平成29年度

埋蔵文化財発掘調査による地域振興効果
―漁業の町から縄文の町へ そして世界遺産登録へ―
函館開発建設部

用地課

○内館 真衣
荒関
治

当部事業に伴う用地買収後、敷地が周知の埋蔵文化財包蔵地である場合、工事着手前に埋蔵文化財
の発掘調査などの対応が必要となる。本稿では、一般国道２７８号尾札部道路工事における函館市南
茅部地区の事業実施により、多数の埋蔵文化財の発掘調査を経て地元の歴史価値意識の高揚とともに
地域の振興に効果をもたらした事例を紹介するものである。
キーワード：用地・管理、地域活性化

１． はじめに
(1)埋蔵文化財とは
昨年末、「木古内で縄文時代の人の顔を描いた石製品
が出土。全国初。」などと大きく報道された。これ以外
にも、日本全国で貴重な遺跡が発掘されるなどして、テ
レビ・新聞記事などで話題になっている。私達も剥き出
しになった地面に向かって、帽子やタオルを被った人達
が野外作業をしている姿を見かけることがある。これは
日本全国あちこちで行われている遺跡発掘調査の風景で
ある。
遺跡とは、過去の人間の営みの痕跡であり、物質的資

(図-1)木古内・幸連５遺跡から出土した石製品

料をもって歴史を証明できるものである。また、長い年
月をかけて、土地に埋まった遺跡は埋蔵文化財として分

(2) 土木工事との関係

類され、現在において未だ人の目に触れられてないとい

埋蔵文化財は国民共有の財産なので、可能な限り手を

う特性をもち、全国的に約４６万カ所あり毎年９千件程

付けず、現状のままで保存しておくことが望ましい。し

度の発掘調査が行われている。一般的には、貝塚や土

かし、公共事業や民間の都市開発等の土木工事が計画さ

器・石器などがイメージされるかと思う。これらは、考

れ、掘削や盛土などにより、現状保存ができなくなる場

古学の研究対象となるもので、有形文化財やその他の文

合には、事前に発掘調査を行い、出土品を整理し、当該

化財とともに国民共有の文化的資産といえる。

土地の埋蔵文化財を記録として保存した（記録保存）

なお、遺跡は、竪穴建物跡のような土地と一体となっ

後、工事を施工することとなる。当局においては、この

ている不動産としての「遺構」と石器や土器などの動産

発掘調査に関する事務処理を用地部門が担当している。

である「遺物」で構成されている。
(3) 法律的枠組み
わが国の遺跡保存に関する法律において中核をなす
のは、文化財保護法である。昭和２４年に法隆寺金堂壁
画が焼失したことがきっかけといわれており、翌年、
「文化財が貴重な国民的財産」であることを理念として
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制定された。
発掘の規制関係は、第６章「埋蔵文化財」に規定され
ている。第９３条に土木工事等のための発掘について規

(6) 本調査
ａ)発掘調査

定があり、第１項では事業施行者から文化庁長官への届

試掘調査の結果、事業予定地に埋蔵文化財の存在が確

出、第２項では文化庁長官から事業施行者へ発掘調査等

認され、発掘及び整理保存が必要となる場合は、事業施

の実施の指示などが規定されている。

行者は教育委員会との文化財保護法に基づく協議を経
て、調査実施機関（例：一般財団法人道南歴史文化振興

(4) 埋蔵文化財包蔵地の確認

財団）と発掘調査委託契約を締結し、発掘調査を行う。

工事の途中で貴重な遺跡が見つかったので、工事を

発掘現場においては、遺跡が存しない地層までは油圧

中断して発掘作業を行うというようなケースは滅多にあ

ショベルなどの重機を用いて掘削することが多い。遺構

るものではない。予め遺跡が存している可能性のある範

が確認された地層が近づいてきたら、発掘作業員が手作

囲は公表されているからである。この範囲は周知の埋蔵

業でスコップや鍬（くわ）を使用して掘り下げていき、

文化財包蔵地といわれるものである。これは、現在のと

明らかに違う色の土が見え始めたら、それが遺構が確認

ころ、遺跡範囲を確定したものではなく、文献資料、過

された地層である。更に鋤簾（じょれん）などを用いて

去の地表面での遺物採集、発掘調査などから、総合的に

できるだけ平らにする。こうして、遺構が確認された地

判断し、推定される範囲を示したものが多い。

層が露わになる。その後は、移植ゴテ、ハケ、ヘラを用

事業施行者は、教育委員会に備え付けられている「包

いて遺物を取り出す作業にかかり、多くの土器や石器の

蔵地分布図及び包蔵地一覧表」により、事業予定地内に

破片が出てくることになる。この作業がテレビや車窓な

その範囲が含まれていないか工事着手前に確認すること

どで見かける作業風景である。

を要する。また、大凡の位置であればインターネットで
も調べることができる。
(5) 確認調査
ａ)所在調査
教育委員会が表面踏査により、遺物の有無、地形及び
切土等の断面の土層を確認し、事業予定地に包蔵地が存
する可能性がある土地の有無を把握する調査である。
ｂ)試掘調査
所在調査により、包蔵地が存する可能性がある土地
があった場合、教育委員会が、包蔵地推定範囲の１％程

(図-3)発掘調査

度を対象にテストピットと呼ばれる穴（通常 10m 四方
に１カ所程度の割合で１m 四方を掘削）を掘削し、遺跡

ｂ)整理作業

が存する地層までの深度を調べたり、土層の堆積や遺物

発掘調査の完了後、整理作業が必要となる。出土遺物

の有無を把握する調査である。

の洗浄、接合及び復元から実測、図化及び撮影、試料の
化学分析、遺跡及び遺構の実測図化及び写真記録化など
の整理工程を経る。発掘作業と同等、あるいはそれ以上
の期間、人員及び予算を要する場合もある。そして遺跡
調査報告書や図録及び普及的な文化財刊行物で、関係行
政機関、研究者及び住民へ調査成果が公開されることと
なる。

(図-2)試掘調査
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白い白口浜真昆布は、南茅部地区沿岸を中心に採れるも
ので、国内最高級品として定評がある。古くは江戸時代
に朝廷・幕府への献上品として扱われ、現在でも大半が
加工メーカーの多い関西方面へ出荷され、高級料亭など
で消費されている。また、国内昆布生産量の内、１５％
を占める一大産地でもある。

(図-4)整理作業
２．当部の事業における埋蔵文化財調査
(1) 一般国道２７８号尾札部道路
当部では、複数の事業箇所において埋蔵文化財発掘調
査を行っている。その中で本件で述べるのが、函館市南
茅部地区において施行されている一般国道２７８号尾札
部道路に伴う案件である。
一般国道２７８号は、函館駅を起点とし、鹿部町を経
由し森町に至る幹線道路で、主要産業である水産業はも
とより、地域の物流を支え、大沼国定公園や恵山道立自
然公園を結ぶ重要な観光ルートとなっている。
一般国道２７８号尾札部道路は、急カーブ、狭小幅員
などの課題を抱える区間及び道路防災対策必要箇所の解
消を目的とした延長１４．８ｋｍの整備事業である。昭

(図-6)コンブ漁
(3) 尾札部道路における発掘調査
当該事業の路線沿線には、函館市南茅部地区における
周知の埋蔵文化財包蔵地が多く分布することから、調査
が必要となった。
本調査は平成元年により、継続して行われており、平
成２９年度までに約７ha の区域を調査し多数の遺跡が
発掘されている。

和６１年度に事業化され、１１．９ｋｍが供用されてい
て、引き続き事業が進められている。

(図-5)尾札部道路位置図

(図-7)発掘調査

(2)函館市南茅部地区について

３．調査の成果（重要な遺跡等について）

函館市の北東部に位置する南茅部地区は、道内屈指の

発掘調査は、現在、一般財団法人道南歴史文化振興財

漁業の町として知られている。古い歴史を持ち、江戸時

団が実施しており、発掘作業から整理作業まで、調査の

代後期には、大謀網（だいぼうあみ）と呼ばれる大型の

全工程を函館市南茅部地区で行っている。約３０名程い

定置網漁が行われ、道内発祥の地と言われている。ま

る調査補助員や作業員は、地元の主婦層を中心とした住

た、真昆布の生産地として知られており、昭和４４年に

民を採用しており、地域の貴重な雇用の場となってい

は国内で初めて昆布の養殖事業の起業化に成功し、先駆

る。

的な役割を果たしている。真昆布の中でも肉厚で断面が

遺構については、大型の竪穴建物跡を含む大規模な集
落跡が発掘されるなど、安定した生活が営まれていたこ
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とが窺え、更には、アスファルト加工工房跡が発掘され
るなど専門技術も有していたと考えられる。
遺物については、一般的な土器や石器の他に、漆塗り
注口土器やヒスイの装飾品が出土するなど高い技術が確
立されていたことが判る。また、幼児の足形を付けた足
形付土版が出土しており、現代人と変わらぬ親子の愛情
があったことが伝わってくる。
なお、前述のアスファルト（天然）やヒスイの原石は
秋田産や新潟産であることが判っており、当時から流通
が活発に行われ、この地区が当時の社会で経済の中心的

(図-11) ヒスイの装飾品

な役割を果たしていたことも考えられる。
４．縄文文化交流センターの設立と地元意識の高揚
(1)函館市縄文文化交流センターの設立
一般国道２７８号尾札部道路は、平成２３年度までの
工事実施により一部区間 11.9km が供用された。これに
併せて「道の駅」縄文ロマン南かやべがオープンされ、
その中に函館市縄文文化交流センターが設置された。平
成２８年度に北海道公共建築賞の優秀賞を受賞した特徴
のある曲線を描く建物に展示されている遺物の中には、
(図-8) 漆塗り注口土器（複製）

平成１９年に北海道唯一の国宝に指定された中空土偶が
ある。内部が空洞で薄く精巧に作られ、表面の文様も美
麗で優れており、土偶造形の到達点とも言われている。
この土偶が常時展示されている国内で唯一の国宝のある
道の駅として知られており、遺物は他にも約１３００点
が展示されている。その大部分が当部が委託した発掘調
査により出土したものである。また、ミニチュア土器や
アクセサリー作りなど常時受付できる体験学習の他、鹿
角で釣り針を作成し、縄文釣り体験を行うなどの工夫を
こらしたイベントも開催されている。ミュージアムショ

(図-9) 足形付土版

ップでは、中空土偶をモチーフにした文具やピンバッチ
などのオリジナル商品が豊富に揃い、縄文文化をより身
近に感じることができる。また、道の駅に併設している
という立地条件からドライブの休憩がてらに幅広い層の
市民が気軽に立ち寄り、その土地で営まれた歴史の素晴
らしさを身近に感じることができる。

(図-10) アスファルトの塊
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(3) 関連する縄文遺跡群（北海道、北東北の縄文遺跡
群）との連携
函館市南茅部地区（大船遺跡等）を含む北海道南部か
ら東北北部のエリアには、数多くの縄文遺跡が存する。
これらは「北海道・北東北の縄文遺跡群」と称され、現
在でも縄文時代を彷彿とさせる植生や地形など、豊かな
自然環境が保全されている箇所が多い。代表的な遺跡と
しては、国内最大級の縄文集落跡である特別史跡三内丸
山遺跡（青森県青森市）や大規模な記念物である特別史
跡大湯環状列石（秋田県鹿角市）がある。
各遺跡はそれぞれ共通の歴史的背景があることから、
(図-12)国宝「中空土偶」

各地でフォーラム等の開催が盛んに行われており、各地
域における交流の担い手となっている。

(図-13) 函館市縄文文化交流センター内の展示室
(2)地元意識の高揚
一般財団法人道南歴史文化振興財団に勤務している地
元住民の中には、遺跡調査に携わったことがきっかけ
で、縄文文化に興味を持った人が多い。これらの人々の

(図-14)北海道・北東北の縄文遺跡群（縄文遺跡群世界遺

内、主婦層が中心となって平成１０年に結成された集ま

産登録推進事務局ＨＰより）

りが「北の縄文ＣＬＵＢ」である。現在では、近隣地区
の住民も加わり約８０名が参加するサークルとなってい
る。
主な活動内容は、毎年秋に開催される「南かやべ縄文
まつり」などのイベント開催、遺跡見学案内及び各種ワ
ークショップ開催、小中学生を対象とした見学会などが
ある。また史跡の清掃活動やシーニックバイウェイ関連
事業など、各種ボランティア活動にも積極的に参加して
いる。
なお、今年度には、こういった活動が地域の文化振興
に広く貢献しているとして、北海道地域文化選奨を受賞

(図-15)青森・函館ツインシティ提携フォーラムの様子

している。
用地課においても、今後は各種イベントや見学会に出

５．世界遺産登録申請へ

かけて縄文文化に触れて、地域振興に貢献していきたい
と考えている。

縄文時代は、現在より温暖な気候のもと食料資源が豊
富だったと考えられている。こういった環境は、本格的
な農耕と牧畜を選択することなく、狩猟、採集及び漁労
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を生業として人々が定住を達成する上で、良好な条件で

６．おわりに

あったと考えられている。また、こういった生活実態
が、約１万年という長期間にわたり、気候変動や環境変

北海道開発局に関係する埋蔵文化財発掘調査は、全道

化に適応しながら継続したことも、自然と共生した人類

各地で行われているが、そのほとんどが北海道を主体と

と環境の関わりとして世界史上希有なもので、縄文遺跡

した調査実施機関により行われている。しかし、函館市

群の価値が高いものと考えられている。

南茅部地区に関しては、当初から地元で設立された発掘

このような北海道・北東北の縄文遺跡群は、次の３つ

調査機関が継続的に調査を行ってきた。このことによ

の観点でユネスコ世界遺産センターから評価され、世界

り、当部と連絡を密にし、より計画的に事業施行を進め

遺産暫定一覧表に記載されている。

ることができた。更に、縄文遺跡群の中核施設とも言え

ａ)狩漁採集を生産基盤とした定住生活で長期間にわ

る縄文文化交流センターを道の駅に設置したことも連携

たり継続した資産として顕著な普遍的価値を持つこと

効果の成果と考えられる。また、発掘作業に携わった市

ｂ)考古学的遺跡（集落跡、貝塚、環状列石等）や形

民の中から自分たちの町の歴史に興味を持ち市民レベル

成する景観から真実性及びまたは完全性が確保されて

の活動が興ってきたことは、世界遺産登録を目指す運動

いること

の層を市民レベルで厚くしている。今後は、一般国道２

ｃ)長期間存続した生活実態を表す独特な考古学的遺

７８号尾札部道路工事に伴う用地取得に係る関係者対応

跡群として他に類似遺産が存在しないこと

においても、当部の事業施行による埋蔵文化財発掘調査

これらのことから、現在、「世界遺産の登録」を目指

によって地域振興に効果があることも説明し、事業への

し、文化庁へ世界遺産登録推薦書素案を提出し、ユネス

協力をお願いしていきたいと考えている。

コ世界遺産委員会への推薦を得られるべく取り組んでい

当部の事業施行による整備効果と国民共有の文化的資

るところである。まさに、函館市南茅部地区から世界に

産である埋蔵文化財の記録保存は、共に公共の利益であ

目を向けた地域の振興を図り、「漁業の町から縄文の町

る。本件は、ともすれば対立的な位置にある２つの利益

へ」と変貌し始めている。

のバランスを保ち、結果として世界遺産への道としてス
タートさせた好事例であるといえる。
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(図-16)施工中の一般国道２７８号尾札部道路
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