上野，1974）、田才 ・十和田式）とは「排他的な分布を示すので、

雅彦の編年による「北大Ａ式」（田才，1983） 現在でも型式間交渉の実態にアプローチするこ

に相当する。また、北大式土器の型式的変遷を とは困難」とされてきた（榊田前掲）。

再構成した榊田朋広の編年において「北大Ⅰ式」 後述するように本遺跡の文化層は円形刺突文

に位置づけられる土器である（榊田，2009）。 系土器群（十和田式）以降のオホーツク文化を

宗谷地方での北大式土器の出土例は、利尻富 主体としており、周囲わずか1㎞ほどの「小島」

士町沼浦海水浴場遺跡（利尻富士町教育委員会， の中でこれら北方系土器と北大式土器の両者が

1982）、同利尻富士町役場遺跡（熊木，1995）、 採集されたことになる。こうした分布は香深井1

礼文町香深井1遺跡の魚骨層Ⅱ（菊池，1976）と 遺跡などごくわずかな例しか知られていない。

魚骨層Ⅲ、魚骨層Ⅳ（天野，1976・1981）で報 今後の調査の成果によっては、両型式間の時

告されている。このうち沼浦海水浴場遺跡の出 間的並行関係を明らかにすることができるかも

土状況は不明確であるが※３、利尻富士町役場遺 しれない。

跡では口縁部片2点が出土しており、土器を分析

した熊木俊朗はそれぞれ北大Ⅰ式、Ⅱ式に比定 3.オホーツク文化期のゴメ島

している。 採集資料からはオホーツク文化期初頭に位置

香深井1遺跡魚骨 づけられる鈴谷式土器の存在は確認できなかっ

層Ⅲ ・ Ⅳの 北 大 式 たが、後続するオホーツク文化期前期の円形刺

土器 は 断片 的 だ が 突文系土器は多数採集されている。樺太南部の

微隆 起 線文 を 伴 わ オホーツク式土器を編年した伊東信雄による十

ない 、 より 新 し い 和田式（伊東，1942）に並行し、右代啓視によ

段階 の もの の よ う る編年の「I-a」（右代，1991）に相当する。採

だ（図8．）。 集資料には、内側から突瘤を施し、頸部に擬縄

魚 骨 層Ⅱ の 出 土 隆起帯を巡らした図4．4、18と外側から突瘤を

資料 に つい て は 宇 行い、頸部に横走沈線文を配した図4．15、22が

部則 保 が再 報 告 し 混在しており、一定の時間幅を有している。香

ている（宇部，200 深井5遺跡の「Ⅱ群Ａ類」（種市，1996）よりも

9）、頸部にＶ字形 新しい段階に位置づけられ、泊内川左岸遺跡1号

の沈 線 文を 描 き 、 竪穴（佐藤・其田・山口，1964）や川尻北チャ

口縁 部 に突 瘤 文 を シ遺跡（大場・大井，1972）に時間的に近い可

施文 し てい る 土 器 能性が高い。今後、円形刺突文系土器群＝十和

で、 斎 藤編 年 の 北 田式の型式的な細分・再編が求めらよう。

大Ⅲ 式 に相 当 す る 北海道本島における円形刺突文系土器を伴う

（図9．）。なお、魚 遺跡は、後世チャシとして再利用される段丘先

骨層 Ⅱ の主 体 は オ 端部（ウバトマナイチャシ：右代他，1998）や

ホー ツ ク文 化 期 中 湿原中の孤島（川尻北チャシ遺跡：大場・大井

期の刻文系土器群である。 前掲）、または湾内の孤島（弁天島西貝塚：北

北大式土器はその成立過程において、オホー 地文化研究会，1979）など、防御的に優れた地

ツク文化期初期の鈴谷式土器や十和田式土器か 形が多く選択されている。音標ゴメ島遺跡もこ

図8.北大式土器（天野，1981）

図9.北大式土器（菊池，1976）
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の例に違わず、船でしか接近できない沖合の孤 おわりに

島に立地している。円形刺突文系の土器を携え 本稿では、音標ゴメ島遺跡における表面採集

たオホーツク人達は、在地の人間集団との社会 資料の紹介とその資料から得られた遺跡の存続

的緊張関係の中で北海道本島への進出を果たし 年代・文化層の概要について報告した。次年度

たことがうかがわれる。 の年報では本遺跡における基本層序を示し、測

オホーツク文化期中期の刻文系土器群は、右 量結果とあわせて試掘調査によって得られた成

代編年による「I-b」に位置づけられるが（右代 果を明らかにしたい。

前掲）、ゴメ島採集品は口縁部肥厚帯の作り出 整理作業は、石器実測を高畠が行い、土器拓

しが不明瞭なものが多く、肥厚帯を作出しても 影、トレースおよび図版作成をオホーツクミュ

幅は狭く、小型土器に限定されるようである。 ージアムえさし職員の廣瀬英子、仲沢真紀子が

また、文様も刻文が主体で爪形文がほとんど見 中心となって作成した。両名に感謝したい。ま

られない。枝幸地方ではホロベツ砂丘遺跡（佐 た、本稿作成にあたり、利尻富士町教育委員会

藤，1985）の出土例よりも新しい段階に位置づ の山谷文人氏、東北芸術工科大学の福田正宏氏、

けられよう。 北海道大学スラブ研究センターの木山克彦氏に

次の沈線文系土器群はオホーツク文化期後期 は土器の分析にあたり貴重な助言と協力をいた

前半に位置づけられる。右代編年の「I-c」に相 だいた。明記して感謝申し上げる。

当する。沈線文を文様の主体とするグループ、

沈線文＋刻文を文様主体とするグループ、摩擦 なお、本報告は平成19年度札幌大学研究助成

式浮文を施文するグループに大別できる。前二 （個人研究）による成果の一部である。

者は、佐藤隆広による目梨泊遺跡の土器分類の

それぞれb-1～b-2類、b-3類に相当する（佐藤， 注

1992）。摩擦式浮文に相当する土器群は目梨泊 ※1

遺跡ではごく少ない。目梨泊遺跡に限らず、枝 ゴメ島は埋蔵文化財包蔵地としては登録されていなか

幸地方のオホーツク式土器の文様に摩擦式浮文 ったが、今回の調査結果を受けて新たに登録を行った

の要素は希薄である。摩擦式浮文は利礼両島の ※2

オホーツク式土器に顕著に見られる文様であり、 中川町教育委員会の疋田吉識学芸員のご教示による

香深井1遺跡では魚骨層Ⅱ～Ⅰにかけて見られる ※3

（天野，1976）。島という特異な立地にある本 利尻富士町の埋蔵文化財包蔵地台帳には沼浦海水浴

遺跡において、きわめて道北的な要素を持つ土 場遺跡出土土器として「北大式」の記述はあるが、同

器が採集されていることは興味深い。 町教委の山谷文人氏によると該当する資料は確認され

貼付浮文系土器群は、擬縄貼付文や鎖状貼付 ていないとのこと

文、ボタン状貼付文を中心に文様を構成する右

代編年Ⅱ-bとソーメン文を中心に施文する同Ⅱ-

cに大別される（右代前掲）。擬縄貼付文を持つ

グループは沈線文系土器群と並行しオホーツク

文化期後期前半、ソーメン文をグループについ

ては同後期後半に位置づけることができる。佐

藤編年によるc-1類及びd-1～d-3類とf-1～f-5類

が相当する（佐藤前掲）。採集点数は多くない

ものの、図6．19のように目梨泊遺跡では終末期

に位置づけられるf-5類土器が採集されており、

本遺跡においてオホーツク文化の伝統がその終

末まで連綿と受け継がれたことを物語っている。
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遺物写真１.続縄文式土器

遺物写真２.オホーツク式土器（円形刺突文系土器群）
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遺物写真３.オホーツク式土器（刻文系土器群）

遺物写真４.オホーツク式土器（摩擦式浮文系土器群）
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遺物写真５.オホーツク式土器（貼付浮文系土器群）
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遺物写真６.石器・石製品

遺物写真７.石錘

枝幸研究2，2010
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