
  

仙台城跡本丸北東部の石垣。手前が解体さ

れた現存(３期)石垣の基部で、中央奥が築城

期(１期 )石垣。左上から延びるのが２期石

垣。２期石垣は工事用のパイプのあたりで

３期石垣に取り込まれているのが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

語語りりははじじめめたた本本丸丸石石垣垣 ―災害と修復の歴史― 

仙台城本丸跡発掘調査 現地見学会に市民 1300 人 

 仙台城は仙台藩祖伊達政宗が慶長

５年(1600 年)の関が原の戦いの後、青

葉山の丘陵上に築城を開始した山城。

広瀬川や竜の口渓谷などの自然地形

を巧みに利用した天然の要害として

山上に本丸が築かれ、２代藩主忠宗に

よって二の丸の造営が始まった。 

 1960 年代以降、老朽化と隣接する

道路の交通量増加が地盤にもたらし

たとされる影響などから、本丸北東部

の石垣に変形や石材の破損が生じて

いた。このため仙台市は石垣の解体修

復工事を計画、仙台市教育委員会が平

成９年から発掘調査を実施してきた。

9,106 石に及ぶ現存石垣の解体と石垣

背面の土砂掘削に伴う発掘調査によ

って、これまで全く知られていなかっ

た本丸石垣の構造や変遷が確認され、

伊達政宗の築城当時の仙台城の様子

が少しずつ浮かび上がってきた。 

 発掘調査では大きく分けて３時期

の石垣と、本丸平場の建物や庭園跡の

ほか、伊達氏以前の中世国分氏の山城

であった千代城の虎口と呼ばれる門

跡なども発見された。 

 ３時期の変遷が確認された石垣は、

度重なる地震災害と修復を繰り返す

中で「野面積み」から「切石積み」へ

変化するなど革新的な技術の導入が

図られた一方、崩れ残った古い石垣が

順次内部に取り込まれ、巧みに再利用

されていた。 

 石垣に使われた石材には当時の石

工が刻んださまざまな文字や記号が

確認され、中には「慶安五年八月十五

日」(1652 年)の記年銘のある石材も発

見された。「寛文」や「石伐」などと

朱書きされた石材もあり、石材の切り

出し･運搬･加工･積み上げなどの作業

工程を知る手がかりとなりそうだ。 

 石垣背面の盛土からは 40 トンを越

す大量の瓦が出土し、この中から国内

最北の出土例となる金箔瓦 17 点が発

見されている。金箔瓦は織田信長･豊

臣秀吉･徳川家康によって使用が制限

されてきたことから、江戸初期の仙台

藩と幕府の関係を考える上で重要な

意味を持つという。 

 このほか、地震によって破損したた

めに廃棄されたと考えられる中国産･

国産の陶磁器やヨーロッパ産のガラ

ス器、蒔絵の椀、「慶長十二年」銘の

木簡、土師質土器、水晶など多彩な遺

物が出土し、本丸での暮らしぶりの一

端を窺わせている。 

 仙台市教育委員会は昨年11月 26日、

調査成果を市民に公開する現地見学

会を開催。今後石積み工事が本格化す

るため、現場で３時期の石垣遺構を間

近に見られる最後の機会となった。見

学会には約 1300 人の市民が参加し、

調査員の熱心な説明に聞き入った。 
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仙台城本丸跡石垣の変遷  
・  １期( 築城期) 石垣 仙台城築城期、

仙台藩祖伊達政宗により慶長５-６年

(1600-1602 年)にかけて構築され、元

和２年(1616 年)の地震によって倒壊

したと推定されている。発掘調査では

断片的に４地点で確認され、絵図に描

かれていない石垣の形状が明らかに

なった。地山を 50-60 度の勾配で階段

状に切り出し、加工の少ない自然石を

積み上げた野面積みで、石垣は 48 度

前後の緩い勾配を持つ。  

・２期石垣 元和２年(1616 年)の地震

による１期石垣の倒壊後に伊達政宗

によって構築され、正保３年(1646 年)

の地震後に一部修復、寛文８年(1668

年)の地震で大きく倒壊したと推定さ

れている。発掘調査では寛文地震で倒

壊を免れた東端部分を検出した。自然

石や割石を用いた乱層積みで、60 度

前後の勾配を持つ。表面は鑿による整

形がみられ、背面には裏込石や内部に

排水施設を持つ大規模な版築状の盛

土がある。  

・ ３期( 現存) 石垣 寛文８年(1668 年)

の地震による２期石垣倒壊後に４代

藩主綱村により構築され、寛文 13 年

(1673 年)以降も修復工事が継続して

いたことが文献に記されている。四角

錘形に加工した切石の成層積みで反

りを持つ。約 70 度の勾配があり、敷

金で精密な角度調整を行っている。石

材には「＃」や「○」などの刻印が多

く、「慶安五年」(1652 年)銘の刻字や

「寛文」銘朱書などから寛文年間

(1661-1673 年)以降の構築であること

が判明している。 

解体に伴う調査で、２期石垣の石材

を再利用した大規模な階段状石列と、

２期石垣の排水施設を再利用しなが

ら新たに面暗渠を施すという複雑か

つ巧妙な背面構造が明らかになった。

東端部では崩れ残った２期石垣を取

り外さず、背面や基部でそのまま再利

用しているなど、古い石垣を巧みに再

利用して全体としての構造を強化さ

せている状況が確認された。 

本丸跡北東部の発掘調査状況。 

 

 

 

 

仙台市教育委員会 2000b(一部加筆修正) 

仙台市教育委員会 2000b(一部加筆修正

３期(現存)石垣の内側から見つかった１期(築城期)石垣東端部の断面図。 

参考引用文献 
・仙台市教育委員会 2000a 
「仙台城本丸跡発掘調査･石垣について」 
・仙台市教育委員会 2000b 
「仙台城本丸跡の発掘‐改訂版‐」 
仙台市文化財パンフレット第 43 集 



  

 

 

 

 

 

5500-5000 年前の伊豆沼周辺の拠点的縄紋集落跡 
― 大型竪穴住居と掘立柱建物など ― 

栗原郡築館町 嘉倉貝塚 

宮城県教育委員会(報道発表 10 月 5 日/一般説明会 10 月 7 日) 

 昨年からの調査で、縄紋時代前期後

半から中期前半(約5500 年前-5000 年

前)にかけての竪穴住居跡 80軒、掘立

柱建物跡 30 軒、貯蔵穴 100 基以上な

ど多数の遺構が発見された。竪穴住居

跡は同じ場所で建て替えられ、貯蔵穴

も集中する場所があるなど、集落内で

ある程度場所の使われ方が決まって

いたことが窺われる。 

 竪穴住居跡は通常の３-５m 四方の

もののほか、長さ 10m を超える大型の

ものが 10 軒以上見つかった。大型竪

穴住居は県内では七ヶ宿町の小梁川

遺跡、大倉遺跡に次いで３例目で、今

回見つかったもののうち 1 軒は幅

3.5m、長さ18mの長楕円形をしており、

県内最大規模だった。 

 掘立柱建物跡にも、床を張った高床

式だったと考えられる大規模なもの

が 10 軒以上あった。この時期の大規

模な掘立柱建物跡がまとまって発見

されたのは南東北では初めてという。 

 通常の竪穴住居と大型竪穴住居の

ほか、高床を含むとみられる掘立柱建

物が併存する集落形態は県内では初

めての発見。大型竪穴住居を含む集落

跡は東北一円で30遺跡60例ほどが見

つかっているが、高床建物を含む集落

としては青森県三内丸山遺跡など数

例しかないという。大型住居跡も平面

形が長方形を呈するものと長楕円形

のものがあるなど全国的にも珍しく、

東北地方の縄紋集落を考える上で貴

重な資料として注目される。 

 遺物は縄紋土器や石器のほか、�状

(けつじょう)耳飾りや石剣、石棒とい

った石製品が出土した。また、板状土

偶やイチジク形土製品、石皿を象った

とみられる珍しい小型土製品も出土

した。遺物の総量はコンテナで160 箱

分という。 

 イチジク形土製品は伊豆沼周辺で

８点しか発見されていない特殊な遺

物で、用途は良く分かっていない。今

回はじめて発掘調査で出土した。 

 このほか、奈良時代後半から平安時

代前半にかけての住居跡数棟が見つ

かった。北西約３kmの地点には、奈良

時代に律令政府が蝦夷支配の拠点と

して造営した伊治城が位置しており、

この集落との関連性が予想される。 

 

続日本紀の「海道の蝦夷」  

蜂起を裏付ける築地塀と櫓跡 

桃生郡河北町･桃生町 桃生城跡 

宮城県多賀城跡調査研究所 

（報道発表９/21、一般説明会９/23） 

 

 桃生城は奈良時代の歴史書である

「続日本紀」に造営とその後の経緯が

詳しく記されている。文献資料で造営

と廃絶の経緯が明らかになっている

古代の役所は数少なく、考古学的な調

査と併せて検討できる極めて重要な

遺跡だ。創建は天平宝字３年(759 年)

頃で、９世紀初頭に征夷大将軍･坂上

田村麻呂による征討が行われるまで

続いた律令国家と蝦夷の戦いの発端

となった古代の城柵とされている。 

 これまでの８次にわたる調査で、東

西 800m、南北650m の政庁の内容が明

らかとなり、外郭は土塁や大溝、材木

塀などで囲まれていたことが分かっ

ている。政庁の東西の丘陵には実務的

な役割を果たしたとみられる官衙(か

んが、役所)が配置されていた。 

 今回の調査は桃生城北西部にあた

る丘陵平坦地で行われた。この地区に

は桃生城外郭北辺中央部から分岐し

みみややぎぎ  
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参考引用文献 
・宮城県教育委員会 2000 
「嘉倉貝塚現地説明会資料」 
・宮城県教育委員会 1999 
「嘉倉貝塚現地説明会資料」 
・築館町教育委員会 1999 
「伊治城跡現地説明会資料」 
・青森県教育委員会 1993 
「三内丸山(2)遺跡３」 
青森県埋蔵文化財調査報告書第 166 集 

・戸沢光則(編)1994「縄文時代研究辞典」 

幅 3.5m、長さ 18m と県内で最大規模の竪

穴住居跡(南から )。同じ場所で建て替えが行

われているのが分かる。 

縄紋土器。煮炊きや食料の貯蔵に使った深

鉢形のものが多い。右下の金魚鉢に似た形

のもは比較的珍しい。 

調査区全景(東から)。無数の柱穴や貯蔵穴な

どが広がる。集落は今回の調査区の南側(写
真左側)にさらに広がっているとみられる。 ＜ホームページでスライドショー公開中＞ 

http：//www.miyagi-ann.org/index.htm 

現地説明会風景。手前は奈良時代終わりご

ろの竪穴住居跡。工房跡とみられる。 



  

て南にのびる土手状の高まりが観察

され、城内を東郭と西郭に大きく二分

する区画施設と考えられていた。この

土手状の高まりの西側に広がる丘陵

平坦面は「続日本紀」にある「西郭」

と考えられているが、どのように利用

されていたのかは明らかでなかった。 

 今回の調査は、西郭における官衙の

様相の把握と城内を二分する区画施

設の構造や年代の解明を目的に行わ

れた。この結果、築地塀跡と大溝跡、

櫓跡、竪穴住居跡２軒を発見した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 城内を東西に二分する土手状の高

まりについては、築地塀跡であること

が判明し、西側に約６m 離れて平行す

る大溝跡も発見された。築地塀の東側

には隣接して櫓が造られていたが、一

度建て替えられた後築地塀と共に火

災にあって焼失している状況が確認

された。発見された櫓跡は外郭北辺中

央の分岐点で発見されている櫓跡か

ら約80m 南に位置している。陸奥国府

として知られる多賀城跡でも約

70-80m おきに櫓が造られており、桃生

城でも区画施設の各所に櫓が配置さ

れていたとみられる。 

 西郭の一部をなす丘陵部分の調査

では、桃生城廃絶期前後の８世紀末の

竪穴住居(工房)跡が１棟見つかった

のみであり、桃生城存続期の８世紀中

頃には官衙域としては利用されてい

なかったことが分かった。 

 築地塀と櫓にみられた火災の痕跡

は、政庁と同様に宝亀５年(774 年)の

沿岸部の現地住民による「海道の蝦

夷」の蜂起を示すものとみられ、「続

日本紀」の記載を裏付ける貴重な成果

が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二の丸跡の建物配置明らかに

― 絵 図 の 記 載 を 裏 付 け ― 

仙台市青葉区 仙台城二の丸跡 

東北大学埋蔵文化財調査研究センター 

（報道発表９/28、一般説明会９/30） 

 

 江戸時代のおおむね３時期の遺構

面を確認。文献記録に残る文化２年

(1804 年)の雷火による二の丸全焼を

示すとみられる火災の痕跡を発見し

た。また、19 世紀代と考えられる地層

では塀の跡と考えられる遺構が見つ

かり、配置と形状が同じ 19 世紀の絵

図である「文化元年御家造絵図写」と

ほぼ一致した。絵図は文化６年の二の

丸再建に向けて描かれたとされ、二の

丸の建物群の様相を知ることのでき

る貴重な資料。 

 仙台城二の丸の建物群については

これまで、絵図と発掘調査の検出遺構

の対応関係を検討し、位置推定を行っ

ていたが、決定的な証拠に欠けていた。

今回の調査では複雑に折れ曲がって

いる 19 世紀の塀跡が発見され、絵図

に描かれた塀とほぼ同様の形状をし

ていることが確認された。センターで

は「細かな調整は今後も必要だが、二

の丸の建物群全体の配置が今回の調

査で確定した」としている。 

 文化元年の火災の後には整地を行

っていることも明らかとなり、二の丸

地区の変化を考えていく上で貴重な

手掛かりとみられる。また、この火災

に伴って一括して廃棄されたと考え

られる陶磁器などが出土した。これら

の遺物は年代が明確なことから、東北

地方の同時期の遺跡を研究していく

上で重要な資料という。明治 15 年

(1882 年)の火災により二の丸が廃絶

した時期の地層からは現在の福島県

浪江町周辺で作られた大堀相馬焼な

どの陶器が多量に出土したほか、幕末

に二の丸の建物の屋根を飾り、明治に

なって鎮台に引き継がれていたとみ

られる鬼瓦一対も見つかった。 

 また、15 世紀後半から 16 世紀前半

に中国の景徳鎮で作られた「青花アラ

ベスク･梵字紋小皿」が 18 世紀の遺構

に混入して出土した。同様の皿は青森

県浪岡町の浪岡城跡内館など戦国時

代の城館からは普遍的に出土するが、

高級品ではないことから 18 世紀まで

伝世したとは考えにくいという。こう

したことからセンターでは、仙台城築

城以前の戦国時代に国分氏が築城し

た千代城に関連する遺構が残されて

いる可能性もあるとみて、さらに下層

の調査を進めることにしている。  

 

 

 

 

築地塀に取り付くように造られた櫓とみら

れる建物跡。見晴らしの良い場所にある。 

築地塀の跡と大溝（手前）。大溝の土を版築

（はんちく）工法で積み上げている。 

参考引用文献 
・宮城県多賀城跡調査研究所 2000 
「桃生城跡現地説明会資料」 

現地説明会風景。戦後の米軍施設建設など

で遺構は断片的にしか残されていない。 

参考引用文献 
・東北大学埋蔵文化財調査研究センター2000
「仙台城二の丸跡第 17 地点現地説明会資料」

 

戦国期の「青花アラベスク・梵字紋小皿」。

軒丸瓦（九曜紋と三引両紋）。 



  

８世紀末「伊治公砦麻呂の乱」

で 焼 失 し た 官 衙 倉 庫 群 

多賀城市市川 多賀城跡 

宮城県多賀城跡調査研究所 

(報道発表 10/19、一般説明会 10/21) 

 

 多賀城跡城前地区官衙の発掘調査

で、建物跡 16棟、柱列13 条、竪穴住

居跡３棟、鍛冶炉１基などが発見され

た。このうち３棟の建物跡には火災で

焼失した状況が確認され、多賀城跡調

査研究所では、８世紀末の「伊治公砦

麻呂(これはりのきみのあざまろ)の

乱」で被災したものとみている。 

 焼失した建物群は、城前地区官衙で

建物が最も大規模で規則性を持って

いた時期にあたる。これまで伊治公砦

麻呂の乱によるとみられる火災の痕

跡は、政庁地区と外郭南門、東門とい

った主要施設でのみ確認されていた。

今回火災の痕跡が確認された３棟の

うち２棟は柱穴の状態などから倉庫

跡と考えられ、この時期多賀城の中で

も特に重要な役割を果たした地区で

あったと考えられる。 

 「続日本紀」宝亀 11(780)年３月22

日条には「多賀城に侵入した砦麻呂軍

が、争って府庫(倉庫)のものを取り、

貴重なものを残さず略奪して去り、そ

のあと残ったものには、火を放ち焼き

払った」と記されているという。この

ことから、当時多賀城内の官衙には武

器や食料などを貯蔵する倉庫群があ

ったこととそれが砦麻呂軍によって

焼き払われたことが分かり、今回見つ

かった倉庫跡と考えられる建物群に

みられた火災の痕跡とこの記事との

関係が注目されている。 

 城前地区官衙は多賀城跡政庁南辺

の約 100m 南に位置している。宮城県

多賀城跡調査研究所では 1998 年から

城前地区官衙の全体像解明を目的と

して調査を継続してきた。今回がその

最終年度にあたり、３年間の調査で発

見された遺構は建物跡 33 棟、竪穴住

居跡５棟、鍛冶炉１基、柱列 29 条に

及ぶ。多賀城内の他の地区に比べて遺

構密度が高く、長期にわたって重要な

施設が配置されていたことが窺われ

るという。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
庇付き掘立柱建物跡など９棟 

栗原郡築館町 伊治城跡 

築館町教育委員会 

(報道発表 11/1、一般説明会 11/3) 

 

 伊治城跡の内郭南辺に隣接する場

所で９棟の掘立柱建物跡を確認。この

うち５棟は比較的規模が大きく、重複

して建て替えられていることや、柱筋

をそろえて計画的に建物が配置され

る状況などから、継続して建物が存在

した官衙域であったことが分かった。

政庁の建物群とほぼ方向が揃ってい

ることから、８世紀後半から９世紀初

頭にかけてのものとみられるという。 

 内郭の北側では竪穴住居跡が多数

検出されているが、今回の調査区では

確認されなかった。また、発見された

建物跡の中で最も大きいものは南北

14.3m、東西 6.2m。東側には庇が付い

ていたと推測され、内郭の南前面にあ

たるこの地区は特別な位置付けがな

されていたことが窺える。  

 伊治城は中央に築地塀によって区

画された政庁域があり、それを取り囲

む築地塀の内側に内郭官衙ブロック

がある。最も外側は伊治城のある台地

の縁辺を取り囲む土塁と大溝によっ

て区画されていると考えられる。今回

建物群が見つかったのは外郭内部の

内郭南前面に隣接した場所。  

  

 

 

 

多賀城創建以前、官衙の倉庫院 

古川市小林 南小林遺跡 

古川市教育委員会 

(報道発表11/30 日、一般説明会12/2) 

 

 江合川旧河道の自然堤防上で、古代

のおおむね３時期の遺構が確認され

た。1 期は７世紀後半から８世紀初頭

と考えられ、掘立柱建物５棟と竪穴住

居 31 棟、丸太を建て並べた材木塀な

どが発見された。関東系土器が多く出

土したことや竪穴住居の特徴から、関

東地方からの移民に関連する集落と

考えられる。２期はこれらを人為的に

埋め立てた上に８世紀前半とみられ

る掘立柱建物５棟がほぼ等間隔に並

んでいた。８世紀前半から９世紀には

竪穴住居 13 軒と畑地の集落となり、

比較的高級品の灰釉陶器が出土する

ことから官衙に関連した人々の集落

とみられる。 

 ２期の建物群は一棟の面積が 45-90

㎡と規模が大きく、柱が建物内部にも

立つ総柱式と呼ばれる構造。さらに計

画的に配置されている状況から、当時

の官衙(かんが、役所)の倉庫院の一部

と考えられるという。伴出した瓦の特

徴などから、神亀元年(724 年)の多賀

城創建以前の官衙であった可能性が

高いという。また建物跡の柱穴には焼

土が大量に認められることから、これ

らの建物群が火災によって廃絶して

いる可能性が高く、続日本紀に記載さ

れる養老４年(720 年)の按察使(あぜ

ちし)を殺害した蝦夷の反乱や、神亀

元年(724 年)の海道の蝦夷が反乱した

記事との関連が推測されるという。 

 

 

第 71 次調査区の位置と発見された建物跡。

上に見えているのが政庁跡南門で、そこか

ら外郭南門に向かって道路跡が延びる。道

路跡東側に沿って南北に延びる丘陵上に城

前地区官衙がある。「続日本紀」宝亀 11(780)
年３月 22 日条に「多賀城に侵入した砦麻呂

軍が、争って府庫(倉庫)のものを取り、貴重

なものを残さず略奪して去り、そのあと残

ったものには、火を放ち焼き払った」とい

う内容の記述がみられるという。 
 
参考引用文献 
・宮城県多賀城跡調査研究所 2000 
「多賀城跡第 71 次調査現地説明会資料 
‐城前地区の調査‐」 

参考引用文献 
・築館町教育委員会 2000 
「伊治城跡第 27 次発掘調査現地説明会資料」

 

参考引用文献 
・古川市教育委員会 2000「古川市南小林遺跡」

平成12年度宮城県遺跡調査成果発表会発表要旨

 



  

伊 治 公 砦 麻 呂 の 乱 以 後 の 

多賀城跡復興期に瓦を生産 

宮城郡利府町 大貝窯跡 

利府町教育委員会 

(報道発表 12/6、一般説明会 12/9) 

 

 古代の須恵器･瓦窯跡、炭窯跡を 10

基確認した。須恵器･瓦窯跡は斜面に

沿う半地下式登り窯と呼ばれるもの

で、炭窯は床面がほぼ平らな地下式の

窯跡だった。窯跡内部や付近の出土遺

物の特徴から、９世紀前半から 10 世

紀初頭とみられる。遺跡西側の斜面で

は粘土採掘坑跡とみられる遺構が確

認され、北側の尾根の南斜面では竪穴

住居跡３棟が並んで見つかった。住居

跡の床面には焼土が広がり、鉄滓や砥

石、９世紀頃の土器などが出土した。 

 大貝窯跡の南西約７km の地点には

古代陸奥国府多賀城が位置しており、

瓦窯跡からは多賀城３期(780-869 年)

に使われた瓦も出土した。多賀城第３

期は伊治公砦麻呂(これはりのきみの

あざまろ)の乱による焼失以後の時期

にあたり、近距離に位置する大貝窯跡

で多賀城復興に使用する瓦などを生

産していたとみられる。 

 

 11月 17日に開かれた文化財保護審

議会で、世界遺産候補である暫定リス

トに、平安時代末期に奥州藤原三代が

築いた中尊寺など岩手県平泉町の「平

泉の文化遺産」を追加することを内定

した。あわせて和歌山･奈良･三重県の

「紀伊山地の霊場と参詣道」、島根県

の「石見銀山遺跡」も追加する。文化

庁は今後、パリのユネスコ世界遺産セ

ンターに暫定リストを提出し、環境整

備が進めば５-10 年以内には世界遺産

に推薦される見通しとなった。 

 東北では青森･秋田県の白神山地が

自然遺産として世界遺産に登録され

ているが、文化遺産で暫定リストに入

ったのは「平泉」が初めて。 

 平泉で世界遺産の対象となるのは、

国宝の中尊寺金色堂や、国の特別史跡

の毛越寺庭園など奥州藤原三代が築

いた文化遺産。平泉を追加した理由に

ついて審議会では「仏教寺院･浄土庭

園など華麗な黄金文化の遺産群であ

り、古代から中世への過度期の地方文

化の傑出した事例」としている。平泉

町では今後環境整備を進め、世界遺産

への早期登録を目指す方針。 

 紀伊山地の霊場と参詣道は、自然崇

拝に根ざした神道と中国伝来の仏教

が結びついた修験道など神仏の霊場

である高野、熊野、吉野･大峯と、こ

れらを結ぶ紀伊路、伊勢路などの参詣

道の良好な保存状態が評価された。 

 石見銀山は、尼子、毛利氏ら戦国大

名が三十年余り争奪戦を繰り広げ、最

盛期には世界の約三分の一もあった

産銀量の大部分を占めた。世界経済に

大きな影響を与えるなど、戦国時代か

ら約 400 年にわたる銀山の全容が良

好に残る産業遺跡として評価された。 

 文化庁はこれまで 11 件を暫定リス

トに記載している。うち奈良県の法隆

寺や広島県の原爆ドームなど８件が

既に世界遺産に登録され、1件が推薦

されているという。  

 

伊 勢 堂 岱 、 星 糞 峠 な ど 史 跡 指 定  
三 内 丸 山 の 特 別 史 跡 指 定 に は 異 論 も 
 

 11月 17日に開かれた文化財保護審

議会では、青森県三内丸山遺跡、奈良

県キトラ古墳、長崎県原の辻遺跡の３

件を特別史跡に、青森県高屋敷遺跡、

秋田県伊勢堂岱遺跡、長野県星糞峠黒

曜石原産地遺跡、奈良県黒塚古墳、鳥

取県御堂廃寺跡など 12 件を史跡に指

定するよう大島理森文相に答申した。 

 奈良県明日香村のキトラ古墳では、

古墳内部の壁と天井に描かれた白虎

などの四神図と天文図が描かれてい

るのが確認されている。長崎県芦辺

町･石田町の原の辻遺跡は、土器や青

銅器など大量の大陸系文物が発掘さ

れた弥生時代を代表する環濠集落跡。 

 青森県青森市の三内丸山遺跡は、縄

紋時代前期から中期(約 5500-4000 年

前)にかけての集落跡。県営野球場建設

に伴って平成４年に始まった広範囲

に及ぶ発掘調査で、大型掘立柱建物と

みられる柱穴と巨大木柱が発見され、

平成６年に野球場の建設中止、遺跡の

全面保存が決まった。平成９年には国

の史跡に指定されている。 

 集落を構成する各遺構が計画的に 

配置されていたことが分かるなど、こ

れまで断片的にしか見えていなかっ

た縄紋時代集落の全体像を明らかに

した。出土遺物も土器、石器のほか土

偶や木製品、漆器、動植物依存体など

多種多様。琥珀や黒曜石、翡翠などと

いった他地域との交易を示す遺物も 

出土し、縄紋文化の実態を解明する上

で極めて貴重な遺跡。 

 国の特別史跡指定は、東北では６件

目。縄紋遺跡としては全国３例目で、

秋田県鹿角市の大湯環状列石以来 44

年ぶりの指定となる。 

 一方で、「大きい･多い･長い」と言

う言葉に象徴させられている三内丸

山遺跡の学術的評価の妥当性につい

ては、いくつかの問題提起がなされて

いる（佐々木 1999 など）。三内丸山遺

跡の特別史跡指定の是非を問う意見

(青森遺跡探訪など)もあり、学術的評

価に対する国としての姿勢や埋蔵文

化財行政のあり方を問い直すことが

今後は必要になってきそうである。  

 

 

 

参考引用文献 
・利府町教育委員会 2000「大貝窯跡」 
平成12年度宮城県遺跡調査成果発表会発表要旨

 

2000 年 11 月 17 日 文化財保護審議会答申 

「平泉の文化遺産」を世界遺産候補暫定リストに追加  

毛越寺大泉が池（荒磯風の出島と池中立石）

参考文献等 
・佐々木藤雄 1999「北の文明・南の文明（下）

-虚構の中の縄文時代集落論-」『異貌』第17 号

・WEBサイト「青森遺跡探訪」 
http://jomon.cside.ne.jp/（2001.04.20 現在閉鎖中）



  

[参加報告] 政政宗宗公公のの石石垣垣をを守守ろろうう－－市市民民のの集集いい－－ 

 

 専門家による勉強会、演劇、腹話術… 市民 210 人が参加  
 「政宗公の石垣を守ろう－市民の集い－」と題した市民集会が３月

10 日、市民団体「美しい仙台を創る会」（関敏ひこ代表）の主催で開

かれた。仙台市が進める仙台城本丸跡の石垣修復工事と艮櫓復元事業

の問題点を明らかにしようと、仙台市青葉区の市民会館で開かれた集

会には市民 210名が参加し、専門家の説明などに熱心に耳を傾けた。 

 集会でははじめに創る会の関敏ひこ代表が今回の集会の趣旨を説

明。「美しい仙台を創る会は環境オンブズマンを目指している。街に

は根が同じ問題がいくつもあり、方々で活動している市民団体相互の

橋渡しをしたい」と挨拶した。歴史学者らでつくる「仙台城の石垣を

守る会」の代表として挨拶に立った平川新東北大学東北アジア研究セ

ンター教授は「仙台開府四百年記念に政宗の石垣を壊し、偽物の櫓を

作るということがあって良いのか。仙台市に文化行政はあるのか」と

仙台市の姿勢を厳しく批判した。 

 城谷護さんによる「腹話術のゴローちゃん」では、「東京から見に

きて、全然仙台の歴史と関係ないものがあったらおかしいよね」「な

いものを作って本当に仙台の宣伝になるのか」と仙台市の艮櫓復元事

業に疑問を投げかけ、「天守閣を建てず、街づくりに力を注いだとす

れば、それこそ誇りある歴史ではないのか」と市民に訴えた。 

 「パソコンによる仙台城石垣と艮櫓の勉強会」では、仙台市内の主

婦の大内かおりさんが市民の立場から歴史学者らに質問。「仙台城の石垣に３時期あると聞いたが具体的にはどうい

うことか」「そもそも艮櫓とはどういうものか」などの疑問に対し、斎藤善之東北学院大学助教授と千葉正樹東北大

学助手が発掘調査の成果や艮櫓などについて解説した。 

 このあと仙台市内の劇団「新月列車」による演劇「石の声」が披露された。演劇では江戸時代に仙台城の石垣を

築いた石工の子孫と現代の若者の対話から、仙台城の石垣と艮櫓の関係などを分かりやすく紹介。歴史を正しく伝

えることの大切さを描き出した。 

 

 さまざまな問題点指摘  
 ３時期ある仙台城本丸跡の石垣のうち、最後に築かれた現存の３期石垣は三百数十年間何ともなかったが、

1960-70 年代になって「はらみ」が目立つようになった――。千葉助手は一連の石垣修復工事の発端について説明

し、「はらみの原因ははっきりしていないが、そばを走る市道の交通量増加が地盤に与えた影響も一因とも考えられ

ている」と続けた。市道の敷設がなければ、将来にわたって石垣は半永久的に保たれたのではないか…。当時の石

垣構築に使われた技術力の高さを思い知る。 

 石垣の修復工事では普通、石垣の前面から順序良く解体していくが、仙台城の場合はすぐ横を通る市道が八木山

方面と市街地をつなぐ重要な生活道路のため、石垣前面に充分な作業スペースを確保できなかった。このため仙台

市は裏側の土砂を取り除きながら石垣を解体していくという工法を選択。千葉助手は「結果的には、この特殊な工

法が古い石垣の発見につながった」と解説する。 

 石積み工事開始後に明らかとなった新補材の形状の問題では、斎藤助教授が「石材と裏込め石は歯と歯ぐきの関

係。地震の際には裏込め石がクッションの役割を果たす柔構造になっているが、仙台市が破損した石材の代わりに

積んでいる新補材は直方体で裏込め石の入る隙間がないため力の逃げ場がなく、地震に耐えられない」と指摘した。 

 創る会は２月下旬、仙台市に仙台城本丸跡の石垣修復工事に関する質問書を提出。これに対して市が示した回答

書に添付された工法を説明する断面図によると、石垣の背面構造を伝統工法と大きく異なる工法で修復する構想が

明らかになった。これによると石垣の裏側は何層にもわたり丁寧につき固めた「版築工法」と呼ばれる伝統工法を

とらず、セメント系固化剤やシートを使用するほか、水抜きのための新たな構造体を埋め込む計画という。 

 創る会では現存石垣が三百年間持ちこたえてきた実績から、長持ちさせると言う意味では伝統工法が優れている

と主張。「数十年で作り替えることを前提としたコンクリートによる現代工法を採用していること自体、市が修復に

市民の立場から仙台城石垣と艮櫓について質問。



  

よって石垣をどの程度長持ちさせることを想定しているかは疑問」と訴えた。 

 斎藤助教授らは、３期石垣上への早期復元を要望してきた仙台商工会議所の村松巌会頭が「 (当時の藩主)伊達綱村

公も北東角に復興するつもりだったのだろう」と話したことや、藤井市長が艮櫓の建設位置発表の際に「仙台藩の

為政者がどういう城を築きたかったかも考慮し、結論を出した」と話したことに対し、「仙台には城下町の面影を保

存してこなかった歴史があり、その代替として艮櫓が建設されようとしている」と指摘。「当時、天守閣の建設に目

を向けず、街づくりに力を注いだ政宗の心意気を大事にしたい」と訴えた。 

 艮櫓は 1616年(元和２年)の大地震で１期石垣が崩れたあと、新たにつくられた２期石垣の上に建てられた。しか

し 30 年後の 1646 年(正保３年)の大地震で艮櫓は２期石垣とともに崩壊し、その後再建されていない。艮櫓の様子

を現在に伝えるのは正保２-３年（1645-46)に描かれた「奥州仙台城絵図」だけだが、艮櫓と同規模とされ、遺構の

残存している仙台城本丸南東部の巽櫓は建坪 25 坪程度で高さは 12m 程度とされる。 

 ところが、仙台市の計画では建坪 46 坪、高さ 15m の櫓を建設することになっている。巽櫓と比較すると高さが

1.2 倍、建坪が 1.8倍になっている。また、最新の発掘成果や絵図との対比から、艮櫓の平面形は仙台市の計画にあ

るような正方形ではなく、菱形あるいは五角形であった可能性も指摘された。このため創る会では「（艮櫓の復元計

画は）位置、形状、規模のすべてにおいて史実を無視している。歴史の気に入ったところだけをつまんで、都合の

良い歴史をつくっていいのか」と批判した。 

 

 手を広げて横のつながり強く  
 創る会と歴史学者、市民を交えた自由討論の中で創る会の関代表は「今後は手を広げて横のつながりを強くし、

市民の声を大きなものにしていきたい」と発言。集会に参加した小野寺信一弁護士は「石垣の石材は役所で、裏込

め石は市民。両方が噛み合って支えあうことで街づくりは成り立っている。市が築こうとしている裏込め石のない

石垣は、市民を排除した市の姿勢そのもの。その上に"仙台のシンボル"としての艮櫓がつくられようとしている」と

続けた。 

 千葉真弓氏は、仙台城の問題を市民向けに解説した小冊子「艮櫓と石垣のとっかかりマンガ」の作者。艮櫓問題

に関連した仙台商工会議所の村松巌会頭の「平成の仙台城は藤井城主が好きなところに建てれば良い」という発言

に違和感を覚え、運動に参加したという。千葉氏は「私たちは選挙で市長を選んだが、城主を選んだ覚えはない。

市の方針に反対なら声をあげるべき。私たち市民が負けるのは諦めて黙った時」と訴えた。 

 会場の市民からは「連絡協議会を設置し、署名活動や住民訴訟など、よりはっきりした形で市に問題提起すべき」、

「市民センターを活用し、市内各所で勉強会を開いて欲しい」などと積極的な意見が出された。 

 討論の終わりに読み上げられた「創る会からの提案」では、伝統工法によるとした市長の約束と異なる仙台城の

石垣改修は石垣を築いた先人に対して失礼であり、史実と違う櫓建設は仙台城を訪れるお客様に失礼であるとした

上で、市が文化財として指定していない仙台城を市民が文化財に指定すると宣言。今後は工事の一時凍結を求める

署名運動やホームページでの情報発信、専門家を招いての勉強会などを実施することを明らかにし、「仙台の歴史的

な構築物や景観・町並み、環境などを市民が主体となって守っていかなければならない」と提言した。 

 

 追記‐創る会のアンケート結果から‐  
美しい仙台を創る会が当日会場の参加者に実施したアンケートでは「仙台城の石垣の何が問題なのかが分かった」、

「各地でミニ集会を開き説明して欲しい」という意見が多く寄せられ、創る会としても今後、区・町単位での要望

があれば開催していく考えとのことである。現在の石垣の修復方法については、回答者の80％が一時凍結し、再度

検討すべきとした（「美しい仙台を創る会会報」プレ創刊号による）。 

 

 美しい仙台を創る会  
「快適な暮らしを享受する権利と同様に、私たちはこの仙台を美しくする権利があると考える」‐美しい仙台を

創る会（関敏ひこ代表）は、仙台市内の環境問題を抱えているグループが核となって 2000年 10月に設立された市

民団体。松森ごみ処理場問題や追廻住宅問題など、市内の多様な問題に取り組んでいる市民団体相互の橋渡し役と

して誕生した。環境オンブズマンを目指して今後さまざまな活動を展開していく計画という。 

・美しい仙台を創る会ホームページ http://www.vegalta.net/u-sendai/index.html 

 

 関連情報  
・仙台城石垣保存問題のページ http://www.sal.tohoku.ac.jp/~tyana/ishigaki/index.html 

・みやぎ文化財発掘出土情報[仙台城跡関連情報] http://www.miyagi-ann.org/index.htm      （鈴木 雅） 



  

仙台城石垣保存問題への取り組み 

艮櫓と石垣のとっかかりマンガ 
仙台市の漫画家千葉真弓さんが、仙台城本丸跡の石垣修復工事と艮櫓

復元事業に関する論争を分かりやすく解説した漫画冊子を発行。昨年

10 月に発行した第１弾「艮櫓と石垣のとっかかりマンガ」は注文が相

次ぎ、既に 5000部を印刷、このほど第２弾「艮櫓と石垣のひっかかり

マンガ」が発行された。 

 作品には、若き政宗と正室の愛姫、家臣の片倉小十郎が登場。３人の会話を通じて論争の経過を振り返り、学者らか

ら批判が出ている石垣の石積み工法や艮櫓復元への疑問にも触れている。「去年決まって、もうだれも何も言えないんで 

しょう」という愛姫の疑問に、「決まったからもう終わりじゃ、きっとないんだ。みんながしらけたり、あきらめたりし

て、放り出したときに終わるんだ」というメッセージを政宗に語らせている。 

 漫画冊子はB6 判 15 ページで、千葉さんの自主制作。第２弾は 2600 部を印刷した。市内の書店「宝文堂」や「ブッ

クスみやぎ」、商店、喫茶店などで無料配布している。問い合わせは、手紙かはがきで〒980-0011 仙台市青葉区上杉

1-15-10-301、まちのほこり研究室へ。製作費へのカンパも募っている。 
 
突刊石垣新聞 
 仙台城本丸跡で見つかった石垣の魅力を子供たちにも知ってもらお

うと、市内の主婦、石垣ゆかりさんが小学生向けの「石垣新聞」を発行。

１人で執筆、編集し、「突然刊行される」ので「突刊石垣新聞」と名付

けた。先ごろ英語版「Stonewall Newspaper」の発行も始まった。

A4 判、１ページで１ヶ月に２回ほどの発行。青葉区の市民活動サポー

トセンターなどで無料配布されている。連絡は E-mail で

ishigakiyukari@yahoo.co.jp へ。 
 
仙台城石垣保存問題のページ http://www.sal.tohoku.ac.jp/~tyana/ishigaki/ 
仙台城本丸跡の発掘調査で発見された１期・２期石垣の保存と艮櫓の史実に忠実な位置への復元を支持する立場から、

保存問題についての情報を発信。昨年９月に歴史研究者らが共同で開設し、東北大学の柳原敏昭助教授が管理している。 
 
仙台城石垣出前講座（仙台城の石垣を守る会） http://www.vegalta.net/~ishigaki/（ＨＰ近日公開予定） 

仙台城の石垣を守る会（代表世話人・平川新東北大学東北アジア研究センター教授）

は、仙台城石垣の保存を願う歴史研究者によって 2000 年 12 月に結成された。 

このほど、仙台市が進める仙台城の石垣修復や艮櫓建設に興味を持つ市民グループを

対象に、講師を派遣する「出前講座」を始めた。出前講座は守る会のメンバーが講師と

なり、５人以上の学習会などに派遣。仙台城石垣の文化財としての重要性や、石垣修復

工事の現状、艮櫓建設の問題点を解説する。 

講師派遣を希望する場合は、参加者１人当たり 100 円の資料代と講師の交通費（実費）

を負担する。問い合わせは守る会事務局の柳原敏昭東北大助教授研究室

022(217)6063(TEL&FAX)または E-mail で tyana@sal.tohoku.ac.jp へ。守る会では５

月中旬の公開を目指して現在ホームページを準備中とのことである。 
 
美しい仙台を創る会 http://www.vegalta.net/u-sendai/ 
仙台市内の環境問題を抱えているグループが核となって 2000年 10月に設立された市民団体。活動の第一弾として仙

台城石垣の保存問題に取り組んでいる。「政宗公の石垣を守ろう－市民の集い－」と題した市民集会を３月に開催した。 
 
追廻住宅親和会 http://www2.mwnet.or.jp/~sinwakai/ 
仙台城本丸石垣の修復と艮櫓の復元は、青葉山公園基本計画の一環としてすすめられている。267 億円をかけた第１

期計画にはこのほか追廻地区全住宅の移転跡地に「水と緑の館」、「平成の庭」を整備する構想がある。平成８年 11 月、

仙台市から突如一方的な移転要求を突き付けられた追廻地区の 450 戸、約 1500 人の住民でつくる追廻住宅親和会（永

澤勁会長）はこれに抗議。石垣の修復や枯れたままになっている樹木の更新など現在公園として市民に利用されている

地区の整備が先決であり、国をあげて財政危機がいわれている今、自然破壊にもなりかねない公園づくりに巨額の血税

を投入すべきではないとして第１期計画の見直しと住民との話し合いを求めている。 



  

■旧石器発掘捏造問題レポート１ ‐第 1 4 回東北日本の旧石器文化を語る会‐ 
 
 東北をはじめ全国の旧石器研究者が集まって、「第 14 回東北日本の旧石器文化を語る会」が昨年 12月 23・24 日の二

日間にわたり福島県会津若松市で開催された。昨年 11 月に明らかとなった藤村新一氏（前東北旧石器文化研究所副理事

長）による旧石器発掘捏造事件を受けて「前･中期旧石器の検討」が主なテーマとなり、事件発覚後初めての本格的な検

証の場となった。会場には全国の旧石器研究者を中心に考古学関係者 270 人余りが参加し、真剣な議論を繰り広げた。 
 
 23 日は「遺跡の検証」をテーマに各県の前・中期旧石器遺跡の発見と調査の経過についてスライドを用いた説明をも

とに検討が行われた。上高森遺跡の調査経過を説明した鎌田俊昭氏（東北旧石器文化研究所理事長）は「通常ならば出

土した直後の石器は水分を含んで表面がみずみずしいが、今にして思えば今年の調査では発見直後から石器の表面が白

く乾いていた」、「（調査状況を記録したビデオ映像の検証では）埋納遺構のプランが昨年までの出土例に比べるとかなり

明瞭で、遺構内の石器も動きやすく藤村氏が指で石器を押さえながら発掘していた」などと昨年までの調査との相違点

を振り返った。 
 
 「石器の検証」をテーマにした 24 日は、今年藤村氏が上高森遺跡第６次発掘調査と北海道総進不動坂遺跡第３次発掘

調査で発掘捏造に使った石器計 96点を含む、北海道・東北地域の約 31遺跡 1700 点を超える前期･中期旧石器が展示さ

れた。このうち東北旧石器文化研究所からは上高森遺跡のほか、宮城県中島山遺跡、岩手県ひょうたん穴遺跡、山形県

袖原３遺跡、福島県一斗内松葉山遺跡の５遺跡から出土した石器約 700 点が展示された。午後は二日間の検証の総括と

して柳田俊雄氏（東北大学総合学術博物館教授）を司会に旧石器研究者 11 名による討論会が実施された。 
 
 会場では、原セ笠張遺跡から出土した細かく連続した剥離のある小型の石器を前に「縄紋時代の押圧剥離技術による

石鏃と考えられ、数十万年前の原人の加工とは到底考えられない」とする竹岡俊樹氏（共立女子大学非常勤講師）の見

解に、調査を行った柳田氏は「確実に約 30 万年前の地層から出土しており、同時期のほかの遺跡でも同様の出土例があ

る」、「剥離の状態は似ているが、現在は押圧剥離によるものとは考えていない」と反論し、議論は平行線をたどった。

周囲の参加者らからは「押圧剥離という特殊な技術を用いなくてもこうした剥離は可能」、「縄紋時代以前にも押圧剥離

が行われていた可能性もあり、一見しただけで縄紋時代の石器と判断することはできない」等の意見が相次いだ。石器

製作技術に詳しい大沼克彦氏（国士舘大学イラク古代文化研究所教授）は「疑わしいと思える石器はあるが、石器の特

徴だけで確実に真贋を判断する方法が見つからない」と再検証の限界を示唆した。 
 
 討論会では、春成秀爾氏（国立歴史民俗博物館教授）が「同じ地層から出土しているにもかかわらず、一点一点表面

の風化の状態が異なるのは不自然」、「出土石器の中に畑の耕作で受けたとみられる新しい傷や鉄分の付着があるものや、

畑の耕作土とみられる黒い土が付着しているものがある」などとして、昨年以前の上高森遺跡出土とされる石器の中に

も他の遺跡で採集したと思われるものが含まれており、他にも発掘捏造が行われていた疑いがあると厳しく批判した。 
 これに対し、実際に東北地方で発掘調査にあたってきた柳田氏らは「石器の風化は石材の質や地層の堆積環境の影響

もあり、一概には言えない。前期旧石器時代の地層は非常に硬いことが多く、発掘調査での発見時に誤って石器に傷を

付けてしまう事もある」と話した。山田晃弘氏（宮城県教育庁文化財保護課）は「石器表面の鉄分の付着についてこれ

までの調査では特に注意を払っておらず、何によるものなのか分かっていない。農機具による傷であれば鉄分の付着し

た部分に傷が残っているはずで、部分的に脱鉄処理をして顕微鏡などで観察してみてはどうか」と提案した。 
 また、佐藤宏之氏（東京大学大学院助教授）が岩手県ひょうたん穴遺跡の中期旧石器時代の地層から出土した石器に

ついて「石灰岩洞穴では硬い石灰が付着し、岩のようになるのが普通だが、非常にきれいな石器が出土しているのは不

自然」と指摘。鎌田氏は「後期旧石器時代の地層から出土した局部磨製石斧には石灰が付着している。そうした相違点

は調査時点から認識していたが、詳しく検討してこなかった」と話した。 
 
 二日間にわたる検討会により、前・中期旧石器遺跡調査の様相が明らかになるとともに、多くの研究者によりさまざ

まな疑問点が挙げられた。しかし一方で押圧剥離の例にみられるように、研究者間で見解が異なるなど学問的検討の余

地を含んだものが多く、これらを根拠として他の前･中期旧石器時代遺跡に捏造があったか否かを結論付けるのは余りに

も拙速に思われた。佐川正敏氏（東北学院大学助教授）は「石器の表面的な形状が縄紋時代と似ていても、機能まで同

じとは限らない。比較対照できる資料の増加に期待する」と述べた。 
 今回明らかになった疑問点はこれまでの前･中期旧石器研究の中で検討されてこなかった部分が多く、奇しくも研究上

の盲点が浮き彫りになったと言える。会場に訪れていた平口哲夫氏（金沢医科大学助教授）は「捏造問題がなくても検

討されてこなければならなかった問題も多い。今後研究を深め、類例が増えればどちらかに決着する問題もあるだろう。

また、今後の発掘調査での捏造防止策を含めた検討も必要なのではないか」と話した。 
 「（前・中期旧石器時代の）研究がはじまって三十年余。学問の黎明期ゆえの混乱なのだろう」と鶴丸俊明氏（札幌学

院大学助教授）。今後は今回の検討会を足掛かりとしてさらに多くの研究者で長い時間をかけて検証を深めていくことが

望まれよう。この時期に前・中期旧石器について検討を加える機会が持たれたことは非常に有意義であったと言える。

過去最多の参加を得てこれまでにない真剣な議論の場を提供した第 14 回東北日本の旧石器文化を語る会は、前・中期旧

石器研究の新たな第一歩を標した。                                 （鈴木 雅） 
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１月 21日、東京都千代田区の日本教育会館で「前期旧石器問題を考える」と題した公開シンポジウムが開催された。
昨年 11月５日の毎日新聞報道によって明らかとなった藤村新一氏（前東北旧石器文化研究所副理事長）による旧石器発
掘捏造事件を受けて、文部省科学研究費特定領域研究「日本人および日本文化の起源に関する学際的研究」考古学班が

主催、毎日新聞社が後援に加わった。 
シンポジウムの出席者は、佐原真氏（国立歴史民俗博物館館長）、小田静夫氏（東京都教育庁文化化主任学芸員）、春

成秀爾氏（国立歴史民俗博物館考古研究部長）、岡村道雄氏（文化庁記念物課主任文化財調査官）、馬場悠男氏（国立科

学博物館人類研究部長）である1。会場には全国から研究者や一般市民ら 800人を超える参加者2が集まった。 
 
はじめに司会の佐原氏が、「旧石器捏造」とも言われている今回の事件について「石器自体は偽物ではないので旧石器

遺跡捏造という言い方のほうが適切」と指摘。また自信作であったという佐原氏の著書「大昔の美に想う」（1999）の
第１項目に、疑いが持たれている藤村氏発見の石器の写真を使用したため「けじめをつけるべく準備をしている」と話

した。そして「自らが今回の事件にタッチしていなくても、絶対多数の考古学の人は成果を認めてきたのではないか」

と指摘し、今回のシンポジウムの目的について「（各方面からの批判を踏まえて）考古学はどうすべきかという基礎をつ

くりたい」と話した。 
 
小田静夫氏はこれまで、宮城県の前期旧石器時代遺跡の発見について否定的な見解を表明（小田・キーリ 1986など）
してきた。シンポジウムでは、小田氏が発掘調査に関わり、批判の基礎資料としてきた東京・武蔵野台地での後期旧石

器時代遺跡の例を紹介。宮城県の前期旧石器時代遺跡との相違点を挙げ3、武蔵野台地の発掘ではあり得ない状況がみら

れるとした。このことから「前期旧石器遺跡と呼ばれる場所（地層面）には、人間の生活した痕跡が認められず、また

出土した石器類の観察などから、石器製作行為やその場所で使用した痕跡（破損品など）もなく、ただ｢石器の単品｣が

平面上にまばらに、また穴の中に入れられて存在したという解釈しかできない」とあらためて批判した。 
さらに 1986 年に論文（小田・キーリ）として発表した批判に対して旧石器研究者の反論はなかったが、その答えと

なる形であらわれた 1987年の多摩ニュータウン No.471-B遺跡発見4という事実についても、不可解な発見状況5である

とした。小田氏はそうした疑問点を当時指摘しなかったことについて「私の職場も一つの組織であり、うっかりしゃべ

ったら、とうに辞めさせられていたかもしれない。今まで二十何年間生きてきたのは、そこで口をつぐんできたから。

（今回の事件は）それが封印された結果なのだろう」と話した。 
今後の旧石器研究について小田氏は「極論ではあるが、（藤村氏が直接発掘に関与した 33遺跡を含め）灰色になった
資料はいったん捨ててしまったほうが、日本の考古学にとってプラスではないか」とした上で「３万年前以前に日本列

島に人類が生活していた可能性は極めて高く、早く真の３万年を遡る遺跡を発見して欲しい」と話した。 
 
春成秀爾氏は捏造発覚直後に仙台や埼玉に赴き、これまで発見された前・中期旧石器を一点一点調べた結果、出土石

器の中にガジリ痕6や褐鉄鉱7・黒土の付着8といった表面採集資料9に特有の痕跡を残すものが認められたという。上高森

遺跡で 1995年発見の石器埋納遺構２のうち２点、1994年発見の石器埋納遺構１のうち１点にも同様の痕跡がみられた
といい「最初の 94年発見の埋納遺構がダメとなると、それ以降の埋納遺構もまずダメというのが普通」と話した。また、
石灰岩洞穴の出土石器には石灰分が膜状に付着していることが多いとして「岩手県ひょうたん穴遺跡の出土石器に付着

がないとすれば、本来そこにあった石器であるかを疑う根拠となる」と話した。 
 上高森遺跡などで発見されている箆状石器と呼ばれる石器については「縄紋時代晩期の遺跡で発見されるものと類似

性が高く、石鏃など典型的な石器を除けば宮城県摺萩遺跡の石器組成に近い」として宮城県内で採集された縄紋時代の

石器が捏造に使われた可能性を指摘した。 
 上高森遺跡では、1994年から続いている発掘調査で 400平方メートル程度の範囲で 30万年前から 70-80万年前まで
10層の石器出土層が確認されている。春成氏は「現場は広い平地で、原人が同じ場所を数十万年間、繰り返し繰り返し
利用しているとは考えづらい。ひょうたん穴遺跡では狭い洞穴の奥でのみ石器が発見されているなど出土状況に不自然

な点が多い」とした。座散乱木遺跡や不動坂遺跡では、発見された石器の集中地点がすべて発掘調査区の隅に寄ってい

ることから「捏造した人の心理状態が現れているのではないか」と説明した。 
福島県二本松市の原セ笠張遺跡で出土した石器に関しては最近押圧剥離による石器の存在が指摘されている。これに

ついて春成氏は「押圧剥離技術はヨーロッパや西アジアでは後期旧石器時代にしかない。中国では周口店で押圧剥離に

類似したものが見つかってはいるが、原セ笠張遺跡の場合は黒土の付着した石器が見られることから縄紋時代の石器で

ある可能性が高い」とした。 
春成氏は「疑惑の遺跡は宮城県の上高森、中島山、山形県袖原３、岩手県ひょうたん穴、福島県原セ笠張、埼玉県小

鹿坂、長尾根、長尾根北、長尾根南など。全部が否定されるかどうかは分からないが、少なくともその中に捏造とされ

るものが含まれていることは確か」と結論付けた。 



岡村道雄氏は、座散乱木遺跡や馬場壇Ａ遺跡などの調査に６年間参加した。日本の歴史 01巻として昨年 10月 24日
に刊行された「縄文の生活誌」（講談社刊）の巻頭で上高森遺跡の埋納遺構を取り上げ、藤村氏の業績を解説していたこ

とについて「捏造が明らかになった遺構とは別のものだが、十分な証拠に基づく、慎重な態度が必要だった」と陳謝。

「一刻も早く、混迷している日本列島の歴史の始まりについて、誰もが安心して記載できるよう検証していかなければ

いけない」と述べた。 
 捏造発覚以後の旧石器研究を取り巻く状況については「疑問の材料、不安な材料を全部集めて否定的な空気が大変強

くなっている」と分析。「確実な検証をするうえでも、冷静に確かな科学的方法をまず考えて慎重に検討すべき」と理解

を求めた。 
岡村氏が馬場壇Ａ遺跡などを発掘調査した当時については「世界的に用意された先端の技術を駆使した。旧石器時代

の研究材料は少ない中で、当時の歴史を再構築するのは難しいが、少なくとも世間で言われているように、旧石器時代

研究は歴史が浅く、学問的にレベルが低いという批判は違うのではないか」と話し、「藤村氏が発掘にかかわった 33遺
跡10、石器を発見した 186遺跡すべての科学性を今の視点からながめる必要がある」とした。 
昭和 51年から 52年頃、石器文化談話会の会員 30名前後が月一回、藤村氏とともに断面観察で遺跡を探し歩き、60
数か所の遺跡が発見された（東北歴史資料館 1985）。それらの遺跡のほとんどは日当たりの良い南東向きの斜面で、沢
を囲むような立地条件で、縄紋時代早期の傾向と共通していた。このことから岡村氏は「一定の場所を選んで住んでい

た当時の人間の選択性を、現代の人間が差しはさんでいくことはできない」と主張した。 
 旧石器時代の遺跡調査では、露頭の断面観察で石器が発見された後、１年程度をかけて粘土含有量やプラントオパー

ルなどの科学的な土壌分析で当時の地表面が確定、その後フィッショントラック法、古地磁気法、熱ルミネッセンス法

などいくつかの年代測定を用いて遺跡の年代を調べていく。最終的に遺跡の年代が判断されるまでには２年程度を要す

るという。岡村氏は「当時の地層は土色の変化がほとんどなく、現場での肉眼観察だけで地表面を想定して石器を埋め

込んだとすれば、後の分析結果との整合性がなくなる」と話した。 
 また、藤村氏が関与していない前・中期旧石器時代の遺跡がいくつかあり、岡村氏は「そうした遺跡からでも、日本

の旧石器時代前期の後半から中期の歴史が描ける。それらには藤村氏の発見によって構築されたものと矛盾しない点が

多々ある」と話した。中期旧石器時代の終わりごろ（４万年前頃）とされる長野県野尻湖遺跡では、藤村氏が発見した

ものと非常によく似た石器群が見つかっているという。また岩手県金取遺跡からも数点の完成品だけで構成される石器

群が見つかっており、岡村氏は「小田氏の言う単品の石器が平面的に並んで出土している。すぐ脇には炭粒の集中もみ

られた」と話した。さらに「相沢忠洋氏が発見した不二山、権現山という遺跡もほぼ５万年前の確かな資料。最近は北

九州の辻田遺跡、馬責場遺跡などから典型的なものが出てきている。あるいは、加生沢遺跡は 20万年前の地層だろうと
言われている所から石器が出てきており、そうした遺跡から描ける確かな部分もある」との考えを示した。 
 岡村氏は「正しい手続きで検証作業を進め、研究者で力を合わせて一刻も早く正しい歴史を描きたい」と話した。 
 
 馬場悠男氏は、人類学の立場からこれまでの考古学の研究姿勢を客観的に分析し「考古学全体として、年功序列と慎

み深い意見発表で、先輩の業績を批判しないことがある。私たち人類学の分野でも、うっかり若いうちにやるとまとも

な職につけなくなる可能性はあった」と話した。 
 「今までの常識とは整合しない大発見によって、列車“前・中期旧石器号”が断崖絶壁に向かって驀進している場合

には、少なくとも止める工夫をすべきだったが、そういうことをした考古学者はほとんどいなかった。格好よさそうだ

から列車に乗ってしまったというのは、節操がないと批判されてもやむを得ない。一番ひどいのは、列車に乗って騒い

でいたのに、乗っていなかったように知らん顔している。これは恥を知るべきだ」と厳しく指摘した。 
馬場氏は今回の事件について、日本の考古学者の特殊な状況が遠因であるとした。その一つとして考古学の発掘調査

と研究の二重構造性があり、「考古学には現場の匂いを知らないオピニオンリーダーが存在しているから、今回のような

とんでもないことが起きた時に気づかなかったのだろう」という。ほかに権威者に対する過度の追従、科学的批判精神

の不足、確率統計的な蓋然性と再現性に対する認識不足などをあげ、さらに国外で自ら主導する前・中期旧石器遺跡の

発掘調査をほとんど経験していないことも原因であるとした。 
 馬場氏は日本人の古人骨を研究する一方、インドネシアでジャワ原人の発掘を手がけている。「インドネシアでは 80
万年ぐらい前の地層で条件のいい所を探すが、石器あるいは古い人骨が出てくるのは非常にまれだ。100 年前にジャワ
原人が発見されてから、発掘で化石が得られたのは３回ほどしかない。こういう経験から見ると、藤村さんが違う所に

行くたびに石器が見つかるという可能性はほとんどゼロだと私たちは考えている」と話した。 
 馬場氏は、日本列島で発見されている更新世人類、あるいは旧石器時代人類とされるものについて、自らの見解を述

べた11。これによると日本の更新世人骨は、すべて現代型新人に属し、その中では、およそ 1万数千-２万年前より古い
（港川人に代表される）沖縄の人骨と、それ以降の本土および沖縄の（本土縄紋時代人と類似した）人骨との間に形態

特徴の違いがあるという。 



 討論では、春成氏が他の遺跡でも捏造が行われていた証拠として指摘したガジリや鉄分・黒土の付着などについて、

岡村氏が「まずそうした現象のメカニズムの解明が必要。ガジリの場合は縁辺に打撃点が残らないという特徴がある。

農機具が一度引っかかっただけで鉄分の付着が生じるという現象が本当に起こるのかは疑問。ぜひ実験的に確認して欲

しい。後期旧石器時代のプライマリな出土品にも同様の付着物が多々あり、十分に証明されている方法ではない」と話

した。これに対して春成氏は「あくまで表面的な観察の結果であり、今後推定を確定に持っていきたい。付着している

黒土が畑の耕作土に由来するかどうかなど、調査して欲しい」とした。小田氏は「表採品は一般に灰色を呈し、発掘品

とは見た目が異なる。そうした点からも判別できるのではないか」と話した。 
 
 岡村氏は「電子スピン共鳴法12によって上高森遺跡の焼けた石器を分析したところ、25 万-75 万年前と大きな幅を持
っているが、全然縄紋時代のものではないという測定結果がある。黒曜石水和層分析（年代測定）法13というものがあ

り、同一石材を切断して分析することで上高森遺跡の石器と縄紋時代の石器を比較することが可能ではないか」と提案

した。また、馬場壇Ａ遺跡では風倒木の埋土中で、志引遺跡では近世の土坑の中で縄紋時代草創期の遺物が発見されて

おり「そうした例も再検討の対象として考えている。ただしその再検討は正しい手続き、科学的に確かな方法でなされ

なければならない」と話した。 
 
フランスで４年半の発掘調査経験を持つ竹岡俊樹氏（共立女子大学非常勤講師）は「馬場壇Ａ遺跡 20層の石器にもガ

ジリの痕跡が認められた。層位優先の考え方ではなく、私は石器の外見から旧石器時代か縄紋時代かの区別ができる」

と発言。岡村氏が「情報を共有できないことについてこの場では議論できない」とすると司会の佐原氏は「今は個々の

遺跡についての検討よりもどのような方向で検証を進めるかを考える場にしたい」と応じた。佐原氏が竹岡氏に「藤村

氏らが発掘した石器の中に白と考えられるものが含まれている可能性や、縄紋時代と旧石器時代の石器の見た目が似て

いる可能性はないのか」と問い掛けると、竹岡氏は「その可能性はある」とした。 
 
 ひょうたん穴遺跡の調査に携わった菊池強一氏（岩手県立伊保内高等学校）は石器表面の鉄分の付着について「褐鉄

鉱は人工的に付くものと、自然に付くものと２種類あり、すべて人工的なものとは言えない。褐鉄鉱が付いてあるから

といって、それがすべて後世の人為的なものという判断はおやめになった方がいい」と話し、付着の状態によっていく

つかのケースに分類が可能で、耕作によるキズが原因の場合は機械的であるなど比較的容易に判別できるとの見通しを

示した14。東京都立大学の小野昭氏は、現在作成中の真人原遺跡についての報告書のなかで石器の鉄分付着について表

採品や層による違いなどを分析していると話した。 
 
 「最古の日本人を求めて」の著書（1987）がある河合信和氏は、藤村氏の功績を高く評価してきた。「上高森遺跡の
埋納遺構について祭祀行為が行われていた可能性については疑問をもっていたが、一方で藤村氏の活躍を認めてきた」

と振り返った。佐原氏は「信じることは学問を進めない。疑うことが進めていくということを私たちは再認識しなけれ

ばならない」と語った。 
 
 今回の捏造事件は海外でも報じられた。韓国では「歴史の美談に走りやすい日本人の体質と右翼化傾向のあらわれ」

として取り上げられ、ドイツでは「チェック体制の甘さ」が指摘されたという。英科学誌「Nature」でも報じられた。 
 馬場氏は「日本では批判が個人攻撃と受け取られがちで、研究者相互の批判が欠けている。論文で批判を展開すると

日本では個人的な喧嘩になってしまうが、アメリカの場合は私生活とはっきり区別されている」とし、小田氏も「他の

研究者に批判してもらうことも必要なのに、他人の研究成果には消極的だ」とした。 
 
 教科書問題について、佐原氏は“弥生土器はロクロ使用”、“縄紋土器は曲線的で弥生土器は単純な紋様”、“縄紋土器

は低温で弥生土器は高温で焼かれた”という説について批判を繰り返してきたことで教科書からはそうした記述がいつ

のまにか消えたという。稲の起源についてはガンジス‐アッサム‐中国雲南という研究上の変遷をたどって現在に至っ

ているが、教科書では未だにガンジスと記載されているといい、「教科書の書き換えには長い時間がかかるが、一方で上

高森遺跡は簡単に掲載されてしまった」と話した。馬場氏は「ヨーロッパの旧人の一種がネアンデルタール人で、現代

ヨーロッパ人の祖先ではない。“旧人（ネアンデルタール人）”という記述が誤った認識を植え付けている。人類学の分

野に関する記述では 30年前の常識を未だに踏襲している」という。佐原氏は「ある特定の一分野の専門家が専門外の分
野についても記述する場合が多く、間違いがあるのが普通という現状がある」と話し、春成氏は「教科書執筆に学界が

タッチしていない」と指摘した。 
 
馬場壇Ａ遺跡で石器の発見された 20層上面は 11万-13万年前の軽石層の下位、火山灰で良好に保存された生活面か
ら石器が発見された。石器を使ったり、作ったりするとチップと呼ばれる微小な石片が遺跡に残される。岡村氏によれ

ば通常 1cm以下の遺物の検出率は 50%程度だが、馬場壇Ａ遺跡では石器が出土した地層の土をすべて採取して洗浄した



結果５か所から１点ずつチップが発見されたという。同様に土壌の脂肪酸分析15では石器とその集中範囲からは動物由

来の脂肪酸が検出されたが、それ以外の場所からは植物性の脂肪酸しか検出されなかったといい、熱残留磁化法16によ

る測定では焼けた石器の出土した付近に熱を受けて磁化した炉跡と考えられる部分が見つかったという（東北歴史資料

館・石器文化談話会 1989）。「石器が発見された後に目には見えない情報について分析するのだから、捏造があれば分析
結果と石器の平面分布に矛盾が生じてしまう。そうした証拠からクロスチェックできるのではないか」と岡村氏。また

「調査区全体を５年かけて発掘した結果、谷頭を囲むように石器の集中地点が分布していることがわかった。捏造なら

ばあらかじめ微地形を予測していたことになる」と話した。 
 
 佐原氏は現在の学界の状況について「“一億総ざんげ”は危険だ。結果的に誰も謝っていないということになる。謝ら

なくていい人と謝らなければいけない人がいるはずで、誰が、どこがまずかったのかを冷静に考える必要がある」と指

摘した。また「温度差はあるが、何とか真相を究明しようということでは皆一致しているはず。その批判が個人攻撃に

終わらないで、学問のための批判ということで、何とかこの問題を解決の方向に持っていきたい」と語った。 
 
今回の旧石器発掘捏造事件により、これまでに藤村氏が発見・発掘に関わってきた全ての遺跡で捏造が行われていた

可能性を指摘するさまざまな疑問点が提示され、日本列島における前期旧石器時代の存在そのものが疑問視される事態

に至った。このことは、旧石器研究者が重く受け止めなければならない事実である。 
また一方で捏造という予期せぬ出来事により、発掘調査におけるチェック体制の甘さも浮き彫りとなった。今後徹底

した検証作業とともに、再発防止に向けた新たな取り組みが必要となろう。              （鈴木 雅） 

馬場壇Ａ遺跡 20層上面の遺物分布（東北歴史資料館・石器文化談話会 1989） 
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1 ほかに誌上参加として松浦秀治氏（お茶の水女子大学生活科学部助教授）が「日本の｢旧石器時代人骨｣の年代」 と題
した論考を寄せている(松浦 2001)。松浦氏は現時点での日本列島の旧石器時代人類の編年をまとめ、具体的な年代が
推定されているものでは沖縄本島の山下町第一洞穴人(約 32,000年 BP)とした上で「最近の年代学的再検討の結果が出
るたびに、｢旧石器時代人骨｣の資料の数が減少するという状況であり、（中略）先人のなみなみならぬ努力をもってし

ても、日本で旧石器時代人骨を探すのがいかに難しいことであるかということを再認識する結果」と振り返る。将来

日本での人骨発見の可能性については、過去 100万年間で約 60-65万年前にトウヨウゾウが、約 35-40万年前にナウ
マンゾウが中国大陸から日本列島に渡ってきていることを挙げ、この時期に中国大陸で生活していたホモ・エレクト

ゥス（原人）が共に渡来していた可能性がある（65万年前を超える可能性は低い）とする。 
2 2001.01.26毎日新聞報道による。 
3 宮城県の前期旧石器について小田氏が挙げた疑問点を列挙する。 

(１)石器･剥片類集中部が小規模で遺物の点数が少ない。 
(２)石器･剥片類集中部が必ずといっていいほどグリッド隅に寄っている。 
(３)石器埋納遺構の掘り込み穴と石器の配置が不自然。 
(４)調理施設や炉の縁石、石器製作用の台石に使用された礫群･配石などの遺構がみられない。 
(５)炉と考えられる炭化物片の集中がみられない。 
(６)石器･剥片類集中部のなかに同一母岩･石質はなく、全て単品で接合関係が認められない。山形県と宮城県の石器が
接合した例（直線距離にして約 30km）は旧人･原人の行動範囲の距離などを考慮するときわめて奇異なことである。 
(７)石器製作工程を示す器種がなく、小剥片であっても全て使用の痕跡をもつ。 
(８)破損品の石器がみられない。 
(９)石器がレベル差を持たずに水平に出土し、地層の節理面に貼り付くように発見される。などである。 
さらに、1984年の馬場壇 A遺跡での熱残留磁気による炉跡の推定、脂肪酸分析による動物の解体作業の存在などにつ
いて、脂肪酸分析は植物質か動物質かという程度の解釈しかできないなど分析科学の発達によって多くの問題点が浮

上しており、遺跡の証明としては利用できない方法であったとした。 
4 小田氏（2001）によれば、1986年に石器文化談話会が多摩丘陵と武蔵野台地で２度にわたり前期旧石器遺跡の探索を
行った翌年、藤村氏からの連絡による再踏査で東京都稲城市の多摩ニュータウン No.471-B遺跡が発見された。石器
は東京パミス層(TP:4-5万年前)直上のローム層で５点が断面採取され、その後２ヶ月に及ぶ東京都埋蔵文化財センタ
ーの緊急発掘調査では、藤村氏の参加期間中に６点、帰った翌日に１点の石器が発見された（１点は詳細不明だが自

然石）という。 
5 小田氏（2001）によれば、前半の 10点が TP層直上、後半の３点が TP層直下のローム層からの発見であるという。
小田氏は宮城県の前期旧石器について水平な出土状態が不自然であるとしながらも、当該遺跡に関しては TP層を挟
んで上下から出土している点が不可解であるとする。ほかに（踏査による遺跡発見時に）石器が崖線に沿って出土し

ていることや、（発掘調査で）出土直後の石器にロームの付着がなかったことなどを挙げている。 
6 ガジリ痕は、畑で耕作中に鍬･鋤や耕運機といった農機具で、あるいは発掘中に移植ゴテなどで石器の一部についた傷
をいう。旧石器時代に石器を使用中にできた傷とは、剥離面の新鮮度が異なるため容易に区別することができる。 



                                                                                                                                                                                            
7 石器の表面に褐鉄鉱と呼ばれる鉄分の付着がみられることがある。春成氏はこの痕跡を農機具や移植ゴテなど鉄製の
刃先で擦ったあと、付着した鉄分が錆びたものであるとした。なお、褐鉄鉱の付着に関しては菊地強一氏のパターン

ごとの分析による論考（2001）も参照されたい。 
8旧石器時代遺跡に特有の黄褐色のローム層（赤土）に対し、縄紋時代の地層や畑の耕作土を一般に黒土と呼ぶ。春成氏

は石器に付着している黒土が縄紋時代の包含層や畑の耕作土に由来するものとしている。 
9遺跡に対して発掘によって遺物を検出するのではなく、地表面を観察し、そこに散布する遺物を採集することを表面採

集といい、それによって得られた遺物を発掘資料と区別して表面採集資料と呼ぶ。表面採集は遺跡の分布調査の中心

的な方法である。表面採集資料は、耕作などによって原位置から移動させられたものが地表面に露出したものである。 
10前・中期旧石器時代のほか、縄紋時代草創期の２遺跡、後期旧石器時代の１遺跡を含む。 
11日本列島で発見されている更新世人類について馬場氏が述べた見解を挙げておく。 

(１)葛生人骨（栃木県）：発見されている８点のうち動物のものらしいものがあると最近はっきりした。４点は人間で
あることは間違いなく、このうち３点を研究しているが、あまり古い特徴はない。形態学的に縄文時代以降の人骨と

特に変わるところはない。もう１点をフッ素含量などで年代を調べている松浦秀治お茶の水女子大助教授によれば、

人骨には古いものはないが動物の骨の中にはかなり古いものがあるという暫定的な結論がだされている。 
(２)浜北人骨（静岡県）：断片的な人骨化石で、年代は 14,000-18,000 年前と幅が広い。人骨の形態は下層出土の脛骨
以外は縄紋時代人と似ている。 
(３)三ヶ日人骨（静岡県）：人骨の形態は縄紋時代人とよく似ており、年代は 18,000年前を超えない。 
(４)牛川人骨（愛知県）：人間の骨ではないだろうと考えている。インドゾウの子どものすねの腓骨（ひこつ）に近く、
ナウマンゾウの子どものすねの骨の可能性も考えられるが、いずれにせよ普通の人間の骨ではないと考えられる。 
(５)明石人骨（兵庫県）：20年近く前に研究して、原人でなく新人のものであるとの見解を発表している。縄文時代以
降という可能性が一番強く考えられているが、いわゆる本当の現代人かどうかは分かっていない。 
(６)聖嶽人骨（大分県）：２万年近く前の中国の山頂洞人の化石との類似性が指摘されたが、最近の研究で江戸時代の
人骨にも山頂洞人とよく似たものが多く存在することが分かった。聖嶽人は、江戸時代人で類型をいくらでも見るこ

とができる。 
(７)山下町第一洞穴人骨（沖縄県）：約 6歳の大腿骨と脛骨である。年代は 32,000年前より古く、現在のところ理化
学的年代の明らかな日本の化石人骨の中で最古といえる。初期の現代型新人の特徴に一致する。 
(８)港川人骨（沖縄県）：前頭骨の部分が非常に小さいことや側頭筋というかむ筋肉の入っているところが非常に大き
いことなど、インドネシアのワジャク人との類似性が高い。18,000年ほど前のものと考えられ、日本の更新世人を代
表するものと考えて問題ない。 
(９)ピンザアブ人骨（沖縄県）：部分的な化石人骨で、年代は 26,000年ほど前と考えられる。港川人にやや先行する集
団と考えられる。 

12ＥＳＲ法。ウランなどの天然放射性核種や宇宙線などにより、鉱物や化石中に蓄積された放射線損傷量から年代を測

定する方法。適用年代幅は対象によって大きく異なり、主に対象となる炭酸塩では２万-200万年程度とされる。放射
線損傷の減少やリセットは光・熱・圧力・再結晶など多くの原因で生じる（旧石器文化談話会 2000）。 

13黒曜石水和層年代測定法。黒曜石製遺物の年代測定法。黒曜石は水を吸収することで表面から光沢が失われていく。

光沢のない表面の層を水和層という。水和層を形成する際、気候、黒曜石の化学組成、埋没状態が同一条件下の場合、

時間の経過とともに厚さが一定の速度で増す。この原理から水和層の厚さを測定して制作年代を推定する（旧石器文

化談話会 2000）。岡村氏はこの方法が珪質頁岩にも応用できる可能性があるとした。 
14その後褐鉄鉱付着についてパターンごとの分析による論考（菊地 2001）が発表されている。 
15残留脂肪分析法。動植物の主要な成分の一つである脂質（脂肪・油脂）が長期間安定した状態で依存することから、

遺物に残存する脂肪の組成を分析し、その種を判定する方法。より厳密な判定には、酵素免疫測定法などを併用する

必要がある。 
16強磁性体は磁場中で高温状態から冷却しキュリー温度を通過する際、強い誘導磁場を残す。この現象を利用し過熱の

有無を検証する方法。遺跡内で約 500℃以上での比熱部位が検出できる場合がある（旧石器文化談話会 2000）。 
17増補改訂版（旧石器文化談話会 2001）が出版されている。藤村氏が関係した上高森遺跡，高森遺跡，座散乱木遺跡，
馬場壇Ａ遺跡，多摩ニュータウンNo.471-B遺跡，薬莱山遺跡群に関連する項目が削除（富沢遺跡については，焚き火
跡が検出されていることから遺跡それ自体の捏造はないものとして削除対象から除外）され、中期旧石器時代とみら

れる金取・柏山館跡遺跡など新たに 25項目が追加された。また今年になって聖嶽洞穴出土の石器と人骨の年代に疑問
が生じたことから聖嶽人の項目についても削除の措置がとられた。初版初刷 2000.6.10、増補初刷 2001.3.30である。 
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３月 10 日に開かれた「政宗公の石垣を守ろう―市民の集い―」。仙台城をめぐる一連の問題に関して、最近は

一部の専門家だけの内向きな議論との評価も聞かれた中、市民団体「美しい仙台を創る会」の呼びかけで開かれた

市民集会には 210 名の市民が詰め掛け、市民の関心の高さを明らかにしました。集会は歴史学者を招いた勉強会

のほか、腹話術や演劇を交えた今までにないスタイルで展開され、仙台城跡の石垣修復と艮櫓復元の問題点を多く

の市民に訴えました。 
仙台城をめぐる一連の問題は決して専門家だけの問題ではなく、歴史学・考古学といった学問の枠組みを超え

た市民共有の問題です。これまで緊急討論会やシンポジウムなどで行政の問題点を市民に明らかにしてきた専門家

の努力が、ついに市民運動に発展しました。今後は、市民とともに考えようとする行政の努力が、仙台の街づくり

の将来を握っていることは言うまでもありません。 
市民の立場に立った専門家のわかりやすい解説、問題の要点を的確に訴える腹話術と演劇は、参加した市民の

多くから「仙台城の何が問題なのかが良く分かった」と好評だったといいます。ムツカシイことをカンタンなこと

ばで言うことほど、簡単そうに見えて難しいことはありません。私は"市民向け"に文化財の情報誌発行やホームペ

ージ運営をしていますが、内容的にどの程度"分かりやすい"ものになっているのかという点については－活動の根

本に関わる問題でありながら－あまり自信がありません。 
複雑な問題であっても工夫次第で市民の理解を得ることができること、専門家は市民に伝える努力を怠っては

ならないことを強く感じ、個人的にも非常に勉強になりました。"専門家と市民との対話"を進める上で本誌の活動

も何らかの助けとなることを願ってやみません。 

編 集 後 記 

昨年の宮城県上高森遺跡第6 次発掘調査（10 月）および北海道総進不動坂遺跡第 3 次発掘調査（９月）におい

て、調査団長を努めた藤村新一氏（前東北旧石器文化研究所副理事長）が他の遺跡で採集した石器を埋めて前期旧

石器時代の遺跡・遺構を捏造していた事実が昨年 11 月 4 日、毎日新聞の旧石器遺跡取材班の調査により明らかと

なりました。翌 11 月５日付毎日新聞朝刊に掲載された異例のビデオ撮影による捏造現場の写真は大きな衝撃を与

え、各方面に驚愕の事実として受け止められることとなりました。宮城県内の考古学情報を発信してきた立場とし

ても、また上高森遺跡の調査に参加してきた学生の一人としても大変残念なことであります。捏造発覚以後、みや

ぎ文化財発掘出土情報ホームページへのアクセス数は激増し、掲示板への匿名の書き込みや E-mail などで様々な

感想や意見が寄せられました。 
今回の事件が考古学界、そして日本社会に与えた影響は計り知れないものがあります。日本社会においては考

古学そのものに対する信用が揺らぎ、また考古学界においては多くの研究者が 30年以上にわたって積み上げてき

た前期・中期旧石器研究のすべてに懐疑的な目を向けようとする人たちもいます。今後は当該期遺跡の調査成果の

再検討と再発掘調査による遺跡の再評価を早期に行い、誰もが納得できる結果を一つ一つ積み上げていくことで旧

石器研究の再構築を図り、また調査方法の改善などによる再発防止策の確立などで考古学の信頼回復に努めていく

ことが必要と考えます。 
高森遺跡などの調査を行った宮城県教育庁文化財保護課および埼玉県長尾根・小鹿坂遺跡の調査を行った埼玉

県教育局文化財課では問題の真相究明や関係遺跡の検討などを目的とした検討委員会を設置し、調査結果などの情

報提供がインターネット上で行われています。 
昨年末に会津若松市で開かれた東北日本の旧石器文化を語る会では、東北の旧石器研究者を中心に全国の考古

学者が集まり、前・中期旧石器の検討が行われました。検討会終了後に東北日本の旧石器文化を語る会世話人会と

全国地域旧石器研究 10 団体は共同声明を発表し、各地域研究団体や関係機関が協力体制を強化しながらこの問題

に積極的に取り組んでいくとの姿勢を明らかにしています。 
日本考古学協会は、今回の事件によって疑念の生じた遺跡の検証を含めて当該期遺跡の集中的な学術的検討が

必要との考えから、５月 19・20日に開かれる総会で５つのプロジェクトチームからなる「前・中期旧石器問題調

査検討特別委員会」を組織する方針を示し、既に東北日本の旧石器文化を語る会などと連携を強め、過去に発掘さ

れた遺跡を再検証する動きも本格化しています。 
上高森遺跡調査団を組織した東北旧石器文化研究所と東北福祉大学考古学研究会でも、発掘調査報告書の早期

刊行に努めるとともに、日本考古学協会などが行う検証作業に積極的に協力する意向を示しており、みやぎ文化財

発掘出土情報では今後そうした検証作業の経過と結果について当誌上やホームページを通じて責任を持ってお伝

えしていきたいと考えております。 
最後に、みやぎ文化財発掘出土情報はこれまで通りの運営方針に基づき、今後もより適切な情報発信のできる

環境を整えていきたいと考えております。何分個人主体でお金や時間などさまざまな制約のある中での運営であ

り、至らぬ点、不適切な点など多々あろうかとは存じますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。  

旧 石 器 発 掘 捏 造 事 件 に つ い て 



  

- 催 事 情 報 - 

■日本考古学協会第 67 回総会 
期日：2001.05.19(sat)・20(sun) 
会場：駒澤大学駒沢校舎 
パネルディスカッション：「旧石器発

掘捏造問題」をいかに解決するか―日

本の前・中期旧石器研究の現状と問題

点―（05.20(sun) 13:00～16:30） 
電話：03-3418-9281 
■日本文化財科学会第 18 回大会 
期日：2001.06.23(sat)・24(sun) 
会場：奈良大学 
電話・FAX：0742-41-9548 
- 催 事 情 報 [ 宮 城 版 ] - 

■公開シンポジウム「日本旧石器問題

で応用地質学はどう貢献できるか」 
日時：2001.05.11(thu) 13:00- 
会場：かんぽヘルスプラザ仙台 
電話：日本応用地質学会 022-237-0471 
■企画展「土の中からのメッセージ‐

発掘された仙台の遺跡５‐」 
期間：-2001. 07.01(sun) 
会場：地底の森ミュージアム（太白区） 

■ギャラリートーク 
日時：2001.05.05(sat)14:00-15:00 
講師：地底の森ミュージアム学芸員 
電話：022-246-9153（代） 
■特別展「仙台城‐しろ・まち・ひと‐」 
期間：-2001.06.03(sun) 
■特別展「世界遺産・醍醐寺展」 
期間：2001.07.20(fri)-09.02(sun) 
会場：仙台市博物館 
■記念講演：「中国文学と伊達政宗」 
講師：村上哲見氏・山田勝芳氏 
日時：2001.05.12(sat)13:30-15:40 
■記念講演「倭城と伊達政宗」 
講師：羅東旭氏 
日時：2001.05.19(sat)13:30-15:00 
電話：022-225-2557 
■特別展「ふるきいしぶみ 

‐多賀城碑と日本古代の碑‐」 
期間：-2001.06.10(sun) 
■記念講演「多賀城碑から日本の古代を読む」 
講師：平川南氏。※手話通訳あり。 
日時：2001.05.06(sun)13:30- 
会場：東北歴史博物館 

電話：022-368-0101 
■宮城県考古学会総会 
日時：2001.05.12(sat)10:00-17:00 
会場：東北学院大学土樋キャンパス 
報告･討論：旧石器発掘「ねつ造」問

題をめぐって（15:00-17:00） 
※参加希望者は事前申し込みが必要。 
問合：東北学院大学文学部辻秀人研究室 
電話：022-721-3262（研究室直通） 
■宮城県考古学会古墳時代研究部会 
日時：2001.06.30(sat)16:00-18:00 
会場：東北学院大学同窓会館中会議室 
演題：「蔵王町の古墳時代前期の土器様相」 
講師：佐藤洋一氏 
演題：「名取市野田山遺跡について」 
講師：名取市教育委員会 
※参加希望者は事前申し込みが必要。 
電話：090-3364-8255（高橋） 
■「歴史が見つめる電気‐東北電力50周年‐」 
期間：2001.05.12(sat)-05.18(fri) 
会場：東北電力グリーンプラザ 
住所：仙台市青葉区一番町 3-7-1 
電話：022-225-2969

                                                     

- 出 版 情 報 - 

■第14回東北日本の旧石器文化を語る会予稿集 
体裁：A４判、50 ページ 
価格：1,000 円 
■第 14 回東北日本の旧石器文化を語

る会資料集―前･中期旧石器の検討― 
体裁：A４判 240 ページ 
価格：2,500 円 
■「日本考古学史年表」 
著者：斎藤忠（学生社刊） 
体裁 B6 判変形、480 ページ 
価格：3,800 円 
■「北方狩猟民の民族考古学」 
著者：佐藤宏之 
体裁：文庫判、247 ページ 
価格：1,200 円 
発行：北海道出版企画センター 
■「古代史発掘総まくり 2000」 
『アサヒグラフ』別冊（朝日新聞社刊）  
体裁：A４判変形、114 頁 
定価：1200 円 

■「野辺山シンポジウム 2000 
-人類の適応行動と認知構造-」 

発行：八ヶ岳旧石器研究グループ刊 
体裁：A４版 120 ページ 
価格：2,500 円 
■いわて未来への遺産「遺跡は語る」 
旧石器～古墳時代編（岩手日報社刊） 
体裁：A４版 240 ページ 
定価：4,000 円(税抜) 
電話：019-653-4111 
■特別展示図録「[火焔土器的こころ] 

ジョウモネスク･ジャパン」 
発行：新潟県立歴史博物館 
電話：0258-47-6130 
■企画展示図録「北の島の縄文人 

―海を越えた文化交流―」 
編集：国立歴史民俗博物館 
電話：043-486-8011 
- 出 版 情 報 [ 宮 城 版 ] - 

■仙台城下絵図の魅力 
体裁：A4 判 34 ページ 

頒布価格：１部 500 円 
頒布場所：仙台市役所市政情報センター、

若林区民センターなど。 
問合せ：仙台市教育委員会022-261-1111 
■遮光器土偶と縄文社会 
著者：金子昭彦（岩手県埋蔵文化財センター） 
定価：4500 円、同成社刊 
問い合わせ：03-3239-1467 
■「奥羽御巡幸と真壁太陽」 
体裁：A５判、474 ページ 
価格：8,000 円（自費出版） 
電話：022-356-2339（陽岐寺） 
■開府四百年記念事業「伊達家史叢談」 
著者：伊達邦宗 
体裁：Ａ５版上製本、1080 ページ 
定価：9,900 円（送料 520 円） 
■開府四百年記念事業「仙台領の地誌」 
体裁：Ｂ５版並製本、208 ページ 
定価：2,600 円（送料 380 円） 
発行：今野印刷株式会社 
電話：022-288-6123(代) 

 
■定期購読のご案内ならびに不定期発行への完全移行についてのお知らせ 

みやぎ文化財発掘出土情報はこれまで不定期発行ながら隔月発行を目指しておりました。しかしながら、前回、今回

とも発行が大幅に遅れ、定期購読者の皆様方には大変ご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。大変申

し訳ありませんが、今後は完全に不定期発行として運営してまいりたいと存じます。定期購読については期間をご自由

に設定していただき、送付希望回数×200 円を下記郵便振替口座までご送金くださいますようお願い申し上げます。 

考 古 学 イ ベ ン ト ・ 出 版 情 報 http://www.miyagi-ann.org/index.htm 
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