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アイヌ風俗12ヵ月屑風一月社頭の図

平沢展山筆宮原柳避模写

アイヌ絵は江戸中期から明治にかけて多く描かれた。今

日ではこのアイヌ絵がアイヌの風俗を知る資料として貴重

なものとなっている。しかしアイヌが自ら描いたもので健

なく、アイヌに接した日本人などによるもので、偏見や

想像がある。

これはアイヌ絵の最後を飾った平沢扉山による「アイヌ

風俗12カ月塀風一月の図」で、当人がアイヌ部落をまわ

り、よくその生活を見ているので割合正確な描写であると

いわれている。アイヌ達が日本人の建てた神社に参詣す潟

ところの絵である。

No.6

1973．1．1

灘胃を鍵ア
更産;露・・陰･:･

経 ヲ

…傘…
■ 同P一己

LV凶

b』



(2 SARANI

函 館 圏流通センター用地 内

西桔梗遺跡の 発 掘 に つ い て

1．西桔梗遺跡

函館圏流通センター建設予定地となった亀田市の桔梗台

地は、道南地方ではめずらしいほどの段丘発達がみられ

る。この一帯は旧海岸線のため先史時代の巡跡が多く、オ

名なサイベ沢遺跡も近くにある。西陪梗巡跡は、昭和46年

8月に函館圏開発聯業団の依頼で市立函館博物館がjjf前揃

査して新たに発見されたもので、流通センター建設予定地

内には7カ所もの過跡があることがわかった。西桔梗遺跡

とはそれらの総称であり、各地点の遺跡にはA、Bi、B:、

C，D、E、E′遺跡と遺跡名がつけられた。

2．遺跡の調査

この調査は、文化庁、北海道教育庁などの指導ではじめ

ることになったが、このような火規模な緊急調査は北海道

でははじめてであったため、いくつかの問題に直面するこ

とが多かった。

発 掘 現 場

7遺跡のうち、A地点遺跡は緑地として保存されること

になったが、ほかの6遺跡については文化財保護法第57条

の2が適用された。発掘調査とはただ掘る仕戦と思われて

いるが、発掘に参加する人達には遺跡を記録保存してのち

のちまで役立てるという責任があり、それが専門家であっ

ても遺跡の破壊行為につながる。そのために全神経の張り

つめた毎日が続き、少しの観察記録もゆるがせにできな

し､。詳細な地形測量、住居などの椛造の部分部分の計測、

出土品の分布と配列、位置と深さと地卿の関係、写真記録

など発掘にたずさわる人は、それぞれの分担を1人でやら

なければならないときもある。

緊急発掘ができる条件は、発掘・資料雛理・報告書作成

までの一連の作業ができるために、仕事に専任できる調査

員、発掘経験のある調査補助員、固定作業員、事務職員と

資料整理室、資料保管場所などの施設と必要経饗があらか

じめ準備されていなければならない。しかも、埋蔵文化財

の場合は地上観察をいかに正確に行なったとしても、規模

が大きかった

り、遺跡の性髄

が複雑であった

りして澗査期間

がのびること力

多く、予算も叫

初より琳額され

なければなら

ず、3カ月の発 住居跡

棚が何年もかかってしまった例もある。

閥陪梗遺跡は、調査対象の7地点遺跡の発掘予定面積力

25.916m§という広大なものであったが、造成事業が8月

からはじめられるということで、ほとんど準備期間もなく

発掘にかからなければならなかった。

埋蔵文化財の発掘調査、ことに行政発掘の場合しっかり

した行政指導と組織、体制がなければ、形式的な調査に終

り、記録保存の意義すらあいまいになりかねない。

4月から10月まで半年間のながかった発掘調査を終った

とき、延7千人におよぶ参加者と側面から協力された方倉

の緋の恩恵ほど婚し〈感じたことはなかった。

3．発見された集落

遺跡が分布していた丘陵の西側が旧海岸線にあたる。こ

こには数千年もの間にわたってどのような人間が、どんな

生活をしていたのだろうか。耕作によって撹乱された地層

を取り除き、し､くつかの火山灰層などを調べて掘り下げて

いくうちに、沢に投げ捨てられた土器片の山やいろいろな

形をした竪穴住居跡、管玉や土器を副葬した墓城などが、

つぎつぎに発見された。梢円形の竪穴住居、駒形をした基

角形の竪穴住居、隅丸方形の竪穴住居など時代によって異

る住居の形式が見つかり、これまでに明らかでなかった先

住民族の家の織造もはっきりした。ことに五角形の竪穴住

居跡群は、北海道ではじめて全貌があかるみに出たもの

で、南の方向性をしめしていて、住居壁の内側にならぶ柱

穴、河原石を丸形や方形に配列した炉跡も一定の規則性を

もってし､る。また、火災にあって焼け落ちたままの屋根の

炭化材も、いまC-14の年代測定と材質の鑑定がおこなわ

れている。山秋された発掘資料が博物館の一室でつぎつ三

に雛理されているが、これからいろいろなことがわかって

くるにちがいなし､。

（学芸員：千代肇）
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（入館料）第7条博物館及び博物館五稜郭分館の入館料

は、次の各号に掲げる額とする。

ただし6歳未満の者、市内の学校の学生、生徒、および
児蹴で教員等の引率する者、ならびに市長が必要と腿める
者の入館料は、無料とする。
（1）一般1人10円

｢市立函館博物館入館者の

動向と日曜日の無料化」

概記の図表によっても知られ

るように、昭珊胤0年までは、本

館が未完の状態であり、昭和30

年五稜郭公閲内に開館した「五

稜郭分館及び明治時代に創立

した函館公側内の民族館一

水産館と、この3館の入館

醤を、また分館において毎年開

附してきた特別展の入館者数を

加えた合計･の数字をグラブによ
って示した。

塾
塾
型

（2）学生、生徒、児童1人5円

（3）10人以上の団体前各号の2割引の額

2．博物館郷土資料館の入館料は無料とする。
3．第1項に掲げる入館料を納めた者に対しては、発行当

R限り有効の各館共通観覧券を交付する。

4．第1項の規定にかかわらず、博物館における日附日の

入館料は無料とする。
5．第1項および第4項の規定にかかわらず、特殊な博物

館資料を展示する場合においては、市長の定める入館
料を徴収することができる。

附則この条例は昭和47年4月1日から施行する。

以上。博物館法第23条の規定によると、「公立博物館に

入館料、その他の博物館資料の利用に対する対価を徴収し
てはならない。但し、博物館の維持運営のため、やむを得

ない3噸のある場合は、必要な対価を徴収することができ
る」と定められている。

したがって市立函館博物館の入館料もまたこの点に根拠
を求めたもので、全国の公立博物館の9割以上が有料とな
っている。しかし学校教育などに果たす博物館の役割等を

考慮し、いわゆる教育課程の一環として博物館を利用する
際は条例上明確に免除規定を設け、利便に供しているので
ある。

さて、今回の日曜日の無料化については、社会の高度化
複雑化に伴い､ウイークデーに社会教育機関を利用し､自乞
教養を高めることなどは、事実上不可能になつきている。

このことによって35年～40年の入館者数が、幾らかずつ
延びてきていることが知られる。

昭和41年に本館が開館、それによって民族館、水産館の

2館が閉館、その頃から本館、分館共に入館者数が多くな
ってきた。

特に分館の場合、函館市内の観光コースに入っている、

函館市民のベッド顔ウンが近年五稜郭公園付近に多く建て
られてきた、厳どの事梢によって、その入館者の増加が年

を追うごとにめざましく、例えば年間の一殻入館者数が

41年の40,136人に対し46年には89,752人という倍以上の延
び率となった。

ところが本館は42年をピークとして下り坂になってきた
ことをグラフは示している。このことにつし､て考えられる

ことは、分館とは全く対照的に、本館の入館者の殆んどが

観光審ではなく、ノミ半が函館市民であったところ､その住民

か東部の11,ﾔ、花側、駒勘などの各町、北部の五稜郭町、

auiiiii内方面等に移励してし､ったために、西部地区の人口
が急激に減少してし､ったこにその原因があるようだ。

それで、この減少に対応する対策として試みられたの

が、水館における日'1M日の無洲上である。
では、ここにおいてMi雌日の無料化についての経過を述

べてみたいC

l*物館の入館料については、博物館（本館）における日

m11の入館料の無料化及び規堤の整備を理由として、市立

函館博物館条例(昭和27年5月28日函館市条例第20号)の一

部改正を行ない、昭和47年4月1日から次のとおりとした
入者館の推移

特別展の内訳
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函館市の場合などは、先きにも説明したようにその住宅

地が、土地に余裕のある隣りの畑田市及び函館市の東部と

北部に移り、博物館（本館）のある函館Ill雌の西細也区は
それとは反対にさびれて足を運ぶ市民か年々少なくなって

きている現状である。

この際、一般,1)民はもとより、広い範囲にわたって近在
市町村の人々に博物館を開放してその利便に供し、博物館
というものに対する認識を深めてもらうこと、文化財がい

かに重要で、大切であるかを理解してもらおうとするのが

日雁日の無料化の主旨である。

五稜郭分館についてはグラフによっても知られるよう

に、近年観光群等の入館者瑚加がめざましく、日曜日を無
料化にすること脚体が、他の入館者に迷惑を及ぼすおそれ
があり、また五凌郭分館の受入体制等の那傭もあるので、

博物館（本館）の推移を見守りながら、検討していかねば
ならないだろう。

さて、このたび本館の日剛日の無料化を実施するに際し

全国の公立博物館の無料同等の実態調在を行底い。93の各
博物館、美術館、郷土館などに問い合わせた結昇、7畷の
回答を得た。それによると各館の事情はまちまちであった
が、期間及び対象を限定して無料化にしていることが知れ
た。例

①……こどもの日の無料

網走市立モヨロ貝塚館、網走市立郷土博物館、旭川郷土
博物館、福ﾉトI肘立歴史博物館、秋田美術館、仙台市立天文
台、その他数館。

②……毎月第211m11の無料
豊田市郷土資料館。

③……70歳以上の老人無料

仙台市博物館、岡山県井原市田中館、飛騨晃傭村、大垣
城郷土博物館。

④……毎月節3日暇、の無料
広島県編山li)立隔山城博物館。

③……港まつり、子供のli、新入学児液の無料
室蘭市青少年科学館

博物館日誌抄（47.9.1～47.11.30）

47．9．1第14回北海道文化集会一行来館（賛料館）
2市民i撒鯉（植物）|卿催（本館）
3利休正伝宗偏流宗夢会茶会か杉花亭にて開催

（本館）

16札幌文学倣歩の会更科源蔵氏ほか2名来館
（分館）

19全I罰博物館大会（札幌市）が側雌される。3名
参加

22科学教室開催（分館）
22全国博物館大会参加一行20名が本館、分館を見

学

22奈良国立文化財研究所岡幸二郎氏来館（本館）
22函館市千代田小学校母の会一行30名来館

（溌料館）
24棚模膜市国内研修喉11名館内見学（本館）
27青森ill社会学級吃.-.I)名館内見学（本飢）
;;i)東北学院大学博物館学職座受l1脚'上・行4名来館

（木館、賛料館）
io.i;i:滴千家沈不向会茶会が杉花亭にて朋仙(本館、

7北海道放送、幻の共和国電製作のため来館
（分館）

11博物館資料の曝涼、24pまで（3館共）
12太平洋北区栽培漁業木調査のため館長青森県へ

出張

⑥……市内の小中学生20名以上の団体、身体傷害者、老人

手帳所有者の無料

鎌倉国宝館

以上のような公立博物館の動向を知ることができた。

博物館郷土斑料館は、昭和44年11月に開館、という年月

の浅いこともあって、開館当初からすでに年中無料化を美

施してきたが、現在のところあまり変化がなく、入館者数
も本館、分館に比較してはるかに少なく、現在その対策と
して市のパンフレットに載せることや観光案内板に加えて
もらうべく計画をたていま実施中である｡(主事：森川覚）

入館者
昭和47年度常設展示
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市民織礎（植物）開催（本館）
元遊雛会談員の会一行21名館内見学（本館）
千歳市公民館運営委員一行15瀦館内見学(本館
道南の歴史を学ぶ会」一行24名館内見学
（木館）

勉田li『本町児童記名館内見学（本館）
科学教室開催（分館）
西愉便（流通セン少一用地）遺跡発掘資料の離
理IHl始（本館）
函館楽焼同好会土か楽焼展開雌、7口まで
（本館）

爽千家流淡交会茶会が杉花亭にて開催（本館）
箱館戦争関係資料の調査II'形市、秋田市等）
市民総座（植物）開催（本館）
函館市内埋蔵文化財対策調査、18日まで(本館
箱館戦争関係資料の調査（桧山郡江差町、爾志
郡乙部町）

埼玉雌戒博物館長吉田金一氏視察のため来館
文化総演会聞雌本館）
レリーフ巧芸画102点脳塁式か市民会館にて鮒
州、仰物館に搬入
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