
ていたもの、あるいは当時のアイヌ民族の好みに合
わせて本州で作られたものである。彼らが宝物と考
えたものや日用品の大半が、交易で入手したもので
あることがわかる。それと同時に、死後の世界、あ
るいはその世界へ行くまでの間も、生前使用してい
た道具が必要であると考えていたことがわかる。

■木棺・木槨の痕跡が確認できた墓（20号墓）
　今回の調査で最も特筆すべきことは木棺・木槨構
造の痕跡の発見である。これは木棺（木製の棺）、
あるいは木槨（土中の穴に遺体を入れる部分だけ木
製の板で囲った構造）を用いた墓の存在を示してい
る。これまでにも、余市町大川遺跡迂回路地点
P-41 号墓で 2.8×2.8ｍの範囲でクリの板材が組み合
わされて出土した例がある。ただし、今回の例は墓
坑内が「緑色堆積物」（現在分析中の粘土ないしは
火山灰）で満たされていたため、人骨と副葬品の残
りが良く、埋葬時の状況が復元可能という点が特筆
される。
　この 20 号墓は緑色堆積物中に幅約 1 ㎝の黒色土
のラインが長台形に囲むように見られた（写真 1）。

長台形の内部にも緑色堆積物は存在し、掘り下げる
と肋骨が立体的に残るほど状態のよい人骨が出土し
た（写真 2）。このことから、長台形のラインは木棺
あるいは木槨構造の壁面であり、腐食して黒色土に
置き換わったと考えられる。その規模は、長軸175㎝、
長辺（頭側）53㎝、短辺（足側）32㎝、高さ18㎝である。
底板の痕跡は確認できなかったが、蓋の痕跡は断面
で観察できた。蓋は陥没し、屈曲したものと思われ
る（写真 3）。
　墓穴は、木棺・木槨構造の外側（人骨の右腕側）
に幅 17 ㎝の拡張部分を持っており、ここに漆椀・
漆盆・エムシが副葬されている。しかも、漆椀は漆
膜だけでありながら、半球状を保っており、漆盆も
縦に入れられた状態のまま、縁まで立体的に遺存し
ていた（写真 4）。これは副葬品が、半固形状の緑色
堆積物で隙間なく充塡されていたためと思われる。
　なお、蓋の陥没具合から判断して、緑色堆積物は、
本来蓋の上や拡張部に流し込まれたものであり、木
棺・木槨構造の内側へは隙間から偶然入り込んだ可
能性が考えられる。偶然入り込んだことで板の痕跡
が残り、木棺・木槨構造の存在が明らかになったの

である。ということは、痕跡
が消え去っている墓穴が他に
あるということでもある。そ
れらを見つけ出す方法を考え
てみた。

■なぜ口が開いているのか？
　人骨の出土状態を観察する
と、口が開いているもの（写
真5・6・8）と閉じているもの（写
真 2）があることがわかる。
奈良貴史（国際医療福祉大学
准教授）は遺体が白骨化する
までの環境の違いにより、人
骨が移動する程度に違いが生
じるとしている（奈良 2007）。
　遺体に直接土をかけた「充
塡環境」では、腱や靭帯といっ
た軟部組織が腐敗しても、そ
の部分が土に置き換わるため
に骨の移動が少ないが、棺の
中や石室に置かれただけの「空
隙環境」では軟部組織の腐敗
により骨が動いてしまうとい
う。空隙環境で動きやすい部
位は、主に下顎骨・胸郭・背骨・
寛骨（骨盤）・股関節・膝蓋
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骨（皿）・手足などである。
　つまり、口が空いているように見えるのは、初め
から口を空けて埋葬されたのではなく、遺体の周り
に空気がある状態で靭帯が腐ったために、下顎が下
に落ちた結果なのである。さらにいうと、口と骨盤
が開き、ひざの皿が外れている人骨は、全身が空隙
環境だったと考えられ、痕跡はなくても棺状のもの
に入れられて埋葬されたと判断できるのである。
　ただし、骨が動いていない人骨のすべてが棺状の
ものに入れられていなかったとは言い切れない。先
の 20 号墓のように、偶然に板の隙間から緑色堆積
物が入り込み、軟部組織の腐食する前に充塡環境に
なった場合もあるからである。
　また、奈良は、伊達市ポンマ遺跡 1 号墓（写真 5）
を例にして、下顎骨～寛骨までが動き、膝蓋骨が動
いていない場合を、キナ（ゴザ）などに包まれて置
かれ、その上から土を被せて埋葬されたものと想定
している。つまり、キナに包まれることにより、キ
ナと密着する部位と隙間となる部位が生じるからで
ある。ここではこのような例を「部分的空隙環境」
と呼ぶことにする。
　このような観点で 14 号墓を見てみよう（写真 6）。
人骨は、下顎骨・胸郭・骨盤・膝蓋骨と、全身にわたっ
て動いており、明らかな空隙環境といえる。しかも、
漆盆・漆椀・マキリ・中柄の出土状況から、本来縦
に副葬されていた漆盆が、遺体側に倒れ、同時に中
柄が散乱した状況が見て取れる。つまり、14 号墓は
20 号墓と同じ木棺・木槨構造と副葬品を置く拡張部
を持っていたことがわかるのである。

■出土遺物への応用
　今回の調査で、人骨から明らかに空隙環境・充塡
環境と判断された墓の遺物を観察した結果、遺物に
も環境により違いが現れることがわかった。
　例えば、充塡環境にある漆器は、内部の木質が腐
食し、表面の薄い膜のみであっても、縦に入れられ
た漆盆は原形どおりに縁部分と底面が垂直の状態に
あり、漆椀は伏せられた状態で、変形せずに半球状
を保っている（写真 4）。
　一方、空隙環境にある漆器は、本来立体的であっ
た漆椀が潰れ、太腿上に存在した漆盆の大半は飛散
して原形を留めていない。この状況は、木棺・木槨
構造により、空隙環境にあった漆器が木質の腐食し
た段階で外から土砂が流入し、飛散したと考えられ
る。つまり、漆器の「木質」部分は、遺体の「腱・靭帯」
に相当し、各環境下で腐食後に生じる現象は遺体の
場合と同じなのである。
　このように、遺物についても同じ理論で説明でき
ることから、人骨の全体部位が遺存していない墓で
も判断が可能となる。さらに、人骨と遺物の双方を
組み合わせることで、より複雑な墓の構造の解釈も
可能になった。

■Us-b 火山灰中の「ひび割れ」が示すもの
　当遺跡では、調査区一面に約 50 ㎝の厚さで Us-b
火山灰が堆積している。墓の上に覆っているこの
Us-b 火山灰の断面を観察すると、「ひび割れ」と断
層が見られる場合がある（写真 7）。これは、Us-b 火
山灰が堆積した後に墓の内部が陥没したことを示す。

木棺・木槨の痕跡が確認できた墓〔有珠 4遺跡 20 号墓〕　
写真 1 （左上） ： 木棺 ・ 木槨の痕跡　　　　　　　  写真 2 （右上） ： 充塡環境の人骨と副葬品、

写真 3 （左下） ： 蓋の痕跡 （斜めの黒いライン）　写真 4 （右下） ： 充塡環境で残った漆盆と漆椀

写真 5　キナに包まれた人骨
　　　　　　〔部分的空隙環境〕

　　　 　 ： ポンマ遺跡 1 号墓

写真 6　空隙環境の人骨と拡張部から倒れた副葬品
　　　 　　 ： 有珠 4 遺跡 14 号墓

写真 7　火山灰中の｢ひび割れ｣と断層 ： 有珠 4
　　　　　　遺跡 10 号墓
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墓内部の陥没は充塡環境の遺体が腐食した場合でも
起こりうるが、より顕著に表れるのは、木棺・木槨
構造の場合である。これは遺体や副葬品の他に空気
の容積が加わっているからである。
　事実、ひび割れと断層が見られる墓 4 例は、すべ
て人骨・遺物から見て木棺・木槨構造による空隙環
境であったと判断されている。

■墓が作られて埋まるまで
　人骨と副葬品の出土状態と、土層断面を丁寧に観
察することにより、墓がいつ、どのように作られ、
どうやって埋まったかを明らかにできる。
　具体例を示すと、10 号墓は墓穴に成人男性が副葬
品を伴って埋葬されている墓である（写真 8）。構築
時期は 2 つの火山灰との関係から 1640 ～ 1663 年に
限定される。人骨は下顎骨が下方にずれていることか
ら空隙環境か部分的空隙環境といえる。遺物の観察で
は、頭骨から胸骨上にある漆器は、いずれも扁平に
潰れており、漆盆の縁の一部が飛散している。この
ことから、遺体及び漆器は軟部組織と木質が腐食す
るまで空隙環境にあったといえる。また、遺体の右
上腕骨近くに中柄が束のまま出土しており、中柄は
充塡環境にあったことが確認できる。よって、この
墓は遺体と副葬品（中柄・マキリ・キセリ）の間に
側板を持つ木棺・木槨構造であったと判断できる。
　埋葬の過程を復元してみる。まず墓穴が掘られ、
棺に入れられた遺体が中に入れられる、あるいは墓
穴の中で組み合わされた箱状の構造物に遺体が安置
される。漆器とエムシは木棺・木槨構造の中に、矢

筒に入った
矢、マキリ、
キセリは外に
置かれる。次
に、木棺・木
槨構造の上を
わずかな土砂
で埋め戻す。
この時にはす
でに蓋がされ
ている。その
後、墓坑内の
有機質の腐食
が進行中のあ
る 段 階 で、
Us-b 火山灰
が降下し、墓
穴上とその周

囲に平坦に堆積する。ある程度、火山灰が圧縮され
た段階で、木棺・木槨構造の蓋が壊れ、蓋上の土層
がそのまま陥没する。この時、空隙環境であった遺
体及び副葬品は急激な加重により、一部が移動・損
壊したと考えられる。

■近世アイヌ墓の多様性
　上記のような観察をすべての墓に対して行った結
果、表 3 のような墓の構造が確認された。17 世紀半
ばの有珠地区のアイヌ墓には、木棺・木槨構造を持
つ墓と、素掘りの墓、掘り込みを持たない墓の 3 型
式が存在しており、素掘りの墓には、遺体を直葬す
る場合と、キナで包む場合の二つの形態があること
がわかった。

■文献資料との照合
　元和 4（1618）年に松前で布教したジロラモ・デ・
アンジェリスの記録にアイヌ民族の埋葬に関する記
述がある（児玉 1954）。これによると、「富裕な者は
死骸を納める大きな一つの箱を備えて、直ちにそれ
を埋葬する。貧乏人は一つの嚢の中に死骸を入れ、
同様の方法でそれを埋葬する」とあるように、木棺
あるいは木槨の存在を示す「箱」と、キナを想起さ
せる「嚢」という記述がある。
　アンジェリスの記述は、今回検討したうちの「木
棺・木槨構造を持つ墓」と「素掘りでキナに包んで
埋葬する墓」に当てはまる。しかし、有珠4遺跡では、
「掘り込みを持たずに土で覆っただけの墓」や、「素
掘りで遺体を直葬する墓」も発見されているが、こ
れらについての記載はない。このことは、実際の近
世アイヌ墓の構造と遺体の扱い方は多様なものであ
るが、文献記録にはその一部のみが記された、と考
えた方がよさそうである。同様に、「富裕な者」、「貧
乏人」といった表現が妥当なものであるかも検討の
余地がある。なぜならば、今回の調査で小児墓はす
べて素掘りで直葬されており、年齢など他の要素が
関連する可能性があるからである。これらの違い
がいかなる要因によるものであるかは、副葬品の
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分析なども含めて今後明らかにする課題である。

■近世アイヌ民族の墓地概念
　有珠 4 遺跡における墓と畠の調査は、近世アイヌ
民族の墓地概念について考えるうえで、重要な資料
を提示できると考えている。
　「墓地」とは、死者の遺体を埋葬する特定の場所
を生者が認識していることであり、単に墓が集合し
た状態は墓地とはみなされない。同じ場所に埋葬さ
れた墓であっても、時期が異なる場合や、以前に存
在した墓を認識せずに作られた場合は、偶然による
墓の集合にすぎない。
　当時の人々が墓を認識していたかどうかは、畠と
の重複関係により理解が可能である。畠は 2ヵ年の
調査区の北東側と南端で検出され、墓は調査区の東
半分で多く検出された。墓と畠の年代は 2 つの火山
灰を手がかりに表 1のように 3時期に区分できる。
時期ごとの畠と墓の位置を調べると、両者は明確に
分かれており、同時期に重複することはない。
　また、3 時期を通して見ても、畠に壊された墓は 1
例のみで、他の22 基の墓はすべて放棄後の畠に作ら
れるか、畠とは重複していないものである。
　また、墓の上面はドーナツ状の低いマウンドを持
ち、9基には墓標があるなど、存在を示すことを意識
して作られたといえる。つまり、畠は視覚的に認識
できるこれらの墓を避けて作られているのである。
　さらに、この場所が「墓地」であるかを判断する
上で重要な検出例が、Ⅱ期の墓で墓標穴を持つもの 4
基（6 号墓・7 号墓・8 号墓・10 号墓）がほぼ等間
隔に直線的に並んでいることである。これは単に墓
どうしの重複を避けるためではなく、何らかの規則
により個人の埋葬位置が社会的に決まっている可能
性が考えられる。つまり、世帯や出自、死順などが、
いかに関連するかは今のところ不明であるとして
も、次に自分が死んだ場合はどこに葬られるかを生
前から自覚し、周囲も了解している可能性がある。
　このような解釈が成り立つならば、有珠のアイヌ
民族は、少なくとも 17 世紀半ばの段階には「墓地
概念」を持っていたことになる。
　これまで、アイヌ民族は、墓は作るが「墓地」と
いう概念はないと言われることが多かった。例えば、
「アイヌが共同墓地ではなく、森のなかの遠く離れ、
隔離された場所に遺体を埋葬する（後略）」（バチラー
1995）といったものである。しかしこれは、明治時
代以降の聞き取り調査によるものであり、より古い
時期の状況はこれとは異なる可能性があるのである。
　近年は中世から近世のアイヌ墓の調査例が増え、

考古学的
知見から
アイヌ民
族の墓地
概念につ
いて言及
できる状
況になっ
て き た。
本調査の
成果も含
め、幕末～明治期に大きく変容する以前のアイヌ文
化について、死生観や他界観も含めて明らかにして
いく必要がある。

■シンヌラッパの実施と人骨の保管
　最後に、本調査において出土した近世アイヌ文化
期の人骨について述べておかなければならない。
　発掘調査により出土した人骨は、上記のように記
録にほとんど残らない近世アイヌ民族の実態を明ら
かにできる重要な情報を有していた。また、今後行
われる人類学的研究により、さらに多くの情報を与
えてくれることだろう。
　しかし、われわれ調査者は、人骨がどんなに、北
海道やアイヌ民族の歴史を明らかにできるものだと
しても、それを単に「資料」として扱うわけにはい
かない。なぜなら、それらは明らかに人の遺骸であ
り、340 年前に有珠地区に生きていた人そのものだ
からである。そのため、調査中には被葬者に敬意を
払い、先祖供養の儀式（シンヌラッパ）を行った。
　儀式はウタリ協会伊達支部（小野祐照支部長）の
主催で、諏訪野義雄祭司により執り行われた。参列
者には北海道ウタリ協会加藤忠理事長も同席してく
ださり、伊達市役所職員や老人ホーム建設に関わる
人々が参加した。
　なお、今回の人骨鑑定は、実習として当初から参
加していた東京大学人類学教室に依頼したが、鑑定
終了後には札幌医科大学に移し、丁重に保管される
ことになっている。
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表３　墓の構造と梱包方法別の遺構数

※1663 年以前だが Ko-d 火山灰との関係が不明なもの 1基あり

Ⅰ．木棺・木槨構造を持つ墓

Ⅱ．素掘りの墓　

Ⅲ．掘り込みを持たない墓

Ⅳ．不明

a 無梱包

bキナ　　　　　　　　　　　

9基 

2 基

3基

1基

6基

墓の構造 梱包 遺構数

写真 8　空隙環境の人骨 ：有珠 4遺跡 10 号墓

写真 9　シンヌラッパの様子
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