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■文化遺産：2004年7月現在、世界遺産条約により登録された世界遺産788件のうち、顕著な普遍的価値を有する
記念工作物、建造物、遺跡（文化的景観を含む）とみなされた583件が文化遺産として登録されている。

『文化遺産の世界』は文化遺産をとりまく環境がより良いものになることを願って発行している季刊誌です。

今や、遺跡活用に「観光」は無視できない要素。

特集「観光考古学」第２弾では、

小誌主催のシンポジウムからの話題に加え、

遺跡の経済効果や遺跡公園が

賑わうための課題を考えました。
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シンポジウム「観光考古学」

「日本の遺跡の活用と観光を考える」をテーマと

して、2005年10月１日に都内で開かれたシンポジ

ウム「観光考古学2」を取材した。考古学者の中

には、「観光」という言葉を聞くだけで拒否反応を

示す方が少なくない。「観光」という言葉に、「遊

び」や「物見遊山」「金儲け」といったニュアンス

を読み取り、「学びの場」であり「一種神聖な場所」

である「遺跡」にはそぐわないという印象をもつ

からかもしれない。しかし、最近は体験学習型の

観光も流行しており、たくさんの人に来てもらう

という目的を考えれば、「観光」の視点から遺跡を

考えることは、今後ますます重要になってくるこ

とは間違いない。この催しも、そうした問題意識

から開催された企画だったと認識している。

シンポジウムは、「観光考古学」の提唱者である

立正大教授の坂詰秀一氏を座長として、７人の識

者がそれぞれの立場から発言、活発な議論が展開

された。国立歴史民俗博物館教授の広瀬和雄氏は、

「史跡公園は、史跡のある公園くらいのイメージで

考えて、バレーボールでも散歩でもできるような

形にすべきだ」と、考古学者としては極めて柔軟

な考えを示した。また、文化庁記念物課主任文化

財調査官の小野健吉氏は、史跡整備の条件として、

q壊さない（遺跡の確実な保存）wウソをつか

ない（正確な情報に基づいた整備）eさびれさせ

ない、の３つを挙げ、リピーターを確保できる取

り組みの必要性を訴えた。

一方、観光文明学を専門とする国立民族学博物

館の石森秀三氏は「遺跡の観光を実現するには、

考古学者だけでなくマネージメントの専門家が参

加しなければならない」とし、観光業界を代表し

て出席した財団法人日本交通公社常務理事の林清

氏も「遺跡の見せ方にもっと工夫が必要」と苦言

を呈した。まちづくりのコンサルタントとして実

績のある新潟大経済学部助教授の澤村明氏が、青

森県・三内丸山遺跡や佐賀県・吉野ヶ里遺跡など

による経済波及効果を試算してみせ、過度の期待

を抱くことに警鐘を鳴らしたことは非常に興味深

かった。

シンポジウム
「観光考古学」から考える

Reflecting on the symposium “Archaeology and Tourism”

●

特集

観光考古学
2
● 片岡正人 text : Masato KATAOKA

広瀬和雄
（国立歴史民俗博物館）

浦田啓充
（国土交通省）

小野健吉
（文化庁）

石森秀三
（国立民族学博物館）

2005年10月1日、東京・千駄ヶ谷の津田塾ホール会議室で開催された
小誌創刊5周年記念シンポジウム「観光考古学2」。座長およびパネラ
ーと会場の様子。シンポジウムの記録集は3月末に小社から発行予定。

新東晃一
（鹿児島県立埋蔵文化財センター）

澤村　明
（新潟大学）

林　清
（財団法人日本交通公社）

坂詰秀一
（立正大学）

Most archaeologists are 
allergic to the term “tourism”,
however the issue is probably
getting a crucial one to 
consider for the future of
archaeological sites. 
The conference “Archaeology
and Tourism” that took place
on 1st October 2005 in Tokyo 
provided an interesting place
for discussing the issue from
different standpoints.
As the relation between those
presenting historic sites and 
visitors can be compared to
that between “producers and 
consumers”, it is essential for
sites to be “used” for the 
enjoyment of a great number of
people, and increasing the
public in general is the 
foremost priority.
Then, how to present these
sites to visitors? This should be
done with care for the 
character and impact of the
site, and may involve very 
different solutions from one
place to another. 
Still, archaeological and 
historic sites should be a place
where people can come in
touch with history at the same
time as enjoying a natural 
environment.
With such a goal, planning
should involve not only the
sites themselves, but also the 
education of a public receptive
to history and culture. It is 
important for sites to be 
understood, in the first place,
as a symbol of local identity.

Abstract
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「遺跡公園：生産者」対「見学者：消費者」

議論を聞きながら思ったのは、遺跡を提供する

側と遺跡の見学者との関係は、「生産者」と「消費

者」の関係に似ているということである。生産者

は常に消費者のニーズを意識していなければいけ

ないし、消費者は生産者が提供する「商品」を味

わえる賢さをもたなくてはいけない。生産者は消

費者に本物のサービスを提供する立場であると同

時に、消費者を育てる努力もしなくてはならない。

消費者は商品をよく勉強し、よりよい商品を提供

してもらうために、鋭い突っ込みを入れなければ

いけないし、提供されるものが良質であれば、そ

れなりの対価を支払う覚悟がいる。両者の関係が

うまく循環してこそ、遺跡は生きてくると言って

も過言ではないだろう。

近年、三内丸山遺跡や吉野ヶ里遺跡など、観光

地として認知される遺跡が出現してきたことか

ら、全国の自治体で遺跡を何とか観光地の一角に

組み入れたいという心理が働いているような動き

がみられる。多額の金をかけて整備した史跡公園

であるなら、なおさらであろう。しかし、史跡整

備は遺跡を観光地とするのが目的ではなく、多く

の人々に「活用」してもらうことが第一義のはず

である。都市公園をイメージしてもらえれば、わ

かりやすい。そこは、税金を投じて整備したとこ

ろだが、市民は日常的に休息や散歩などに利用す

るだけで、金を落とすわけでもない。つまり、観

光地でもなく、経済効果があるわけでもないのに、

多くの利用者があることで、存在価値のあるもの

として認知される。だれも、税金の無駄遣いとは

思わない。

広瀬氏の指摘するように「史跡公園」はまず

「公園」であるべきだろう。自治体の埋蔵文化財

関係者や考古学者は、せっかく発掘したのだから、

その成果を目にみえる形で復元したいと望む。し

かし、とくに住宅地にある小さな遺跡の場合、中

途半端な柱を復元したりして、せっかくのオアシ

ス空間としての利用価値を損なっているケースが

少なくない。

数年前に訪れた京都府城陽市の正道官衙遺跡

は、一部建物の柱が復元されていたが、広い何も

ない空間が確保されており、少年たちがサッカー

に興じていた。まずは、それでいいのではないか。

100人のうち１人が、立ち止まって説明版を読んで

くれる人がいてくれれば。訪れる人の母数を増や

すことが今は先決であり、観光地になりうる遺跡

なのかどうかを見極め、立地のほか、遺跡の規模

や内容に見合った整備をすることが重要だろう。

古墳公園の見せ方

古墳は、立体的構造物としてその姿を今にとど

めている日本でも数少ない遺跡である。観光客の

多寡は別として、観光地になる可能性を秘めた遺

跡と言っていい。その見せ方は様々であるが、近

年は発掘成果に基づいて、葺き石を張り付けた築

造当時の姿を復元しているところが少なくない。

神戸市の五色塚古墳が嚆矢で、長野県・森将軍塚

古墳、広島県・三ツ城古墳などが、その代表だろう。

古代の生活の復元が遺跡発掘の主たる目的なの

だから、こうした復元整備は非常に価値のあるこ

とだと思われる。復元すると、それまで目にして

いた古墳の姿からは想像もつかなかった「人工的」

な構造物が、そこにいきなり出現するわけで、古

墳の歴史にあまり詳しくない一般の市民にとって

は意外性があるだろうし、その巨大さも観光資源

としての要素となるだろう。しかし、遺跡とは古

代の生活そのものではなく、そこに降り積もった

歴史も含めての存在であり、すべてがそうした復

元をすべきではない。そういう意味では、松の立

木が美しい栃木県の上侍塚、下侍塚古墳や、形は

崩れているが、岩手県の角塚古墳などにも魅力を

感じる。そういう感性の持ち主にも配慮しつつ、

わかりやすさも追及した、半分葺き石復元、半分

芝を残した奈良県のナガレ山古墳のようなユニー

クな例もある。

古墳群の場合、当時の姿に復元するのは、一基

にとどめ、残りは全く手をつけないで残したり、

手を入れるとしても、下草を伐採したり、遊歩道

を整備するにとどめたい。古墳は現代に残された

自然の空間という意味合いもある。歴史に触れら

れると同時に、自然にも親しめる空間として生か

す必要があるだろう。

京都府城陽市正道官衙遺跡庁屋。周辺には広場があり、子供たち
が遊べる。photo：片岡正人

正
道
官
衙
遺
跡
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目指すは「観光地」ではなく

「遺跡を楽しめる市民」の育成

先に、100人のうち１人興味をもってくれれば

いいと書いたばかりだが、やはりファンを２人、

３人と増やしていくことも考えなくてはいけな

い。それは、遺跡の見せ方の工夫ももちろん必要

だが、地域住民のひとりひとりが遺跡を地域の財

産として意識できるような誘導が必要となってく

る。

その成功例が北黄金貝塚（国史跡）を中核に、

縄文文化をアイデンティティーのコアとしたまち

づくりを進めている北海道伊達市だろう。伊達市

は、2001年７月に行政と地域が一体となって開

催した「縄文フェスタ」に人口の倍にあたる６万

人の参加者を集めた盛り上がりをまちづくりに生

かそうと、官民協働で「縄文をキーワードとした

まちづくりプラン」を策定した。その目玉として

掲げた市噴火湾文化研究所が2005年４月に発足、

文化財保護だけでなく、“経営コンサルタント”

としての役割を果たしながら、地域住民へ様々な

プロジェクトを提案し続けている。

市内には、北黄金貝塚を舞台としたボランティ

アが２団体、市開拓記念館にも２団体あり、市噴

火湾文化研究所などと連携して、まちの文化振興

や経済振興を目指し、様々な活動に取り組んでい

る。北黄金貝塚を訪れる観光客は、三内丸山遺跡

などと比較すれば、そう多くはない。しかし、地域

のアイデンティティーの象徴として市民にとって

森将軍塚古墳全景。発掘調査で判明した築造当時の姿を忠実に復元して公開して
いる。
photo：長野県千曲市教育委員会

上空から見た栃木県上侍塚古墳。古墳に広がる松林は江戸時代に水戸光圀公が古墳保護の目
的で植えさせたもの。
photo：栃木県立なす風土記の丘資料館

上）上空からみたナガレ山古墳。葺き石と芝で半々に復
元されている。
下）埴輪列は幅広い年令層の市民120名余りの協力を得
て復元。
photo：奈良県河合町教育委員会

森
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ガ
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墳

はなくてはならない存在となっている。遺跡に期

待するものは、観光による経済効果ではなく、ま

ずこの点であるべきだろう。しかし、これが最も

難しい問題であることも確かである。

ここ数年の市町村合併により、地域の文化遺産

である地名がいとも簡単に捨て去られてしまうの

も、貴重な歴史的建造物が経済効率に合わないと

いう理由で取り壊されてしまうのも、遺跡を訪れ

る人が少ないのも、みな地域の歴史や文化に関す

る教育をおろそかにしていることが背景にある。

かつて、そうしたことは地域社会で生活する中で

自然に身につけていったものだが、今は学校教育

に大きな期待がかかっている。

遺跡を提供する「生産者」がいくら頑張っても

The world of cultural heritage Vol.20 2006

限界がある。「消費者」が育つ教育の復活が求めら

れる。100年がかりの仕事となるが、日本の文化

の停滞を克服するためには是非とも必要なことだ

ろう。

遺跡を観光地にすることを目指すのではなく、

遺跡を楽しめる国民を育てること。それが「観光

考古学」の目的であるべきだと考える。

●かたおか・まさと
読売新聞東京本社文化部記者。1963年、北海道生まれ。東京都立
大学人文学部卒。国内外の文化財関連の取材に携わる。著書に
『現場取材、信濃の古代遺跡は語る』『市町村合併で「地名」を殺
すな』、共著に『義経残照』『近代化遺産ろまん紀行』など。

北
黄
金

貝
塚

5

北黄金貝塚の公園内の様子。豊かな自然に抱かれるように
復元住居がたたずんでいる。
photo：北海道伊達市噴火湾文化研究所



6 The world of cultural heritage Vol.20 2006

はじめに

観光資源としての遺跡あるいは歴史遺産を考え

る場合，議論の出発点として、はたして既存の遺

跡に経済効果が存在しているのかどうかの具体的

な検証が必要である。ところが日本国内では，佐

賀県吉野ヶ里遺跡に経済効果があったとして「吉

野ヶ里効果」という言葉が流布したものの、実際

に何らかの経済的な数値が実証されたことは皆無

に近い。

「吉野ヶ里効果」として公表された内容も、佐賀

県の遺跡調査・用地買収費用を主に、土産物販売高

などを積み上げた金額であり、精査が必要であっ

た（参照、『文化遺産の世界』第14号）。

今回，『文化遺産の世界』で「観光考古学」特集

第２弾を組むにあたり、国内の縄文遺跡３カ所で

来訪者にアンケート調査を行うことで、遺跡来訪

者の消費行動などを把握し、遺跡の経済効果の推

計を試みた。本稿では、その概要を紹介し、はた

して遺跡に経済効果が存在するのかを検討する。

調査の概要

国際航業社から遺跡管理者に依頼し、下記の要

領でアンケート調査を行った。

本稿では、上記の調査について、三内丸山遺跡と

御所野遺跡での結果を紹介し、その経済効果につ

いて考察する。

三内丸山遺跡来訪者の消費行動

三内丸山遺跡への来訪者アンケートの回答から

見られる特徴は、以下のようなものであった。

１）全国的に見学者を集めている

今回のアンケートでは、回答者人数で86.15％

が青森県外から、居住地で見ると長崎・鹿児島以

外の45都道府県からの来訪者であり、ほぼ全国か

ら見学者を集めていることがわかる。ただし平成

12年度に同遺跡で採取したアンケートでは、県外

客は79.41％であったから、夏休み期間で県外客

が多かったと類推される。

２）リピーターは少ない

三内丸山遺跡への訪問が２回目以上というリピ

ーターは少なく、人数比で81.51％が初めての来

訪であった。ただし、県内からの見学者は

61.36％が２回目以上であり、県外からの見学者

では初めてというのが88.6％と対照的である。

また、三内丸山を主目的として来訪した者は全

体の28.49％であり、多くの者が十和田湖など青

森を含めた東北地方を旅行する中で三内丸山遺跡

も見学しているようだ。もっとも、三内丸山が主

目的であって何度も訪れているという回答も、県

内のリピーターの62.75％、県外からのリピータ

ーの26％となっており、根強いファンの存在がう

かがわれる。

３）県内客は日帰り、県外客は２泊以上

旅行日数で見ると、県内客の60.2％が日帰りで

あるのに対し、県外客では２泊３日が40.25％、

３泊以上が39.58％と多くが宿泊を伴なう。当然

ながら、青森から遠い地方からの来訪者のほうが

宿泊数が多い傾向にある。宿泊地として、青森県

内での宿泊という回答が多いが、宿泊数が増える

につれ県外での宿泊という回答が増え、上記２）

での「東北地方を旅行する」という推測を裏付け

ている。

遺跡の経済効果：
2005年 夏のアンケート調査の結果から
About economical effects of archaeological sites

●

特集

観光考古学
2
● 澤村　明 text : Akira SAWAMURA

This paper discusses the real
economical effect of 
archaeological sites, drawing
on results from questionnaires 
collected during the summer of
2005 at two archaeological
parks of the Jomon period in
Japan: Sannai- Maruyama
(Aomori prefecture) and
Goshono (Iwate prefecture).
For these sites, the economical
effect has been evaluated in
consideration of the consumer
behaviour of visitors (where
they come from, if they are
staying overnight in the area,
how much they spend, whether
they intend to come again,
etc.). Analysis showed that the 
economical effect of 
Sannai-Maruyama amounts to
1,140 million yen 
(approximately 1.55% of the
estimated total consumption in
tourism for Aomori prefecture),
and that of Goshono amounts
to 1 million 70 thousand yen.
These figures, linked with local
benefits from the 
tourism-industry, allow us to
evaluate the sitesʼ real 
economical effect in their
regional context.
Results underline differences
in the characters of sites as
being rather national or 
regional, and enhance the
importance of the image of the
site when considering future
prospects.

●調査地

１）三内丸山遺跡（青森県）

２）御所野遺跡（岩手県）

３）真脇遺跡（石川県）

●調査方法：留置式アンケート

●調査期間：2005年7月1日～8月21日

●収集票数

１）三内丸山遺跡：925票（有効票917）

２）御所野遺跡：315票（有効票315）

３）真脇遺跡：42票（本稿末で説明）

●質問項目は以下のとおり。

来訪者の居住地、人数、何回目の見学か、

旅行の主目的地、他の立ち寄り先、旅行日数、

宿泊地、支出金額、再見学意向、自由意見

Abstract
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４）支出金額

一人当たり支出金額は県内客と県外客で大きく

異なる。県内客の一人当たり消費金額は，平均

7,490.43円、中央値が3,250円である。標準偏差

などから、少数の高消費者に金額が引っ張られて

いることがうかがわれる。県外客は同様に、平均

58,020.63円、中央値が50,000円である。こうし

た場合、経済効果などを考える際には中央値を用

いるほうが安全である。

費目別に中央値を見ると、一人当たり交通費が

県内客1,000円、県外客20,000円であり、土産費

が県内客2,000円、県外客10,000円、飲食費が県

内客4,000円、県外客15,000円、宿泊費が県内客

10,000円、県外客30,000円である（アンケートの

性質上、無回答とゼロ円の区別が付かないため、

上記の一人当たり支出金額とは合わない）。

５）再見学の意向

三内丸山遺跡を再度見学したいかという質問で

見ると、県内客のほうがリピーター指向が高い。

また初めての見学者よりもリピーターのほうがリ

ピーター指向が高く、どこかのついでに寄った者

よりも三内丸山を主目的とした者のほうがリピー

ター指向が高い。

三内丸山遺跡の経済効果

上記の調査結果から、三内丸山遺跡の経済効果

を推計してみよう。遺跡の見学者数として直近の

数値は、平成15年度の478,165人というのが判っ

ているため、15年度の各種データを用いる。

単純に推計すると、この人数に12年度の県内

客・県外客の比率を按分し、それぞれに一人当た

り支出金額の中央値を掛け算すれば「三内丸山来

訪者が支出した金額」が出てくる。約193億円とな

る。ただし、これは日本全国での支出金額になる。

もう少し厳密に計算するために、いくつかの前

提を考える。まず県外からの来訪者による支出は、

必ずしも青森県内での消費とは限らない。また、

三内丸山があろうとなかろうと青森県を来訪した

であろう者による消費は、三内丸山遺跡を保存し

たことによる経済効果とは見なせない。

よって、まず県内客の消費は全て青森県の地域

経済に寄与しているとし、県外客の支出について

は、費目によって青森県内での消費と見なせるも

ののみ取り上げる。具体的には、交通費は全額県

外支出と見なし、土産費は全額青森県内での支出、

飲食費は半額、宿泊費は県内宿泊分（82.69％）

を考慮する（ただし上記のように費目別と全体で

合わないので、費目別の中央値を一人当たり消費

金額で按分した金額を用いた）。その上で、三内

丸山遺跡を主目的とした人々だけの経済効果を考

える。

具体的に計算すると、県内客分は約３億２千万

円、県外客が約107億１千万円となり合計約110

億３千万円となる。

そのうち、「三内丸山を主目的」と答えた人数

割合で見ると、県内客が48.96％（うち71.7％は

他に立ち寄らない）なので約１億６千万円（うち

１億１千万円が三内丸山のみ）、県外客が25.26％

（うち38.01％は他に立ち寄らない）なので約27億

５百万円（うち10億３千万円が三内丸山のみ）と

なる。

よって、三内丸山遺跡保存による経済効果は平

成15年度では、約28億６千万円であり、そのう

ち約11億４千万円が「三内丸山遺跡だけを見に来

た人による経済効果」といえる。

同年の青森県における観光消費推計額が1,848

億円であるから（同年の観光客入込数は4831万

人）、ほぼ1.55％にあたる。

なお、三内丸山遺跡の維持管理費は人件費を含

めて年間３億円程度ということであるので、初期

投資を終えた今となっては、遺跡単体の維持費と

地域への経済効果を考えると、かなり良好なパ

フォーマンスということもできよう。

御所野遺跡来訪者の消費活動

次に、岩手県北部の一戸町に所在する縄文遺跡

である、御所野遺跡の調査結果について紹介する。

ただし、調査の概要は上記三内丸山遺跡とほぼ同

様であるので、三内丸山遺跡と対比して異なる点

を中心としたい。

１）見学者は地元中心

アンケート回答者のうち、岩手県内居住者が

78.57％を占める。さらに隣接する青森県からの

来訪者を足すと全体の85.91％となるほか、県外

青森県三内丸山遺跡のアンケート結果から

県内・県外および旅行日数別一人あたり支出金額（ただし、県内客で1泊2日と2泊3日で
金額が逆転しているのは、サンプルが少ないためである＝1泊2日が２票、2泊3日が4票）

県内客
種　別

平均 中央値 平均 中央値

4,808.26 2,500.00 10,487.15 6,733.33

12,625.00 12,625.00 27,613.66 24,642.86

10,274.17 8,000.00 55,444.19 50,000.00

24,861.11 21,250.00 73,917.88 70,000.00

日帰り

1泊2日

2泊3日

3泊以上

県外客

単位：円
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からの来訪者も東北地方が50.28％、関東地方か

らが30.62％であり、ほとんど東日本からの来訪

者によって占められている。

２）三内丸山遺跡よりリピーター率は高い

来訪者全体では44.79％が２回目以上の見学で

あり、特に岩手県内居住者は51.77％がリピータ

ーである。三内丸山遺跡との対比でいえば、地元

客が多いためにリピーター率が上がっているので

あり、三内丸山の県内客リピーター率と対比する

と違った結果となる。

また御所野遺跡が主な目的地と回答した割合が

67.62％である。ただし、御所野遺跡は遺跡公園

として整備された中で、講習会などの会場として

も用いられているため、純粋に遺跡見学のために

訪れているとはかぎらない。来訪目的としては

「遺跡公園内の散策」と答えた回答数がもっとも

多かったが、体験学習、イベントと答えた回答も

少なくなかった。

御所野遺跡以外に立ち寄るところがあるかどう

かは、県内客と県外客で違った傾向が見られた。

県内客他に立ち寄るのは40.88％であるのに対し、

県外客の78.11％が他にも立ち寄るところがある

と答えている。

３）旅行者の多くは日帰り客

旅行日数を見ると、県内客では76.72％が日帰

りであり、県外客は日帰りが29.05％、１泊２日

が32.09％、３泊以上が31.08％であった。ただし

県外客のうち青森県からの来訪者はほとんどが日

帰りである。

このように、御所野遺跡は近隣居住者が遺跡公

園来訪を主目的として訪れるケースが多い、とい

うことが推測できる。

４）支出金額

一人当たり支出金額は，県内客が平均1,964.12

円、中央値571円であり、県外客の平均が16,935.34

円、中央値7,500円となっている。ともに標準偏

差や分布を見ると、金額の高い側にばらつきが大

きい。

費目別に中央値を見ると、一人当たり交通費が

県内客2,000円、県外客10,000円であり、土産費

が県内客1,000円、県外客5,000円、飲食費が県

内客1,500円、県外客10,000円、宿泊費が県内客

０円、県外客7,500円である（アンケートの性質

上、無回答とゼロ円の区別が付かないため、上記

の一人当たり支出金額とは合わない）。県内交通

費以外は、おおむね三内丸山遺跡より小さい。

５）再見学意向

アンケート回答によると，「ぜひ、また見学し

たい」が55.72％、「ついでがあれば」が34.32％、

「何かが変わったら」が9.96％で、「もう見たくな

い」という回答はなかった。「何かが変わったら」

という回答の具体的記述を見ると、イベントを求

昨夏、来場者へのアン
ケート調査を行った青
森県三内丸山遺跡。
photo：青森県文化観
光部

三
内
丸
山
遺
跡

めているようである。したがって、イベントなど

を中心に、リピート率の高い施設と見ることがで

きる。

御所野遺跡の経済効果

御所野遺跡来訪者数は、一戸町の統計によると、

平成12年が8,253人、13年が1,291人となっている

（暦年）。13年の1,291人として、三内丸山と同様

に計算すると、次のような結果となった。

まず、御所野遺跡来訪者による消費金額は，単

純集計では、岩手県内からの来訪者が約58万円、

県外からの来訪者が約207万円、合計約265万円

と推計できる。うち岩手県経済に寄与したものと

しては、県外客が県外で支出した分を差し引き、

約164万円となる。さらに御所野遺跡を主な目的

地とする来訪者による支出金額、すなわち御所野

遺跡保存による経済効果は、約107万円である。

まとめ──全国型遺跡と地元密着型遺跡

今回、同じ東北地方の縄文遺跡２カ所について、

来訪者へのアンケートから経済効果を推計してみ

た。この三内丸山遺跡と御所野遺跡との違いを、

一言でいうと「全国区の遺跡と地元密着の遺跡」

ということになろう。

三内丸山遺跡がほぼ日本全国から見学者を集め

ているのに対し、御所野遺跡はほとんど地元から

昨夏、来場者へのアンケート調査を
行った岩手県御所野遺跡。
1公園内に復元された住居址
2 火おこし体験の様子
3 御所野縄文博物館展示室
4 上空からみた公園
photo：岩手県一戸町教育委員会
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の見学者である。ちなみに筆者の勤務先で文化財

学を受講している学生19名に問うたところ、三内

丸山遺跡はほぼ全員が知っていたのに対し、御所

野遺跡の名前を聞いたことがあるのは２名にすぎ

ず、その二人も所在地・時代は知らなかった。こ

のように、知名度の違いが大きいのであろう。

ただし、調査結果を細かく見ると、御所野遺跡

はリピート率が高く、地域住民にとって身近で立

ち寄りやすい公園と感じられていると見ることが

できる。一方の三内丸山遺跡は、青森ないし東北

観光のついでに立ち寄るところ、というイメージ

であり、それぞれ、そうしたイメージがあるとい

う前提で将来像を考える必要があろう。

なお、今回の調査では、石川県の真脇遺跡でも

アンケート調査を試みたが、回答数が42票、うち

23票が同一グループ（高校生の合宿）という結

果であったために解析に堪えなかった。このあた

りは、何を目的にどのような手段で調査すればよ

いのかという課題を残している。

●さわむら・あきら
新潟大学経済学部助教授。1961年奈良県生まれ。九州大学工学
部建築学科卒業、東京都立大学大学院工学研究科中退、慶應大
学大学院経済学研究科博士課程後期単位取得退学。建築文化振
興研究所、東京都庁、有限会社イーエイティー取締役、（株）ハウ
スジーメン代表取締役を経て現職。一級建築士。専門はまちづ
くり論、NPO論。

1

2 3 4

御
所
野
遺
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「テーマパーク：遺跡公園」と言ったら、驚き

呆れるか、あるいは嘲笑か、お怒りになる方も、

本誌の読者層のなかには多いことと思われる。し

かし本稿は、シンデレラ城の代わりに大型の立体

復元模型や竪穴式住居が並ぶ遺跡のテーマパーク

を開園しようという、まじめな提言である。

この「遺跡」と「テーマパーク」の合体に全く

耳を傾けようとしない人は、おそらく今までにこ

の両者の関係についてなど一度も考えたことのな

い方々であろう。また嘲笑し憤慨される方は、遺

跡は専門家によって造られるものであって、遊戯

施設・観光開発業者などが遺跡の復元や維持に関

与することなどもってのほかだと考えるのだろ

う。しかしこの遺跡のテーマパークという提言も

実は、考古学者がつねづね口にする「遺跡は国民

の財産」という考え方と、全く同じ考え方に根ざ

したものである。

観光歴史学と観光考古学

筆者は、現在、大学の観光関連の学科で「観光

歴史学」という講座を担当している。「観光歴史

学」とは初耳という方も多いと思われる。それも

当然で、歴史学の中にも「観光歴史学」という分

野はないし、観光学においてもまだ体系化された

研究の積み重ねがあるわけでもない。「観光歴史

学」の大きな目的は、過去の観光・旅行現象や現

代に残る建造物や遺跡（観光学ではこれを「観光

資源」と呼ぶが）などを文献や発掘その他の資料

などに基づく考察によって、その本来の姿や意義

などを復元・再構築すること。さらに、現代に残っ

た観光資源をこれからどのように残していくの

か？を考えることである。そのために、今までど

んな考え方に基づいて維持されてきたのか？そし

て現在、維持されているのか？をも考察する。

この「観光歴史学」の目的は、本誌が昨年

（2005年）10月に開催したシンポジウムのテーマ

である「観光考古学」のそれと相通ずるものがあ

る。「観光考古学」は、「観光歴史学」以上に未だ

明確な定義はない。ただそれが「考古学」と「観

光」を融合させたものであることは、その名称か

ら分かる。しかし「観光考古学」が何を目的とし、

どんなことを体系化しようとするのかは不明で、

議論もされていない。それは「考古学」と「観光」

の融合が難しいと考えられてきたからだ。

考古学と「遺跡マネジメント」

ではなぜ難しいのか？「考古学」がそれを拒ん

でいるからである。ここでいう「考古学」とは、す

べての考古学関係者－広く日本の考古学教育をも

含めて－を指すが、たとえば「どこの遺跡に行っ

ても同じような図面と数字が書き並べられてい

て、面白くもなんともない。」といった意見は、

本来ならば考古学関係者が真摯に受け止めなけれ

ばならない批判であるはずだ。この批判は実は皮

肉なことに、現在までの考古学教育の誇るべき成

果のひとつでもある。つまり、日本全国どこの遺

跡に行っても、同じモノサシが考古学研究者の間

で通用し、同時に一般の見学者もそのモノサシを

共有できるからである。しかしこれが結果的には、

訪れる人々にとってはどこの遺跡も同じでツマラ

ナイものにしている。これは、遺跡の「保存」を

第一に考える限り当然のことであり、そして不幸

にして考古学関係者がそれを誠実に行ってきたこ

との結果であった。

考古学者は言うだろう。「どこにでもある遺跡

など存在しない。それぞれが地域固有のものだ。

ひとつとして同じ遺跡はない」と。そのとおりで

ある。だからこそ「どこの遺跡に行っても面白く

ない」では困るのである。一つひとつの遺跡を特

徴のある「面白い」遺跡として残さなくてはなら

ない。そのためには、考古学は発掘・保存・復元

とともに、「活用」にも責任をもたなければなら

ない。遺跡の「活用」をめぐる新しい発想が必要

とされるのではないだろうか。

これは遺跡の「マネジメント」という新しい分

野である。もちろん現在の考古学にはそんな分野

はない。しかしもし「遺跡は国民の共有財産」と

いう基本的な考え方が考古学関係者の間に本当の

テーマパーク：「遺跡公園」

A theme park called “Archaeological Site”

●

特集

観光考古学
2
● 藤井信行 text : Nobuyuki FUJII

A theme park 
– an archaeological site park –
is a project which is proposed
by Tourism Archaeology.
Archaeologists have been 
making great efforts to
preserve archaeological 
sites, but more can be done.
One thing to be done is to 
improve ties with the travel 
and tourism industry.
Tourism archaeology can play 
a leading role in that 
improvement.
Tourism archaeology also 
suggests that the theme parks 
for archaeological sites will 
create new opportunities for 
archaeological preservation. 
Visitors to the parks can gain a
feel for everyday life in different
archaeological ages, and at the
same time participate in 
legitimate, scientific 
excavations and laboratory
work.
In recent years, moreover, 
it is expected that 
archaeologists undertake not
only the preservation but also
the management of 
archaeological sites.
Theme parks for these sites, 
therefore, represent not only 
cultural resources, but tourist
resources as well, which
archaeologists can manage in
a professional manner.

Abstract
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意味で広く受け入れられるのであれば、「マネジ

メント」という分野も、考古学の中で新たに独立

した、しかもこれから重要性がますます増大する

分野として認知されることになろう。そしてこう

した分野は、これから「観光考古学」が担う分野

となるのではないか。

遺跡の「活用」

ではなぜ遺跡をテーマパークにせねばならない

のか？今でも史跡公園や風土記の丘といった形で

保存・活用されているではないか！といった反論

は、当然あるだろう。しかし、現状はどうであろ

う？充分にそれが活用されているだろうか？せっ

かく遺跡公園や付属の博物館として整備された施

設も、小学生が在学中に一度だけ校外授業で訪れ

るだけになっていないか？考古学マニアだけの施

設となっていないか？地元の人々ですら行くこと

のない雑草が生え放題の野原と化していないか？

こうしたこと─つまり校外教育などの教育施設、

見学者のための文化財保存施設、また「地域づく

り」「まちづくり」の核はどれも、かつて遺跡の

保存のために考古学が掲げたお題目であったはず

だ。

さらにまた考古学者は言うだろう。遺跡の保護

のためには充分な公的予算と行政上の保護処置が

不可欠だと。しかし、行政上の保護は尤もだとし

ても、今や国や地方自治体に金銭的に依存するこ

とを遺跡保存の前提とするような考え方は、考古

学自らが遺跡保存の努力を放棄しているのと同じ

ではないのか？単に遺跡を活用するのではなく、

いかに有効に「活用」するか？の努力こそが、こ

れからの考古学が引き受けるべき新しい任務のひ

とつではないだろうか。多少なりとも公金に依存

する以上、施設の活用にも考古学は責任を負うべ

きではないか、ということである。

テーマパーク：遺跡公園

ここに、遺跡の有効な活用の一例として「遺跡

公園のテーマパーク」を創ろうという提言の理由

がある。観光学、特に集客産業としてのテーマパ

ークに関する研究の積み重ねには、ゲストに対し

ていかに効率よく満足感を提供できるかについて

のビジネスヒントがある。たとえば明確な事業コ

ンセプトに基づく設計・整備、交通アクセス、集

客戦略としてのリピーター戦略、遊ぶ・食べる・

ショッピングの３つを充実させて消費を誘発させ

るシステム、新規投資を継続的に行うことによっ

て施設だけでなく組織の老朽化をも防ぐ維持管理

努力、宣伝および刊行物などである。ほかにも、

地域住民との双方向性が重要であることも見逃せ

ない。

ここでケーススタディとして遺跡の規模・整

備・活用の面から吉野ヶ里歴史公園を採りあげて

みよう。吉野ヶ里は史跡公園としてはほぼ完成し

佐賀県吉野ヶ里歴史公園。歴史公園内では様々な体験コースが展開されている。
photo：財団法人公園緑地管理財団吉野ヶ里公園管理センター

吉
野
ヶ
里
遺
跡
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ている。総面積約117haのうち開園されているの

は、まだおよそ半分の58ha（国営公園27ha、県

立公園31ha）に過ぎないが、すでに展示施設、

見学施設、体験・学習施設、研修施設を備えた総

合的な歴史公園である。「古代の原ゾーン」「環壕

集落ゾーン」など4つのゾーンに分かれ、それぞ

れが体験・見学・展示等の役割を分担している。

吉野ヶ里の基本コンセプトは「弥生人の声」を聞

くことである。従って「環壕集落ゾーン」には主

祭殿・物見櫓・竪穴式住居が推定復元され、弥生

時代を体感できるようになっている。また「古代

の原ゾーン」には百人単位の団体から少人数グル

ープまでが楽しめるレクレーションやスポーツの

プログラムも用意されている。

吉野ヶ里歴史公園リゾート

この吉野ヶ里に宿泊施設を建設できないだろう

か。公園を取り巻くように並んだ竪穴式住居をモ

デルにしたコテージ風の客室棟を売り物にするホ

テルだ。景観を考えて、ホテルのロビーやレスト

ランといった機能はすべて地下にしよう。採光の

ために、ルーブルのようなガラスのピラミッドが

あってもいい。また一日ではすべて体験できない

数のイベントを用意する必要がある。子供たちを

対象に、単に火おこしや土器づくりの体験ではな

く考古学の勉強をしながら様々な体験学習ができ

る半日コース、アスレチックの半日コースという

のもあって良い。それも既存のアスレチック設備を

使うのではなく、復元された環壕をアスレチック

コースの中に組み入れ、実際に壕に飛び込み柵を

よじ登るのである。子供たちは大喜びであろう。そ

の笑顔に免じて、多少の破壊には目をつぶろう。ま

た主祭殿を使っての演劇や古代の楽器などを使っ

た音楽のトークショーなども面白い。観光学が指

摘するいわゆるリピーター戦略である。

もちろん社会教育施設でもあるから、ガイドツ

アーの充実、博物館・研修施設などで実際に出土

品の修復・復元を見学し体験できるやや専門的な

コースの設定、さらに現代の考古学には不可欠な

近代テクノロジーの紹介と実践を体験するコース

も実施する。こうしたイベントのインストラクタ

ーは原則としてすべて考古学出身者でなくてはな

らない。子供たちがただ単に壕に飛び込むのでは

なく、この壕の意味を子供たちに教えなければな

らない。同時にインストラクターは、放射性炭素

14年代測定法について説明を求められれば素人

にも解るように説明しなくてはならない。

楽しくなければ人は来ない。立派な復元模型が

あり、貴重な出土品があり、立派な研究成果があっ

ても、人が来なくては意味がない。人が来て、そ

うしたものを見て、じかに手で触れて体感して、

それで楽しいと思えば、リピーターとなってまた

訪れてくれる。政府の「規制改革・民間開放推進

会議」による「市場化テスト（官民競争入札）」の

対象にいずれ国営公園も入ってくることだろう。

平成16年度の数字であるが、年間16.5億円の予算

に対して入園者数は415,000人である。これは4年

前の開園の年の入園者数の三分の二にも満たな

い。観光学が研究の事例としてこれまで取り上げ

てきたテーマパークの破産の例が、そのまま当て

はまる。ここは考古学の頑張り所ではないだろう

か。「テーマパークの遺跡公園」「吉野ヶ里歴史公

園リゾート」、そんなに悪い提言ではないと思う

のだが。

●ふじい・のぶゆき
川村学園女子大学人間文化学部観光文化学科教授。1952年福岡県
生まれ。アメリカイリノイ大学大学院歴史学専攻修士課程修了、
日本大学大学院博士課程後期（歴史学）修了。主に海外の文化遺
産観光の在り方を題材に、歴史学の方法論をもとに観光を理解す
るテーマを研究。専門は近代ヨーロッパ国際関係史、観光歴史学。

「テーマパーク：遺跡公園」
遺跡公園とテーマパークの融合、
それは考古学と観光の共存であ
る。遺跡は観光化によって破壊
されるのではなく、新たに活用
される。同時に観光は、遺跡を観
光資源とすることによって新た
な観光の形態（エコツーリズム）
を発展させる。
画：早川和子
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※国土交通省九州地方整備局　国営吉野ヶ里歴史公園事務所の2005年事業概要（2005年4月発行）より
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自分はリピーターになれるか？

遺跡を整備、公開した直後には多くの見学者が

訪れるが、時間の経過とともに減少し、やがては

開店休業といった寂しい状況を迎えている遺跡も

少なくない。見学者をいかに増やすかは遺跡や文

化財に携わる人々の共通の課題であろう。リピー

ターの育成もひとつの課題ではあるが、実際、文

化財にかかわる関係者にしたところで、仕事以外

の目的で、年にどれくらい博物館や遺跡に出かけ

ているのか、あるいは特定の遺跡公園のリピータ

ーになっているのか、と聞いてみるならばその状

況がよくわかるはずだ。来訪の度に目が肥える見

学者の期待や評価に応え続けるのはそれほど簡単

なことではない。

そもそも遺跡を訪れる見学者の大部分は初めて

訪れる人である。したがって見学者を増やすとい

うことは、常に新たな見学者を開拓することにほ

かならない。リピーターを生み出すためにも、ま

ずは最初の１回目が重要になる。遺跡は日本全国

どこにでもあるが、全く同じものはなく、それぞ

れに個性や特徴があり、地域の歴史や文化を語る

上で欠かすことができないものである。心の豊か

さが求められる現代にあって、遺跡や文化財はそ

れを醸成する重要な要素ともなっている。今こそ

関係者は遺跡の魅力をアピールするための努力を

惜しんではならない。では、そのためには何が必

遺跡公園に新たな見学者を開拓しよう

Let us open up archaeological sites to new visitors

●

特集

観光考古学
2
● 岡田康博 text  : Yasuhiro OKADA

三内丸山遺跡の様々な情報発信の形
c「2005 縄文月間」の告知ポスター。県内外の4遺跡
と共同で計画した。主催は縄文月間推進4遺跡連絡協議
会、後援には財団法人国土計画協会が参加している。
a『縄文ファイル』2005年12月現在で通巻122号にも
なった。発行元はNPO法人三内丸山縄文発信の会。

Increasing the number of 
visitors to sites is a common
concern for all people working
for archaeological and cultural
heritage sites. However, to
keep up to expectations is not
an easy task, especially as
most visitors are coming for the
first time. 
There are yet some keys to
attract them to 
archaeological parks.
First, basic information must be
distributed using different
means, and information 
updated regularly, for the 
public to become aware of the
existence of the site. 
Secondly, efforts must be
made for the site to be 
attractive, as much in terms of
explanations provided, as for
services to visitors or special
events.
Educating volunteers that work
hand in hand with the local
authorities according to the
scale of the site is another
good solution. 
Presenting the different
aspects of “the treasure-box of 
information” that the site has to
offer can draw a varied public
to the site. 
Enhancing hospitality and
attractiveness of the 
surroundings with the site as a
core for the locality is beneficial
both for the site and the local
economy.
But most of all, a clear strategy
leading initiatives is essential
for new visitors to enjoy the
site and come there again.

Abstract要であろうか？ここでは私がかつて三内丸山遺跡

の発掘調査、保存、整備・活用に関わったことを

通じて、経験したこと、実感したことを中心に紹

介してみたい。

まず「知ってもらう」こと、そして情報発信を

続けること。

遺跡に見学者を呼ぶには、何よりもまず、遺跡

の存在を知ってもらうことが第一である。文化財

関係者が思っているほど遺跡の知名度は高くはな

い。たとえ名前は知っていたとしても細かな個別

の情報ともなるとおそらく現実は関係者の落胆を

誘う答ばかりだろう。だから、遺跡の内容はもち

ろん、施設や提供されるサービス、遺跡への交通

案内といった基本的な情報については必ず発信す

る必要がある。しかもそれは見学者の来場の動機

付けになるように、分かり易い表現で紹介されな

ければならない。現在、各地で公開されている遺

跡でも、それがどこにあり、どんな内容で、どう

したらそこに行けるのか、といった最低限の情報

さえ不足しているものが多々ある。しかも情報提

供は恒常的に行わなければならないし、情報の更

新も必要である。また、発信者が誰かを明らかに

青森県三内丸山遺跡の来場者調査で判明した初めて
遺跡を訪れる人の割合。同遺跡の年報をもとに作成。
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することによって情報の信頼度を高めることも重

要だ。ポスター、チラシ、リーフ、インターネッ

トの利用は無論のこと、雑誌等による広告、ＣＭ

なども有効に利用したい。特に発掘調査に関する

情報は見学者が興味関心を持ちやすく、印象に残

るものであるし、遺跡の現状を伝えるものでもあ

る。新たな発見や成果こそが、見学者を遺跡に引

きつける大きな力となるので、工夫して上手に活

用したい。

変化する見学者のニーズを掴め！

次に魅力ある遺跡であるためには、遺跡の特徴

を十分に活かした整備や活用が必要である。特に

活用については見学者のニーズを的確に捉え、そ

れに対応するサービスの提供や体制整備が必要で

ある。見学者のニーズは刻々と変化している。

「見る」から「参加・体験する」、そして「企画す

る」と遺跡の状況に応じて変化していく。その

時々にあった活用が用意されていなければならな

い。活用のために遺跡の破壊や劣化などは論外だ

が、その遺跡にしかないもの、そこだけで見たり

体験できるものは大きなセールスポイントだ。そ

れらを最大限に活用することが大事である。

また、遺跡は必ずしも観光地として整備されて

いるわけではないが、見学者からは観光地並みの

サービスが当然のように要求される。トイレや駐車

場などの便益施設整備は当然のことと考えよう。

体験学習、講座等、最近では活用事業をまとめ

たイベントも多く行われている。これらも対象や

目的を十分に検討しなければならないし、何より

もイベントは継続して行う必要がある。イベント

が地域へ周知、定着するには時間がかかる。それ

が他地域へともなればなおさらである。そして大

事なことは、必ず開催後に評価を行うことだ。問

題点や課題をみつけ、その解消に向けての取り組

みを検討し、次回必ず実践しなければならない。

ともすれば企画する側が心地よい疲労感に酔い、

それを達成感と勘違いして、参加者の率直な感想

を求めなかったり、評価しない場合が実は圧倒的

に多い。主催者の満足ではなく、参加者の満足を

問うものでなければならないことを今一度、認識

する必要があるだろう。

それから、遺跡に関わるボランティア活動も是

非とも育成・活用したい。その際何をするのか、

そのためには行政がすべき事は何かなど、あらか

じめ検討する必要がある。ボランティアは行政を

補完するものではなく、自らの意志に基づく自立

した活動である。そして行政とは役割分担が違う

ものであることを明確にしておかなければならな

い。しかし、あまり活動範囲を広げ、活動量を多

くすると継続が困難となる場合もあるので、身の

丈にあった活動から始めよう。もちろん、ボラン

ティア活動があっても行政の支援が必要な場合が

多いことから、頻繁な意思疎通は欠かせない。

遺跡に関心を持つ人の多くは歴史ファン、考古

学ファンであるが、これらの人々以外にも遺跡に

足を運べるような企画がこれからは是非とも欲し

い。遺跡は多様な情報の宝庫であるから、植物や

動物、芸術、精神世界に関わるものなど歴史的な

情報以外にも、遺跡を楽しむ切り口はたくさんあ

1 その豊かな自然環境を活かして、妻木晩田遺跡で開
催される自然観察会。
2 郷土が輩出した漫画家水木しげる氏の作品のキャラ
クターとともに、遺跡内でクイズラリーを実施。
photo：1、2  鳥取県教育委員会事務局妻木晩田遺跡事
務所
3「御食国（みけつくに）」とよばれた淡路地域で、食
に関する展示。発掘調査の成果からわかった昔の食物
と、現在の淡路の食をボランティアの協力を得て紹介。
photo：兵庫県教育委員会3

1 2

る。それらをできるだけ活用し、しかも質の高い

情報やサービスを提供することが、遺跡への見学

者の間口を広げることにつながる。

地域でみつけよう！遺跡プラスアルファ

見学者は必ずしも遺跡だけを目的としてやって

くるわけではない。遺跡が主役であるが、遺跡の

所在する地域や周辺にも見学者の興味関心を引き

つけるもの、すなわち遺跡プラスアルファを探し

てみよう。遺跡の周りを今一度よく見渡して欲し

い。遠方や他の地域からやってくる見学者に紹介

したいその土地の特色、地域の誇るべき財産が必

ずあるはずだ。そういった情報も提供できるよう

に常に準備したい。そのためにはボランティア活

動が地域のホスピタリティーとして根付くことが、

大きな後押しとなる。地域には有効な人材が隠れ

ている場合が意外と多く、「ご近所の力」も捨てた

ものではない。遺跡だけで収支や損得を勘定する

のではなく、遺跡を核としてその地域全体で見学

者を受け止める視点の転換が必要だ。地域の総合

力をフルに活用したい。遺跡を通してその地域の

文化や風土を知る、そこに暮らす人々の心の豊か

さが感じられるようになったらしめたものだ。

まずは担当者の意識改革

遺跡の魅力を一番良く知っているのは、やはり

実際にその遺跡に携わった人間である。発掘、整

備、活用、あるいは研究で直接関わった文化財担

当者が遺跡の魅力を最も適切に語ることができる

し、良質の情報発信ができる場合が多い。あまり
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遺跡に直接に関わらない、観光や公園サイドの人

間にそれらを望むには無理がある。遺跡の魅力、

関わった自分自身がおもしろかったこと、楽しい

と思ったこと、そして見学者へ感じて欲しいこと

をわかりやすい言葉で語りかける「情報発信」が

必要である。最近自治体の首長自ら、特産品の宣

伝、売り込みを行うトップセールスが流行ってい

るが、文化財担当者も是非、主体的に情報発信を

行う意識改革をするべきである。遺跡の情報や発

掘の成果を広く公開、還元してこそ担当者の責務

を果たすことになると自覚して欲しい。

明確な「戦略」をもとう

遺跡の魅力は現地に立って初めて実感できるも

のであり、インターネット上では味合うことの出

来ないものである。実際、その場に立つことで、

何よりも自分の目線や、自分の感性、価値観で遺

跡を楽しむことができよう。それには多くの見学

者に、まずは遺跡を訪ねてもらわなければならな

い。リピーターを期待する以前に、遺跡に未だ立

ち寄らない人々をどうやって引き寄せるか？今、

必要なのは対象者のニーズを掴む戦略と用意周到

な計画を以って、常に新たな見学者を開拓してい

くことなのだ。

●おかだ・やすひろ
文化庁文化財部記念物課調査官。1957年青森県生まれ。弘前大
学教育学部卒業、青森県埋蔵文化財調査センター、青森県教育
庁文化財保護課三内丸山遺跡対策室文化財保護主幹を経て現
職。縄文時代の固定観念を塗り替えたとして一大ブームを巻き
起こした三内丸山遺跡の調査にあたると同時に、研究成果や情
報発信、市民との交流に尽力。これらの経験から、遺跡公園の
運営により一層の工夫を呼びかけている。

4、5、6 文化財が多く集まる京阪電鉄石坂線沿線
にスポットをあて、講習会と電車を利用した見学を
組みあわせたイベント。写真は集合先の駅に集まる
参加者とポスター、参加スタンプが揃うと、「おお
つ湖都古都（ことこと）文化財マイスター」が授与
される。
photo：4、5、6  滋賀県埋蔵文化財センター

三内丸山遺跡でのお月見の宴。野
外コンサート風景（2005年11月5
日）

4 5

6
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シンポジウム「観光考古学2」に参加した。私

は博物館に勤務しているので、話を博物館に置き

換えながらお聞きした。文化庁の小野健吉さんは

史跡整備の３原則は、q壊さない、wウソをつ

かない、e寂れさせない、だと述べられた。博物

館に当てはめればqは資料の保存・管理、wが

展示品の真贋と展示解説の正確さ、eは入館者の

確保、となるが、eがもっとも難しく、各館はこ

れで四苦八苦している。

結論を先にいうなら「人の集まるところに人は

集まる」のであり、入館者が増えれば、収益増は

もとよりレストランやミュージアムショップの経

営などすべてが好転する。そこで、どうすれば史

跡に人を集めることができるかを考えてみたい。

ディズニーランドに人は集まる

我々の商売敵は東京ディズニーランドである。

ここにアジアからも多くの人がやってくる。きっ

とそこには、各年齢層の「夢、感動、楽しさ、快

適さ」があり、これらを求めて人が集まるのだろ

う。そして、噂が噂を呼び、行列ができる賑わい

となる。行列ができればしめたものだ。待った時

間だけ期待感が大きくなり、多少つまらなくとも、

「すばらしかった、おもしろかった」、という自分

を納得させる心理が働くからだ。

長期間人気を保つもうひとの秘訣は、「大いな

るマンネリズム」にあるようだ。それは期待して

いるものがいつもそこにあり、決して期待を裏切

らないからだ。テレビの「水戸黄門」もしかりで

ある。

ところで史跡は

史跡は無料にもかかわらず閑散としているもの

が多い。史跡は保存を前提とした活用であり、

「壊さない」、「ウソをつかない」ことが基本なの

で、どうしても「静」的な、「楽しむ」より「学

ぶ」空間となりがちである。史跡は多くの人に来

てもらわなくてもいいのではないか、という意見

もあるだろう。保存だけを考えれば、見学者数は

少ない方がいいのかもしれないが、それでは宝の

持ち腐れ。費用対効果の点から次の投資は得られ

ず、史跡は荒れる。

行政は行政にしかできないことはキッチリやる

べきであるが、それにしてもあまりの違いである。

少しはディズニーランドに学ぶ必要があるだろう。

史跡としての水準や環境を維持するにはメンテ

ナンスは不可欠だ。古代ローマ街道は十分なメン

テナンスが行われていたので、今でも使用に耐え、

情報発信を続けている。一方、古代日本の街道は

100年足らずで姿を消した。敷石の道さえメンテ

ナンスをしているのに、土の道にそれを実施しな

かったら、あっという間に草むらとなるのは当然

だ。

つまり、メンテナンスとは、「大いなるマンネ

リズム（水準）」を維持するための手段であり、

新たな価値を付加し、情報発信を続けることだ、

と古代ローマ街道とディズニーランドは教えてく

れる。

地域とともに生きる

国・都道府県レベルの史跡は、新聞記事になる

ような稀な遺跡だ。私は、列島や地域の歴史叙述

を、史跡だけでもできるのが望ましいと考えてい

る。しかし、稀な遺跡だけでは歴史叙述はできな

いので、「どこにでもある遺跡」を残すことが重

要で、この点が今後の大きな行政課題だと思う。

史跡に人を集める　
史跡が人を集める
Bring people to historic sites – Historic sites bring people together

●

特集

観光考古学
2
● 高橋一夫 text : Kazuo TAKAHASHI

How can people be brought to
historic sites? While most sites
are used today as places for
learning rather than enjoying,
with their conservation as main
goal, we must not overlook
roman roads or the 
controversial but popular
Disneyland as examples; it is
clear that people gather in 
well-maintained places which
provide them with “dreams,
emotions, enjoyment, and
comfort”.
Maintenance also goes hand in
hand with the locals: sites
needing investments and
attention are not only major
historic sites, but also local and
“ordinary” ones. Not only do
these serve the local 
community in varied ways
(from a source of benefit to a
refuge in cases of disasters),
they also provide a moving
experience to visitors.
With the public in their 50s and
60s, most inclined to travel for
a moving experience, as the
main target, we must prepare
an organized network of 
information linking 
archaeological sites to other
local resources, and 
guidebooks dedicated to 
different periods of history. 
“The experience was above
expectations.” This is what we
are working for, this is what we
want to hear from visitors to
our historic sites.

人が集まる十カ条
１「人が集まるところに」人は集まる。
２「夢がみられるところに」人が集まる。
３「噂になっているところに」人は集まる。
４「良いものがあるところに」人は集まる。
５「快適なところに」人は集まる。
６「満足の得られるところに」人は集まる。
７「自分のためになるところに」人は集まる。
８「感動を求めて」人は集まる。
９「人の心をもとめて」人は集まる。
10 「自分の存在感を認めてくれるところに」

人は集まる。
※大阪市道頓堀商店街の10カ条　中井政嗣 作。

Abstract

16

史跡は全国区のものだけではない。市町村指定

の小規模のものもあり、同列に考えることはでき

ないが、いずれも地域振興に一役買うことが必要

だ。日本人は出かけると最初にお土産ありきで、

お土産を買わないとどうも落ち着かない。ＪＡや

地元商工会と連携した物産市等も人を集めるひと

つの手段となる。地元に利益をもたらすことは、

史跡への投資増にもつながるのである。

雪国の史跡は足が遠のく冬こそビジネスチャン

スであり、冬にこそ真価を発揮する。雪の中、当

時の衣服を着て、縄文食を食べながら復原住居

（縄文ホテル）で一晩過ごす、と聞いただけでワ

クワクドキドキする。雪という弱点が、雪国でし

か味わえない「感動、驚き、楽しさ」を発見でき

る強みへと変化する。

また、冬の時期の見学用に、ワラグツやカンジ

キの貸し出しや販売するのも一手だ。伝統技術の

伝承と地域振興にも役立ち、これらを使って雪上

歩行の体験もでき、持ち帰れば装飾品となり、立

派なミュージアムグッズともなるのである。

もうひとつの視点

都市部や住宅密集地にある史跡は、本来の目的

のほかに、もうひとつ重要な役割が期待できる。

それは防災拠点としての役割である。空襲を経験

17The world of cultural heritage Vol.20 2006

今も当時の様子をしのばせる古代ローマ街道.。
photo：akg images/pps

雪に眠る三内丸山遺跡と
夏の日の三内丸山遺跡。
photo：田中義道
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ぐりは単に宗教上の理由だけではなく、「精神の

安らぎ」、「感動を求めて」、「自由時間の活用」

等々、人それぞれあるだろう。史跡も札所めぐり

に食い込み、張り合いたいものだ。だが、札所め

ぐりの情報は豊富で、札所はネットワーク化され

ているが、史跡は我々が考えているほど世間の人

に知られていない。埼玉古墳群は教科書に載って

いるので、全国区と思っていたが、案外知られて

いないのには驚いた。人は、自分が見たいと思う

ことしか見ようとせず、必要としていることしか

記憶しないようだ。

史跡めぐりと動機づけ

札所めぐりは地域ごとにあるように、史跡めぐ

りも地方版と全国版、時代別版のガイドブックが

必要だ。当然、周辺の歴史的風土、博物館、郷土

料理、温泉や季節ごとの風情を記した、心をゆさ

ぶる文学的なものがよい。

札所めぐりの人気は、札所の魅力だけではない

はずだ。人気の秘訣は名所や自然といったさまざ

まな地域の資源がネットワーク化されており、安

心感と求めている各種要素が組み込まれているか

らだろう。史跡に人を旅立たせるには、札所めぐ

りに習い、観光の視点からの史跡資源の見直しと、

史跡を中心として地域の各種資源をネットワーク

化し、さまざまの面からの動機付けの強化を図る

必要がある。動機づけにガイドブックは欠かせ

ない。

友人から頂いた『読んで、行きたい　名作のふ

るさと』（清水節治著）を読んだ。文章に惹かれ、

写真に惹かれてすぐにでも旅立ちたくなった。こ

うしたガイドブックが欲しい。

史跡で感動を

感動の理由は「期待以上だったから」が１位で

ある。ガイドブックがすばらしくとも、その核と

なる史跡が期待外れではいい噂は立たず、口コミ

とリピーターは期待できない。史跡も札所同様、

人を引きつける魅力を持っているはずである。年

齢が高くなるにつれ、感動の回数は減るという。

創意工夫を重ね、史跡を訪れた人たちに感動を与

えたいものである。

●たかはし・かずお
埼玉県立博物館長。1946年埼玉県生まれ。國學院大學大学院修
士課程修了。歴史学博士。埼玉県立博物館学芸員、県埋蔵文化
財保護行政、埋蔵文化財の発掘調査に長く携わる。埼玉県立埋
蔵文化財センター所長、文化財保護課長を経て2004年から現職。
専門は古代東国史。現在、博物館の活用に陣頭指揮を振るうと
同時に、文化財行政が「学」として成立するかどうかに関心をよ
せて活動中。

1 上空からみた水子貝塚公園
2 公園は市民の憩いの場
3 土器焼きをたのしむ市民
4 水子貝塚星空シアターのイベン
トでくり出す子供神輿
photo：埼玉県富士見市立資料館

かつて田園地帯であった埼玉県富士見市水子貝塚にも都市化
の波が押し寄せている。緑に囲まれた公有地の少ない都市で
は、災害時に史跡の空間が果たす役割は大きい。復元住居は
臨時の避難場所としても利用可能である。また、祭広場とし
て地域の紐帯形成にも一役買える。

1

3

4

2

した人によると、火災が起こるとアスファルトは

熱してしまうが、その点、土は熱くならず人命を

救うという。また、土ならば応急のトイレも掘れ、

復原住居にも寝泊まりできる。

史跡は土と緑の空間を有しているので、臨機応

変に対応でき、初期の避難所として最適である。

こうした視点を加えた史跡整備も必要で、防災拠

点としての史跡活用は、新たな指定史跡の増加と

メンテナンス推進の原動力にもなるはずだ。

50代・60代の動向

gooリサーチ「2003年の感動に関するアンケー

ト調査結果」によると、感動の１位は、10代か

ら40代は「小説・映画・テレビドラマ」であるが、

50代・60代は「自然景観」であった。また、感動

するために意識的に行っていることは、10代20代

は「映画」、30代「良好な家族関係」、40代「知

識を増やす」、50代「自然に触れる」、60代が

「旅行に行く」である。感動を求めて行動を起こ

しているのも60代が１位、２位は50代で、感動す

るために使う金額も同様である。

30代・40代は子育て、仕事に忙しく、50代・60

代はそれらから解放され、時間とお金に余裕がで

きた世代と読み取れる。ターゲットは決まった。

札所めぐり

札所めぐりは根強い人気があるようだ。札所め

写真や作家紹介をはさみ
ながら、文学作品の舞台に
読者を誘う『読んで、行き
たい　名作のふるさと』
（清水節治 著・教育出版
2415円）
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私は金関丈夫の次男である。父親を師として叙述す

ることが奇異であるかどうかわからない。近い過去で

は家業を継ぐのが一般的であって、多くは父系を通じ

て技芸や学問が伝えられた。現在の考古学者でも二代

目は稀ではない。とはいえ、仕事の上で強い影響を与

えるのは、身内以外の師である場合が普通だと思う。

生まれ持った個性を表現するために、あるいは個性を

捻じ曲げてでも、そのスタイルを学ぼうとする、ある

いは真似しようとする目標の人、それが師匠なのであ

る。私にも師事した学者はある。しかし故人となった

師についてはすでにこの欄に取り上げられている。振

り返って確かに影響を受けた人物として父を語りたい。

香川県の建築技術者の長男として生まれた丈夫は、

中学生時代に文学に魅せられたが、その父の喜三郎の

強い要請によって高校は理科に進み、チエホフになら

って医学部に入った。しかし臨床の方には興味がわか

ず解剖学教室の助手となった。師と仰いだ比較解剖学

者の足立文太郎から人類学への興味を刺激され、R.フィ

ルヒョー（1821～1902）の生涯に感化を受けた病理学者、

清野謙次に古人類に関する形質人類学を学び、その紹

介によって考古学の浜田耕作のサロンに出入して知己

を広げた。1929年に資料を採集するため、琉球の各地

を訪ねた丈夫に、南島の風土は強烈な印象を与えた。

日本人とその文化の起源に南からの流れのあることを

直感したのはこの時期ではないだろうか。

幼児のころからキリスト教徒の家庭に育ち、多少と

もヨーロッパ文化に憧憬を感じていた丈夫に、ドイツ、

フランスなどで学ぶ機会が与えられたのは1934年から

の２年間であった。毎日の行動や感想を克明に記録し、

母への長文の手紙として送ってきた。ほぼ同じ年頃に

私もごく短期間ながらヨーロッパを旅した。比べてみ

て、父は引っ込み思案の私よりもはるかに積極的に遺

跡や古人骨資料を探索し、学者を訪ねている。B.カル

金関丈夫
Takeo Kanaseki

グレンやJ.G.アンダーソンなど、言語学者や考古学者も

含まれている。美術館、映画館にもずいぶん時間を割

いた。手紙には楽しさが溢れている。

父はいつも忙しくしていたが、素晴らしい文学、美しい

民芸などこの世を楽しく生きる道についてはよく語っ

てくれた。大戦前夜の厳しい外の世界との矛盾を感じ

ながら、私たち兄弟は家庭という架空の空間に逃避す

るようになった。台湾在住中の父は、多くの原住民族

の形質人類学と考古資料との関係を解き明かすことに

熱中していた。各民族の生活習俗と骨に現れた変化を

綿密に観察し、文献資料を博捜し、失われて行く台湾

華人の民俗を集録するための雑誌編纂にも努力した。

また、各分野の学者との交流の輪を広げ、しばしば発

掘調査に出かけた。大戦初期ごろ台北市郊外の江頭遺

跡で古い頭骨を掘り出したとき父の表情に浮かんだそ

の喜びは、こうした発見がこのうえなく貴重なものだと

私に印象付けた。

考古学の道に進もうとする私に対して、祖父が父に

与えたのと同じ教訓を父も繰り返した。「家には資産が

ない。学問がしたければ医学部に進め。」その戒めを破っ

て私が考古学に進んだとき父は息子の教育に失敗した

と思ったであろう。大学で師事した梅原末治先生は、

資料を集めて分析することを楽しみとしておられたが、

対象は考古遺物にかぎられ、己を律した厳格な生き方

は父とは全く違うものであった。私は先生のスタイル

を身に着けようと苦闘した。しかし遂にまねることは

できなかった。かくてどちらの道をも究めえず、不肖

の子、不肖の弟子という烙印を自らに押すことになっ

た。

骨を見る金関丈夫
1963年頃の撮影

●かなせき　ひろし
大阪府立弥生文化博物館長。1927年京都府生まれ。京都大学文学部卒業、
同大学院（旧制）考古学専攻に在学。奈良国立文化財研究所、天理大学教授、
ユネスコ・アジア文化センター文化遺産保護協力事務所長などを歴任。大阪
文化賞受賞。専門は弥生時代の考古学。文学士。

●かなせき　たけお（1897～1983）
香川県生まれ。京都帝国大学医学部卒業。京都大学、台湾台北帝国大学教
授、九州大学教授などを歴任。医学博士。人類学、考古学、民族学など多
岐にわたる広範な学識と精力的な発掘調査に裏打ちされた研究で知られ、
とりわけ東アジア研究、および弥生時代の人骨研究に重要な足跡を残した。
1978年、南島の人類学的研究の開拓と弥生時代人研究の功績で朝日賞受賞。
主な著書に『日本民族の起源』、『木馬と石牛』、『考古と古代』ほか。

金関恕 text:Hiroshi  Kanaseki

私が影響を受けた

考 古 学 者
ひ と

An Archaeologist by Whom I Have Been Greatly Influenced

No.19
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3

神々の座

絶対的な撮影チャンスに立ち会う時

そこに据えられたカメラは、

正に神々の座にある。

大村次郷

1

2 4

cultural heritage gallery

No.4「宋代の古船」中国・カンボジア
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船べりに立っている男たちの浮き彫りを指さしなが

ら「あれはクメール人、チャム人でもない。中国人だ。」

と助手のベックが言った。それを上の空で聞きながら

中国の科学技術の学者として知られるジョセフ・ニー

ダムが指摘した中国船を探していたのだ。

アンコール・トム、バイヨンの南面には、当時の人

たちの浮き彫りがある。12世紀頃、ジャヤヴァルマン7

世時代のものだ。それらしき船は上部に確かにある。

それはまぎれもなく、中国福建省、泉州の海外交通史

博物館で見た船と同じであった。

泉州は意外なことであるが、草原の民であったモン

ゴル帝国の貿易港だった。注目したかったのは、モン

ゴル帝国は南宋が持っていた海上交易圏を握って、世

界帝国になったことだ。アンコールの船はその構想が

形となってとどめられているとみて間違いない。

この船の原形といえるものが1974年、泉州は洛陽江、

后渚の干潟から出土している。その積荷の中には遠く

アラビアの世界からもたらされた乳香、インドの胡椒

などが入っていたことから貿易船と考えられる。その

船は浸水から沈没をまぬがれるために13の船房を持っ

ていた。その構造のことを、中国に十余年滞在し、帰

国する時にこの地に立ち寄ったマルコ・ポーロが記述

しているのだ。その船のおもしろさは、竜骨の接合部

分にはめ込まれた銅銭と鏡である。中国では「保寿孔」

と言っているが、銅銭は航海者が進路を見る時の目安

として北斗七星の形に、また銅鏡は暗礁を明るくする

願いをこめて埋め込まれていたことだ。

現在、博物館で展示されているのは複製で、出土品

を直に撮る機会に浴した数少ない取材者だ。

兵馬俑、敦煌壁画と並ぶ国家文物第一級の扱いの出

土品だ。

●おおむら・つぐさと
1941年満州新京に生まれる。写真家、濱谷浩に師事。著書には『アジアを
ゆく』全 7巻（集英社）、『遺跡か語るアジア』（中公新書）などがある。「ア
ジア／イメージの回廊」（『グラフィケーション』富士ゼロックス）、「茶店
から社会を見る」（『望星』東海大学出版会）などに連載、NHK『新シルク
ロード』に同行取材。

1 アンコール・トム、バイヨン（南面）、
日常生活の浮き彫りにみられる宋代の
中国船。この中国船こそがトレンサップ
川をさかのぼって入った船である。ニ
ーダムは1185年頃と推定。
2 当時のジャンクの特性がわかる隔壁を
もったジャンク船（復元模型）。この竹
で編んだ帆が、バイヨンの浮き彫りにみ
られる中国船に確認できる。
3 12の隔壁の構造がよく残る南宋末の
貿易船（13世紀）。1974年、泉州の洛陽
江の后渚から出土。
4 沈没船からはアラビアの世界から渡
来した乳香のほか、白檀、沈香、竜涎香、
胡椒、ビンロウ、「山中」と書かれた荷札
も出土している。
5 中国船、外国船の灯台の役目を果た
した泉州湾の六勝塔（北宋年代1111～
1117年）。八角5層で31ｍの高さがある。

5



遺跡の種類

エルサルバドルに残る先スペイン期の

遺跡としてはピラミッド神殿を中心とし

た都市遺跡、集落遺跡があり、その他貝

塚、耕作地、貯蔵穴等が挙げられる。

スペイン侵入後の植民地期の遺跡とし

ては、1528年から17年間のみ機能した最

初のスペイン人居住地、16世紀から19世

紀にかけての教会建築址、1658年に噴火

した火山の降灰に埋もれた沈殿藍抽出工

房址、17世紀の製鉄場址などがある。

考古学調査実施機関と調査許可

教育省の管轄下にある文化庁内に文化

遺産局が設置されている。1993年に公布、

施行された「エルサルバドルの文化財保

護に関する特別法」と1996年に公布、施

行された「同規則」に基づき、文化遺産

局が国の文化財行政全般を担っている。

国内で実施される考古学調査は、開発に

伴う事前調査、緊急発掘調査、学術調査

に分けられる。

前2者については、基本的には文化遺産

局考古部に所属する4名の考古学研究者

が行うが、こうした人材不足から局外の考

古学研究者に調査を委託する場合もある。

1947年に史跡指定を受けたタスマル国

立遺跡公園の例では、青年海外協力隊事

務局派遣の考古学研究者を調査主任とし

て、部分的に崩壊したピラミッド神殿基

壇の緊急発掘調査および修復作業を国際

協力機構（JICA）とエルサルバドル文

化庁の共同調査と位置づけ2004年12月

より行っている。

学術調査については、調査申請者が文

化庁へ調査計画書を提出し、考古部で調

査計画が検討され、計画内容が妥当と判

断されると文化庁から調査許可が与えら

れる。

年間発掘総件数と発掘総経費

2005年には、開発に伴う事前調査は踏

査も含めて110件以上、緊急発掘調査は3

件で、近年それらの件数の増加が著しい。

学術調査としては、2005年には４件の

外国調査団（日本1件、米国3件）がエル

サルバドル国内で考古学調査を継続して

いる。出土遺物の整理作業は国内で行う

ことになっており、国内で不可能な分析
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世界の発掘調査❦西から東から……………………………

EL SALVADOR
エルサルバドル共和国 柴田潮音

text : Shione Shibata

Excavations Throughout the World / from East to West

Germany
Korea
England
China
U.S.A
France
Bulgaria
Thailand
Mexico
Philippine

India
Indonesia
Greece
Uzbekistan
Honduras
Vietnam 
Syria
Cambodia
Israel
United Arab

Emirates
Ecuador
Russian 
Lebanon
Mongolia
El Salvador

タスマル国立遺跡公園2号建造物（900A.D.～
1524A.D.）。約50年前にセメントを使い修復さ
れた2号建造物の南側壁面が、基壇上部から滲
み込んだ雨水で崩壊。photo：加藤慎也

メソアメリカに見られる多くのピラミッド神殿は旧い建物を覆って新しい建物が造られており、2号建造物の
場合も崩れた基壇の内部に残る旧い基壇を発掘し、泥漆喰による固定、修復作業を行った。photo：加藤慎也
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はじめに

中米の小国エルサルバドルは、約

21,000hの国土をもち、ちょうど四国を

ひとまわり大きくしたほどである。

エルサルバドルの国名を聞くとすぐに

1970年代後半から80年代末にかけて起

こった内戦を連想されてしまうが、1992

年1月に和平協定を締結して以来、国道、

電気、通信等のインフラ整備も進み、現

在では政治的にも中米一安定した国とな

っている。

スペインが新大陸に侵入する以前に

は、エルサルバドルはメキシコから中米

に栄えたメソアメリカ古代高文化領域内

にあり、特にその西部はマヤ文化圏に属

す。一方、エルサルバドルの東部では中米

南部や南米の先スペイン期文化の影響も

見られる。

16世紀前半にはスペイン人が中米にも

侵入した。なかでも、メキシコからグァ

テマラへ進んだグループとパナマからニ

カラグアへ進んだグループが、その勢力

範囲を確定するためエルサルバドルを探

索しその中央部で小競り合いをしてい

る。その後、エルサルバドルはグァテマ

ラの行政区にはいり、スペイン本国から

の独立、メキシコによる支配、中米連合

の形成と崩壊を経て現在に至る。

用試料のみ国外への持ち出しができる。

文化庁の発掘総経費は1999年から2002

年までの前政権期で約335,000米ドルで

ある。開発に伴う事前調査の経費は、開

発を計画・実施する側が基本的に負担す

る。学術調査費用は基本的には調査団に

よる自己負担である。

エルサルバドル全体において考古学研

究者が不足しており、発掘調査に十分な

時間をかけられないのが現状である。ま

た、調査費用も潤沢ではない。そのため、

日本のように広域平面発掘が実施でき

ず、トレンチ発掘になる傾向が強い。

遺跡の修復・保存と公開

米国人考古学者であるスタンレー・ボ

ッグスが1942年にタスマル遺跡で発掘調

査を開始し、ピラミッド神殿基壇の修

復・保存および遺跡資料館での調査成果

の公開を初めて行った。

その後、数々の米国人考古学研究者が

エルサルバドルの様々な遺跡で発掘調査

を行ってきたが、こうした考えは後続の

研究者には継承されなかった。

1993年に「世界遺産」に指定された、

火山灰に埋もれたマヤ古典期の集落址ホ

ヤ・デ・セレン遺跡の調査、修復・保存、

運営を考えたマネ－ジメントプランの作

成が、米国・ゲッティ保存研究所の主導

によりエルサルバドル文化庁との間で

1997年より開始され、2002年に終了した。

しかし、発掘された土製建築の修復・

保存が非常に難しく、その方法がマネー

ジメントプランで確立されたわけではな

い。計画を実践するための予算が十分に

ないことも現状である。

日本との関係

チャルチュアパ遺跡群は、首都サンサ

ルバドルの北西80d、チャルチュアパ市

内に位置し約４hの広さをもつ。マヤ文

化圏の南東部にあり、メソアメリカ文明

の始まりから現在まで人の生活が連綿と

続き、この地域の歴史変遷を知る上で重

要な遺跡群となっている。9つの遺跡か

らなり、カサブランカ国立遺跡公園とタ

スマル国立遺跡公園が文化庁の管理下に

ある。

1995年から5年間、京都外国語大学調

査団による学術調査がカサブランカ国立

遺跡公園で実施された。その結果、２基

のピラミッド神殿基壇と１基の低基壇が

発掘され、修復･保存作業が施された。

同調査団は、1995年に設置された同国

初の考古学専攻をもつエルサルバドル工

科大学の学生を受け入れ、カサブランカ

国立遺跡公園内での発掘調査を通じて5

名の考古学研究者を養成した。現在、彼

らは文化遺産局で埋蔵文化財行政の任に

あたっている。

2000年には、日本政府の援助として

「一般文化無償資金協力」により文化遺

産局考古部へ考古学調査機材が供与され

た。また、「草の根無償資金協力」により

カサブランカ国立遺跡公園資料館が、チャ

ルチュアパ市の文化財保護を目的とする地

元ＮＧＯの手で建設され、同公園内での

調査成果が2002年より公開されている。

同資料館には、失われかけていたエル

サルバドルの伝統産業である天然藍の復

興を考えて藍工房が併設され、青年海外

協力隊隊員の支援により藍染めを利用し

た民芸品作りとその普及が行われている。

2000年からは名古屋大学調査団による

発掘調査がカサブランカ国立遺跡公園で

実施され、2004年よりタスマル国立遺跡

公園に場所を移し調査を継続している。

同調査団は青年海外協力隊隊員ととも

に、エルサルバドル工科大学の学生を発

掘現場で受け入れ考古学研究者を育成す

る一方、エルサルバドル文化庁、チャル

チュアパ市のＮＧＯと協力してカサブラ

ンカおよびタスマル国立遺跡公園の整備

を進めている。

内戦以来200万人以上のサルバドル人

が合法、非合法に米国へ移住し、彼らは

ともすれば自己の文化アイデンティティ

ーを失いがちである。また、国外に住む

サルバドル人は祖国の家族・親類へ送金

を続けており、これがエルサルバドル本

国の経済を支えている。

こうしたエルサルバドルの現状を考え

ると、遺跡を発掘し修復・保存、公園化す

ることで、遺跡を歴史・社会教育の場と

して利用しサルバドル人の文化アイデン

ティティーを探究することや、遺跡公園を

核とした観光による地域経済開発を試み

ることは意味をもつのではないだろうか。

20世紀初頭、メキシコ人考古学者マヌ

エル・ガミオがメキシコの巨大都市遺跡

テオティワカンの発掘調査、修復・保存、

公園化で行った試みから多くを学ぶこと

ができると思う。
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●しばた・しおね
エルサルバドル政府文化庁文化遺産局研究員。1963年
愛知県生まれ。金沢大学大学院文学研究科史学（考古学）
専攻修士課程修了。1991年から1994年までたばこと塩
の博物館を調査主体とするグァテマラ・カミナルフユ
遺跡調査に参加。1995年から2000年春までエルサルバ
ドル・チャルチュアパ遺跡群の考古学調査に参加。
2000年夏より名古屋大学調査団の一員として同遺跡
群で発掘調査を継続している。2000年６月より現職。

カサブランカ遺跡５号貯蔵
穴出土の土偶。先古典期中
期末（紀元前400年頃）。
オルメカ期（紀元前1200年
～紀元前500年）同様、顔
面を白色で彩色しているが、
ジャガ－と乳幼児を結びつ
けたような、同期に特徴的
な表情はなくなっている。
高さ29.8B。

修復されたカサブランカ国立遺跡公園５号建造物
（600A.D.～900A.D.）。

泥漆喰を使用しての建物基礎固定作業。シウダ
ー・ビエハ遺跡（スペイン人居住地址／1528A.D.
～1545A.D.）。photo：エルサルバドル文化庁

日本とエルサルバドルの協力で建てられたカサブ
ランカ国立遺跡公園資料館。photo：加藤慎也
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Magazines
from

theWorld

世界の
考古学雑誌t

世界各国で発行され、親しまれている
考古学雑誌をご紹介します

今月の雑誌　

Archéologia

Archéologia編集長ソフィー・クランソン（Sophie Crançon）さんに聞きました
………………………………………………………………………………
Q：最近3年間、読者に好評だった特集を3つご紹介ください。

A：イラクの考古学（国際的状況）／イラクは、その古い歴史のゆえに「文明の発祥地」

とされています。それが現在略奪の標的となってしまっていることは、多くの人び

とが憂慮しているところです。遺跡へのアクセスが大変困難であることもあって、

この現地取材は大きなスクープでした。

イランのジロフトにおける発見（重要な発見）／ジロフト（Jiroft）遺跡でなされた

発見は、たいへん壮大なものであるばかりでなく、世界の歴史に深く関わる、意義

あるものでした。

フランス国内の考古学（国内情報）／フランス国内で行なわれる考古学的活動につ

いては、多くのフランス人が熱い関心を寄せています。けれども、様々の活動が行

われている一方、それぞれの組織間コミュニケーションは取れていません。そのため

に、本誌による幅広い情報発信が、この分野に興味をもっている読者にとって重要な

ものとなっています。

以上の3つのテーマは、いずれも現在進行中のテーマでもあり、考古学のもつ政

治的な側面を顕著にしているといえます。

Q：貴誌の特色を3つあげてください。

A：真摯／本誌掲載の記事はすべて、専門家による執筆か、専門家による査読がなされ

ています。考古学を専門に取り扱っている本誌は、フランスでもユニークなもので、

1964年以来、専門家たちによる重要な発見の発表の場となっています。

質の高さ／印刷や紙の質にも、読者へのサービスにも、特別な注意を払っています。

考古学関係の情報発信におけるリーダー／本誌は創刊以来、この領域におけるリー

ダー雑誌です。今日でも、他の如何なる考古学雑誌にもその座を譲りません。

Q：次号の特集テーマは何ですか？

A：2月発行の最新号は、アフガニスタンのカブール地域で最近行なわれた5～6世紀の

2つの仏教寺院遺跡発掘調査の成果を掲載します。ガンダーラ美術の伝統を汲む、

すばらしい彫像がみつかりました。

Q：読者層はどんな方々ですか？

A：研究者、学生、知識人　　

Q：日本の読者が購入する方法を教えてください。

A：インターネットで。

Q：雑誌の価格を教えてください（日本からの購入の場合）。

A：一部（海外）： 6ユーロ（送料込み）

年間定期購読：70ユーロ（11部＊7・8月号は合併号）

●編集長ソフィー・クランソンさんからの一言アピール。

考古学は、わたしたち一人一人にとって

豊かさの源です。過去についての知識は、

限りない知恵の宝庫です！

フランス

Editions Faton

25, rue Berbisey 21000 Dijon

+33（0）3 80 40 41 04／+33（0）3 80 30 15 37

www.archeologia-magazine.com/

1964年（11・12月号）

月刊
第429号（2006年1月現在）

月に30,000～40,000部

84頁

有り 有り専門家による編
集委員会の有無

掲載論文の
査読

国名

発行所

住所

TEL／FAX

HP

創刊年月

発行サイクルと
現在の発行号数

発行部数

平均ページ数

今月買った本はコレ！本棚の
ニューフェイス

富岡直人
text:Naoto TOMIOKA
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文化財研究者・愛好家の中には「漆かぶれ」がみられる。それ

は、漆資料に魅せられて研究にのめり込む人々をさす言葉である。

日本の低湿地遺跡からは、多くの漆器類が出土しているが、その

保存処理や分析・報告を担当されて来た方のおひとりがこの本の

執筆者の北野信彦さんで、重度の「漆かぶれ」をおこされている

研究者として存じ上げていた。

北野さんは、深い愛情をもってこれらの漆器類を扱ってこられ

たが、高級品の表面的な美しさにのみ囚われることなく、旧説に

拘らない柔軟な思考を持ち、日用使いの資料についても丁寧な対

応をされる方で、私にとって「常に気になる」研究者である。

北野さんは幅広い分野に通じた方で、自然科学分析・保存処理

から民俗調査、古文書の解読まで行い、漆に止まらず様々な素材

の考古資料について地道に研究されてきた。本書は北野さんの自

『近世漆器の産業技術と構造』
北野信彦・著

雄山閣
5,250円
2005年11月

毎号１人の方に、最近の１カ月間に購入した書籍の中からお薦めの１冊をご紹介いただきます。

然科学系と人文学系の2つの博士論文につながった近世漆器の研

究を一冊に纏められたもので、北野さんの学究への姿勢がよくあ

らわれている。

本書では、日本各地の出土資料や伝世品の飲食用漆器に関する

自然科学分析や古文書・民俗調査との比較により、材質や製作技

法を解明するとともに、それをめぐる社会制度・体制や流通につ

いても考究がなされている。

特に流通の問題では、その実態が不明確であったアムール川下

流域での伝世品について、文献や実物資料の調査・分析を実施し、

当地の日本産近世漆器の全てが「山丹交易」経由の搬入品ではな

く、アイヌの人々の移入に伴うものや、イレギュラー的なものを

含んでいたことを明らかにした。このような交易・伝播の広がり

とその内容の解明は、日本の近世漆器の持つ多様性を浮き彫りに

し、北東アジア考古学と日本考古学の融合を導くものと期待を抱

かせる。

考古学者の中には、華美な漆器の図版類がやや小さく扱われて

いる点を不満に感じる方もいらっしゃるかもしれないが、膨大な

研究を一冊に纏めるという制限の下ではいたしかたないであろ

う。続編の刊行も期待したい。

本書の基軸である学際領域の重要性は文化財研究上、揺ぎない

ものとなりつつあるが、このような骨太な研究書は稀有である。

その意味から、近世を研究対象としていない方に対しても、本書

はおすすめの一冊である。

書籍名 著者名 発行所名 値　段 発行年月

日本血液学の建設者

購入図書リスト

柴田　昭 医薬ジャーナル社 3,780円 2005年7月

ドイツ展記念概説日本の考古学　上巻 奈良文化財研究所（編） 学生社 9,975円 2005年12月

ドイツ展記念概説日本の考古学　下巻 学生社 9,975円

2005年11月

日本の地誌１　日本総論!（自然編） 中村和郎他（編） 朝倉書店 18,900円

2005年12月

現代の考古学２　食料獲得社会の考古学 佐藤宏之（編） 朝倉書店 5,460円

2005年12月

韓国の旧石器文化 金　正培 六一書房 9,450円

2000年11月近世漆器の産業技術と構造 北野信彦 雄山閣 5,250円

2005年11月

購入期間　2005年12月1日～12月31日

読者のみなさまに、ご紹介いただいた『近世漆器の産業技術と構造』を１冊
プレゼントいたします。葉書、またはメールに住所、氏名、年齢、職業、小誌
のご感想をお書き添えの上、下記までお送りください。締め切りは５月25日。
書籍の発送を以って当選の発表にかえさせていただきます。

読者
プレゼント
！
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特集前方後円墳にたどる古代日韓交流

●とみおか　なおと
岡山理科大学　総合情報学部　生物地球システム学科助教授。1965年東京生
まれ。東北大学文学部卒業、大学院博士課程後期中途退学。東北大学文学部
助手、岡山理科大学理学部講師をへて現職。専門は環境考古学。

編集　奈良文化財研究所（編）

■お詫びと訂正『文化遺産の世界』19号 2頁収録の写真について、下記の間違いがありました。お詫びを申しげるとともに、訂正いたします。編集部
誤）アフガニスタン・バーミヤン　タリバーンにより破壊された西大仏
正）アフガニスタン・バーミヤン　タリバーンにより破壊された東大仏

●申し込み先：〒102－0075 東京都千代田区三番町5番地　
国際航業株式会社　文化財事業部『文化遺産の世界』
20号読者プレゼント係
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