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口絵１．石狩浜で大量に採集されたベニクラゲ（2016年７月26日）．



口絵１．2016年に石狩浜で採集されたベニクラゲ
　　　　Turritopsis sp. collected on Ishikari Beach,
　　　　　　Hokkaido, Japan in 2016.

　2016年７月26日，北海道石狩浜で大量のベニクラゲTurritopsis 
sp.が海中を遊泳しているのが確認された．ベニクラゲは刺胞動物
門ヒドロ虫綱に属するクラゲで，傘はベル形で直径５mm程度，
口柄の中心部が紅色を呈している．北日本で夏から秋にかけて見
られる（峯水ほか，2015）が，石狩浜で確認されたのは初めてと
思われる．汀線間際の水中で大量に遊泳していたところを金魚用
の網で採集した．
　ベニクラゲは“不老不死”のクラゲとして知られている（Kubota, 
2011など）．成熟した有性世代のクラゲが物理的刺激などのスト
レスを受けると，無性世代のポリプへと戻ることができる．

（志賀健司）

引用文献
Kubota, S., 2011. Repeating rejuvenation in Turritopsis, an immortal hydrozoan (Cnidaria, 

Hydrozoa). Biogeography, 13: 101-103.
峯水亮・久保田信・平野弥生・Dhugal Lindsay，2015．日本クラゲ大図鑑．平凡社．

いしかり砂丘の風資料館紀要　第７巻　2017年３月

-ii-



いしかり砂丘の風資料館紀要　第７巻　2017年３月

-iii-

口絵２．石狩湾新港で見られたニシン群来（2017年３月12日，撮影：「IBCファンのBUN」さん）．



口絵２．2017年春に石狩湾新港で見られたニシン群来
　　　　Mass spawning of herring seen in Ishikari Bay New Port,
　　　　　　Hokkaido, Japan in the spring of 2017.

　ニシンClupea pallasii は沿岸に繁茂する海草のスガモ，海藻の
ホンダワラ類などに卵を産み付ける．北海道日本海側で晩冬から
春にかけて，ニシンの大群が産卵のために沿岸に押し寄せる現
象，特にその際にオスの精子で海水が白く濁る状況を，群来と呼
ぶ．
　 19世紀後半から20世紀初頭にかけて最盛期を迎えた北海道のニ
シン漁だが，その後，資源量は急激に減少し，北海道では1950年
代にほぼ消滅した．群来も，1954年に余市町から小樽市にかけて
見られたのが最後だった（田中，2003）．
　しかし1999年，45年ぶりの群来が，留萌市で確認された．その
後，見られる頻度は増加し，2009年以降は，石狩湾周辺で毎年，
数回の群来の発生が確認されている（星野，2015）．
　2017年３月12日午前，石狩湾奥部の石狩湾新港内で群来が確認
された．岸壁近くにニシンの大群が押し寄せて海藻に産卵し，そ
の後，海水が白濁した（写真．撮影：「IBCファンのBUN」さ
ん）．釣人などが集まり，大量に採集していた．

（志賀健司）

引用文献
星野昇，2015．ニシンの「群来」について，石狩湾系ニシン情報参考資料１．北海道立総合研究機構中央

水産試験場．
田中伸幸，2003．ニシン，漁業生物図鑑 新北のさかなたち（上田吉幸ほか編）．北海道新聞社．
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2016年の北海道石狩湾沿岸におけるコウイカ殻の漂着
Stranding records of shells of Sepia spp. on the coast

along Ishikari Bay, Hokkaido, Japan in 2016

志賀 健司*1
Kenji SHIGA*

要　旨
　 2016年秋の北海道石狩湾沿岸で，コウイカ殻の漂着が大量に見られた．その規模は過去12年間では最
多である．殻は少なくともコウイカ類５種に分類できる．コウイカ殻漂着は，日本海を北上する対馬暖流
の強弱を反映していると考えられる．

キーワード：コウイカ，石狩湾，対馬暖流，暖流系漂着物，アオイガイ

はじめに

　 コウイカ類は頭足綱十腕形上目コウイカ目に属
し，胴体内背側には舟形（長円形）の石灰質の殻
（甲）を持つ．殻は層状の中空構造をしており，
水に浮く． 熱帯～温帯の主に沿岸海域に生息す
る．日本近海ではほとんどの種が本州以南にしか
分布しておらず，北海道沿岸では数種が北限が道南
地域に達しているくらいで，基本的に石狩湾周辺
にはほぼ生息していない（奥谷，2001；奥谷，
2015）．
　 コウイカ類の殻は，日本各地の沿岸に漂着する
（浜口，2009など）．大量に漂着することも多
く，1955年の長崎沖で一面に漂流していたという
目撃報告もある（石井，1999）．北海道沿岸でも
コウイカSepia (Platysepia) esculenta，エゾハリイ
カSepia (Doratosepion) andreanaなどの殻の漂着
が見られ（鈴木，2016），石狩湾沿岸では９月～
10月頃に集中して漂着する（図１）．
　 コウイカ類の分布域，殻のみでも浮遊するこ
と，あるいは軟体部を伴う漂着はまったく見られ
ないことなどから，石狩湾沿岸で確認される漂着
殻の全ては，対馬暖流によって温暖海域から輸送

されてきた暖流系漂着物であるといえる．石狩湾
での漂着数は経年変動が大きいが，多い年には石
狩浜（長さ約５kmの区間）で，秋季の２ヶ月ほど
の間に数十～100個体分の殻を採集できることが
ある（志賀，未公開データ）．
　 コウイカ漂着が多い年は，石狩湾におけるアオ
イガイ殻の大量漂着の年（志賀，2016）とほぼ一
致しているが，数日～週スケールの漂着状況は同
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図１．コウイカ殻の漂着状況
（2016年10月，石狩浜）．



調しているとはいえない．コウイカは殻自体が浮
力を持ち，殻のみで海面を浮遊する．それに対し
て，アオイガイは殻だけではすぐに沈んでしまう
ことから漂着直前まで生息して表層とはいえ海中
を遊泳していると考えられる．そのような両者の
漂着メカニズムの違いが，漂着状況に差異が生じ
る要因と考えられる（志賀・伊藤，2009）．
　 アオイガイ殻とコウイカ殻とは，同じ暖流系漂
着物で海洋環境や気候の変動の指標となるとはい
え，このような漂着メカニズムの違いのために，

そこから得られる情報も同一ではない．また，近
年はアオイガイ殻を採集しようとする愛好者が急
増しているため，採集数における人為的な影響が
無視できなくなっている．そのため，より詳細か
つ客観的な海洋環境の把握と理解のためには，ア
オイガイとコウイカ両方の漂着殻を検討が欠かせ
ない．

手　法

　 石狩浜は石狩湾奥部に広がる砂浜海岸で，隣接
する小樽大浜などを含むと，石狩市知津狩から小
樽市銭函まで北東-南西方向に続き，総延長は約
30kmに達する（図２）．2016年，コウイカの漂
着がもっとも多く見られる10月から11月上旬にか
けて，石狩川河口～銭函間の約25kmの区間で４回
の詳細な海岸踏査を実施した．踏査中に発見した
漂着コウイカ殻をすべて採集し，位置を記録し
た．この４回以外にも，海岸で発見したコウイカ
は同様に採集した．また，10月16日，いしかり砂
丘の風資料館で実施した漂着物に関する野外講座
では，参加者全員に協力してもらい，目にしたコ
ウイカ殻をすべて採集した．
　 このように得られた殻は，屋内で洗浄・乾燥し
た後，殻長・殻幅・殻厚などを計測した．ただし
漂着殻は破損により後端の棘（長さ５～８mm程

志賀 健司：2016年の北海道石狩湾沿岸におけるコウイカ殻の漂着
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図２．調査地域．
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表１．2016年のコウイカ殻の採集日と殻数，調査地域．

 採集日 殻数 調査地域 距離(km) 備　考

 10月11日 118 銭函～石狩浜海水浴場 20 アオイガイ１
 10月12日 1 石狩浜海水浴場付近 0.5
 10月16日 43 石狩川河口周辺 1.5 野外講座で調査
 10月17日 2 石狩浜海水浴場付近 0.5
 10月18日 0 銭函～石狩湾新港 15 アオイガイ１
 10月23日 28 新川河口～石狩湾新港 5
 11月８日 0 銭函～石狩浜海水浴場 20

 合計 192



度）が欠損しているものも多いため，ここでは殻
前端から棘の基部までの長さを殻長としている．

結　果

　踏査の結果，10月11日に118個体分，10月16日
に43個体分，10月23日に28個体分の殻が採集され
た．10月18日，11月８日には長距離を踏査したに
も関わらずコウイカ殻の漂着は認められなかっ
た．そのほかの採集分も含め，全部で192個体分
の漂着コウイカ殻を得た（表１）．著者が漂着物
調査を始めた2005年以降，最も漂着が多かったの
は2008年で約150個体分であったが，2016年の漂
着数はそれを上回り，過去12年間で最多となっ
た．
　 漂着殻の保存状態は悪く，破損しているものが
多い．大半の殻には鰭脚類や小型鯨類などの海生
哺乳類，あるいはサメなど大型魚類，ウミガメと
思われるものなどの捕食痕（歯型）が認められ
た．また，フジツボやエボシガイ，コケムシや藻
類の付着した殻も多い（図３）．破損が少なく殻
長を計測できたもののうち，最大は227mm，最小
は76mmであった（図４）．
　採集した殻はすべてSepia属だが，形態的特徴か
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図３．2016年に石狩湾沿岸で
採集されたコウイカ殻の一部．
Ａ：スケールは５cm．Ｂ：直
線上に並んだ細い歯型．Ｃ：弧
状に並んだ太い歯型．Ｄ：付着
したアカフジツボ．

図４．殻長，殻幅，殻厚の計測値．殻は前端・後端が欠けている
ものが多く，殻長が計測できたものは少ない．殻の形態は２群に
分かれる．
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らさらに細分すると，長円形で殻幅が広く殻厚は
薄い板状のPlatysepia亜属やRhombosepion亜属等
と，殻幅が狭く後端に向けて細く尖る長菱形で棒
状のDoratosepion亜属のものとに，明らかに二分
される（図５）．今回の調査では前者は144個体
分，後者は48個体分であった．
　 長円形をした殻はほとんどがコウイカS.(P.) 
esculentaだが，ハリイカSepia (Rhombosepion) 
madokaiも11個体が含まれていた．また，殻長が
200mmを超える殻が３個体含まれており，これら
はS. (P.) esculentaにしては大きく，コブシメSepia 
(Sepia) latimanusなどの大型のコウイカ類である
可能性もあるが，殻の状態も悪いため同定は困難
であった．
　 Doratosepion亜属では，殻長が最大で20cmに
達するウスベニコウイカSepia (Doratosepion)
lorigeraが少数含まれていたほかは，殻長120mm
未満のエゾハリイカもしくはヒメコウイカSepia 
(Doratosepion) kobiensisが占めていた．これら
Doratosepion亜属の２種の殻には付着生物の痕跡
はほとんど見られなかった．
　 一連の調査の中で，アオイガイ殻を２個体，採
集した．ただし，いずれの調査時にも汀線に沿っ
て著者以外の人間の足跡が確認された．足跡は汀
線沿いの漂着物の集積帯に沿って延々と続いてい
ることから，アオイガイを採集する愛好者の痕跡

である可能性が高い．したがって実際のアオイガ
イ漂着数はこれより多かったと思われる．しかし
調査中に新たに着岸する殻はなく，殻の破片も見
られないことから，2005～2007年や2010年，
2012年に発生したような大量漂着（鈴木，2006；
志賀，2007；2011；2016）には及ばない少ない
漂着数であったと考えられる．

考　察

　 多くのコウイカ殻にはエボシガイ等の付着生物
が見られることから，死後に軟体部が消失してか
ら一定期間以上，海面を漂流していたことがわか
る．日本海側沿岸は対馬暖流の影響下にあること
から，低緯度海域から暖流によって高緯度へと輸
送されてきたことが推察される．そのことから，
石狩湾においては，漂着コウイカ殻数は対馬暖流
の強弱を反映していると考えられる．
　 Doratosepion亜属の殻には付着生物がほとんど
見られないが，これは漂流期間が短いことを示唆
している．同亜属に分類されるエゾハリイカやヒメ
コウイカは分布の北限が北海道南部まで達してい
る（奥谷，2015）ことから，軟体部の消失後，短
期間のうちに石狩湾まで到達したものと推測でき
る．
　 アオイガイは殻のみでは浮くことができない構
造で，死後は軟体部と殻はすぐに分類してしまう
ことから，漂着直前までアオイガイ軟体部は生息
していると予想される．アオイガイが生存できな
い低海水温の海域沿岸には漂着もしないため，ア
オイガイ漂着には水温が最も大きく影響する（志
賀，2016）．それに対して，コウイカ類は殻のみ
でも浮遊し続け，海水温が低下しても海流で輸送
され続けることから，石狩湾沿岸のような高緯度
地域では，対馬暖流の勢力と海面の卓越風が漂着
における支配的要素である．
　 海況の観測値によると，2016年の春以降，対馬
暖流の勢力は平年より極めて強い状態が続いてい
る（図６，気象庁ホームページ（対馬暖流の勢力
の時系列））．この状態が今回のコウイカ殻の大

志賀 健司：2016年の北海道石狩湾沿岸におけるコウイカ殻の漂着
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図５．殻幅／殻厚比の頻度分布．
バイモーダルな分布を示す．
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量漂着をもたらした最大の要因と考えられる．
　それに対して石狩湾周辺の海面水温は2016年10
月前半までは平年より高い状態が継続していた
が，同月後半から急激に低下し，平年並まで下
がった（気象庁ホームページ（旬平均海面水
温））．同じ暖流系漂着物であるコウイカ殻が多
かったにも関わらず，アオイガイ殻の漂着は少な
かったのは，このように高海水温が継続しなかっ
たことが原因であろう．

結　論

　 2016年秋の石狩湾沿岸におけるコウイカ殻の漂
着状況から，次の３点が明らかになった．
１）2016年秋には，過去12年間では最多のコウイ

カ殻の漂着が認められた．
２）漂着殻には少なくとも５種のコウイカ類が含

まれている．
３）石狩湾沿岸でのコウイカ殻の漂着には，対馬

暖流の勢力の強弱が大きく関わっている．
　 同じ暖流系漂着物でも，アオイガイ殻は近年は
調査における人為的な影響が無視できなくなって
きている．それに対して愛好者に注目されないコ
ウイカ殻からも，海洋環境の変動に関する情報を
引き出せることが判明した．その意義は大きい．

一方，漂着の規模や時期に対しては，暖流に次い
で卓越風の寄与がどの程度あるのか，未だ明らか
になっていない．また，漂着と海洋環境との関連
の解明を進めるには，詳細な分類学的な検討も欠
かせない．これらは今後に残された課題である．

謝辞：いしかり砂丘の風資料館の野外講座「石狩ビーチ
コーマーズ」参加者のみなさんには，漂着コウイカの採
集にご協力をいただいた．感謝します．
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図６．2014年以降の対馬暖流の勢力の時系列変化
（気象庁ホームページ）．2016年末まで描かれた
細線が勢力の変化を示す（太い帯状の範囲は平均
的な変動幅）．2016年は対馬暖流の勢力が非常に
強いことがわかる．
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Stranding records of shells of Sepia spp. on the coast
along Ishikari Bay, Hokkaido, Japan in 2016.

Kenji SHIGA

Abstract
        A large number of shells of Sepia spp. had washed ashore on the coast along Ishikari Bay, 
Japan in the autumn of 2016. Its scale is the largest in the past 12 years. The shells could be 
classified into at least five taxa. It is considered that the number of sepia shells washed ashore 
reflects strength of Tsushima current.

Key words: Sepia spp., Ishikari Bay, Tsushima current, warm-water driftage, Argonauta argo

志賀 健司：2016年の北海道石狩湾沿岸におけるコウイカ殻の漂着

-6-



石狩紅葉山49号遺跡を活用した出張授業・出張展示の実施（３）
Teaching classes by the curator and placing exhibitions

at elementary schools (3)
-Utilizing the artifacts from Ishikari Momijiyama No.49 archeological site

荒山 千恵*2
Chie ARAYAMA*

要　旨
　いしかり砂丘の風資料館では，「ふるさと学習」の一環として，石狩市内に位置する石狩紅葉山49号遺
跡を活用した学校での出張授業・出張展示に取り組んでいる．平成28年度の実施の成果としては次の点が
挙げられる．①児童が観察する教材内容を授業の流れと対応させることで，実物・レプリカ・復元製作
品・模型品・参考資料等を組合せ，より充実させた．②博学連携事業として学校と事前に打合せを進める
ことで，実施する学年や教科のカリキュラムに基づいた授業内容を準備し，計画的に取組んだ．③出張授
業を契機に興味を育ませる工夫として，前年度に引き続き遺跡を発掘された地域の方々の参加協力を充実
させた．また，児童からの質問をまとめたコメント集の作成等にも取組んだ．

キーワード：出張授業，ふるさと学習，縄文文化，石狩紅葉山49号遺跡，博学連携

１．はじめに

　 いしかり砂丘の風資料館では，石狩市花川に位
置する石狩紅葉山49遺跡（以下，49号遺跡）（石
狩市教育委員会，2005）を活用した出張授業を実
施している．目的は，身近にある埋蔵文化財（遺
跡・遺物等）を学習の機会に活用し，地域の歴史
に興味・関心を高めてもらうことにある．平成26
年度および平成27年度の実施内容については，荒
山（2015・2016）にまとめている．３年目を迎え
た今回（平成28年度）は，４月に石狩市立石狩小
学校，６月に石狩市立緑苑台小学校で実施した．

２．実施内容と方法

（１）石狩小学校（写真1-1～1-3）
　 石狩小学校では，第６学年の社会科で実施し
た．石狩小学校は，いしかり砂丘の風資料館から
徒歩４～５分の距離に位置していることから，校

内の教室で実施する出張授業（45分間）と，資料
館の展示見学（45分間）との組み合わせにより実
施した．実施前には，教務担当および担任の教諭
との事前打ち合わせを行い，授業の流れを確認し
た．実際の授業では，担任の教諭に要所を進行し
ていただき，内容については筆者が担当した．ま
た，49号遺跡の発掘調査の総括担当者であった石
橋孝夫氏にも授業に参加していただき，児童によ
る資料観察のサポートをしていただいた．
　 まず，学校の教室で実施した出張授業では，最
初に縄文時代について説明し，これから観察する
考古資料が出土した49号遺跡について紹介した．
次に，49号遺跡の縄文土器と石器を中心に資料観
察を行った．縄文土器では，実物の土器片を観察
し，実際に粘土に縄を転がして現れた文様と比較
するなどして縄文土器の特徴を知ってもらった．
石器では，石鏃・スクレイパー・石錐や，黒曜石
の原石や剝片などを観察し，石でどのような道具
が作られていたか，石の道具をどのように作って
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いたかを考えてもらった．これらの観察内容は，
表１のとおりである．観察後には，児童全員が観
察内容からわかったこと，気がついたことを発表
した．その内容を整理すると，表２のとおりであ
る．また，教室で実施した授業を終えたところで
記入用ワークシートに感想を記してもらった．
　 次に，いしかり砂丘の風資料館での授業は出張
授業の翌週に実施した．常設展示２階にある49号
遺跡から出土した縄文時代の土器・石器・木製品
を見学し，特に教室の授業では扱わなかった木製
品や大型資料を中心に，魚捕獲用施設の杭・柵，
タモ，松明，石斧柄，容器類などを見てもらっ
た．展示見学の最後には，まとめとして，不思議
に思ったこと，もっと知りたいことなど，児童か
らの謎に答える時間を設けた．石橋氏にも児童か
らの質疑応答に対応していただいた．また，教室
で実施した授業の感想で，剝片石器の石材として
利用された黒曜石に関する興味を示すものが多
かったことから，その内容を取り上げることもお
こなった．質疑応答で挙げられた内容を整理する
と，表３のとおりである．

（２）緑苑台小学校（写真2-1～2-3）
　 緑苑台小学校では，第４学年の総合的な学習の
時間で，「ふるさと石狩」の学習の一環により出
張授業を実施した．また，授業の実施日に重なる
週の５日間，校内の多目的ホールで出張展示をお
こなった．緑苑台小学校は，昨年度にも第４学年
を対象とした出張授業と校内多目的ホールでの出
張展示をおこなっており，今年度は２回目の実施
となった．
　 出張授業の実施方法は，校内の理科室で３クラ
スをクラス毎に45分間ずつ実施した．実施前に
は，教務担当および担任の教諭との事前打ち合わ
せを行い，授業のねらいや流れを確認した．実際
の授業では，各クラスの担任の教諭のご協力のも
と，内容については筆者が担当した．また，石橋
氏，発掘作業に携われて現在いしかり砂丘の風の
会（資料館ボランティア）メンバーでもある，加
藤和子氏・菅原順子氏にも授業に参加していただ

き，児童が資料を観察する際のサポートを中心に
ご協力いただいた．
　 授業では，最初に49号遺跡の概要を説明した．
次に，土器班・石器班・木製品班をそれぞれ２班
ずつ計６班に分かれて資料観察をおこなった．観
察ポイントは，「①どのような材料で作っていま
すか．」「②どのような形をしていますか．」
「③どのように作ったのでしょうか．」「④何に
使ったと思いますか．」「⑤気がついたことや不
思議に思ったことをあげてみよう．」の５項目で
ある．土器班は復元模型や文様模型を参考にして
実物の縄文土器片を観察，石器班は石鏃・スクレ
イパー・石錐・磨製石斧を中心に観察，木製品班
は容器類のレプリカと復元模型を用いて観察し
た．また，班ごとに観察をとおして，資料の特
徴，気がついたこと，不思議に思ったことなどを
書き出してもらった．観察後には，各班で観察し
た資料について紹介する発表時間を設けた．授業
の最後には感想を記入用ワークシートに記しても
らい，終了した．児童が記入した感想には，興味
をもったことや不思議に思ったことなどが数多く
記され，表４-１～４-５にまとめたとおりである．
これらの質問は，担当学芸員がワークシートの返
却に合わせてクラス毎に一覧にまとめ，教室に掲
示して見てもらえることを想定した回答コメント
集を作成した．
　 出張展示では，「石狩紅葉山49号遺跡からみつ
かった縄文時代の暮らしと道具」と題して，解説
文・写真・イラスト・図をもとにしたパネル展示
と小さなジオラマ展示により実施した．展示につ
いては，授業を実施する第４学年に合わせた内容
で作成した．また，展示場所である多目的ホール
は，児童が登下校で通る玄関前中央に位置してい
ることから，授業の実施されていない児童も展示
に興味がもてるよう，イラストやジオラマで内容
を視覚的にわかりやすく内容が伝わるように工夫
した．

荒山 千恵：石狩紅葉山49号遺跡を活用した出張授業・出張展示の実施（３）
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３．実施の成果と課題

　 実施の成果と効果についてである．ここでは，
前年度の課題をもとに，（１）教材開発の充実，
（２）博学連携プログラムの充実，（３）興味を
育ませるための工夫，の３点を中心に取り上げ，
達成状況と課題について述べる．

（１）教材開発の充実
　 昨年度までの教材をもとに，土器・石器・木製
品を対象とした基本的な教材は整いつつある．今
年度は，授業の流れ「①観察する⇒②考える⇒③ま
とめる・発表する」と，教材内容との対応関係を
意識して，①に実物資料・レプリカ，②に復元製
作品・模型品・参考資料，③にワークシート（解
説編・記入編）・グループ用発見シートを用意
し，教材内容の充実に努めた（写真3-1，3-2）．
新たに導入した教材の一つには，石狩小学校で実
施した，小さな粘土と撚り紐をセットにした縄文
の文様体験キットがある．一人に1セットずつ用意
したことで各自が手元で縄目の文様のつけ方を体
験し，実際に出土した土器片の文様と比較する観
察をおこなうことができた（写真1-1）．実物を手
元で観察できること，模型品や体験キットなどで
触って体感的に考えられることは，児童が主体的
に学ぶことができ効果的である．ただし，多様な
テーマに対応できる応用的な教材のバリエーショ
ンという点では充分とはいい難い．児童から寄せ
られた不思議や謎を教材に反映しながら，今後も
触れる教材や体験教材の開発に取り組み，内容も
幅広く対応できるような準備と工夫を進めていく
ことが必要である．

（２）博学連携プログラムの充実
　 今年度の実施方法は，石狩小学校で「出張授業
＋資料館見学」，緑苑台小学校で「出張授業＋出
張展示」の組合せでおこなわれた．「出張授業＋
出張展示」による方法は，平成26・27年度の取組
でもおこなわれてきたが，「出張授業＋資料館見
学」の方法は新たな取組となった．いずれの方法

も，児童に予習的・復習的な効果が見られ，興味
や理解をより相乗的に高めることができたと考え
る．
　 授業の実施時期については，早めに日程調整を
進めたことで，石狩小学校では６年生の社会のカ
リキュラムに合わせて４月に縄文時代を学習する
機会を作ることができ，緑苑台小学校では４年生
の総合的な学習の時間で取組む「ふるさと 石狩」
の一環で実施することができた．学校のカリキュ
ラムと実施時期を計画的に設定することや，実施
目的をよく理解して出張授業の内容を準備するこ
とは，単発的な時間をより充実したものにするう
えで重要である．
　 いしかり砂丘の風資料館による学校との連携事
業については，これまでも資料館見学や出前授業
の依頼を受けて学芸員が出講することは行われて
きた．従来の取組みとの相違を挙げるとすれば，
資料館という施設や資料・標本が学校教育の活き
た教材として効果的に活用されるよう，教育普及
活動の体系的なプログラム開発を目指して取組ん
でいることである．各学校のカリキュラム，取組
むテーマ，児童数，実施場所など，多様な教育現
場の中で，より効果的なタイミングと内容で資料
館と学校が連携するためには，資料館の存在が各
学校に地域学習等の活用の場の選択肢の一つとし
て周知されていることが大切である．その取組み
として，昨年（平成27）度からは，市内小中学校
向けの資料館ニュースレターの配布を始めた．現
時点では年１回の発行により博学連携に関わる実
施報告や活用例を紹介している．今後も，学校と
資料館，教諭と学芸員が無理のない持続的な関係
性を築き，幅広く活用できるプログラムを開発し
ていくことが必要である．

（３）興味を育ませるための工夫
　 興味を育ませるための取組みに関して，ここで
は次の三つについて取り上げる．
　 第一に，地域の遺跡を発掘調査された担当者や
発掘作業に携われていた方々との交流についてで
ある．石狩小学校の実施では，児童が石橋氏から

いしかり砂丘の風資料館紀要　第７巻　2017年３月
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話を聞くことや質問して答えてもらう場面で興味
を高めている様子が見られた．また，緑苑台小学
校では，石橋氏・加藤氏・菅原氏が各班の資料観
察のサポートに加わり観察ポイントを児童と一緒
に確認しながら行うことができたことで，観察へ
の意欲が高まり，理解を深めていく様子が見られ
た．実際にその遺跡を発掘した地域の方から資料
の説明を聞いて観察できることは，児童が興味・
関心を高めることに繋がり効果的である．昨年度
に引き続き，今年度も児童の興味を高める貴重な
機会をつくることができた．
　 第二に，今年度が２回目となった緑苑台小学校
の実施についてである．学年の教諭との事前の打
ち合わせでは，前年度の実施経験をもとに話合う
ことができた．また，授業当日の休み時間には，
昨年度に出張授業を受けた児童が，「僕たちもこ
の授業，受けたよね！」と机の資料を見ながら声
をかけてくることもあった．多目的ホールの出張
展示では，他の学年の児童が興味深そうに見てい
る様子，展示準備中にパネルを見ながら，「縄文
時代は，狩りなどをして暮らしていてすごい
ね！」など，声をかけてくる児童の姿もあった．
毎年継続して第４学年で出張授業を実施すること
や，全学年の児童が見られる場所で出張展示をお
こなうことは，興味・関心の対象を広げていく効
果があるといえる．
　 第三に，興味を育ませるための工夫の一つとし
て，この３年間に課題として取り組んできたこと
がある．それは，児童が授業の最後でワークシー
トに記した，不思議に思ったことや興味を示して
質問してきたことに，どのように答えていくかであ
る．その方法の一つとして，全員の感想に一言コ
メントを添えて返却することや，今年度は新たに
質問コメント集を作成することにも取組んだ．出
張授業や資料館見学はその時間で終了となるが，
そこで芽生えた新たな興味や発見を育ませられる
よう工夫していきたい．
　 以上の取組の効果に関しては，出張授業の実施
後のこととして，縄文文化に興味をもった児童
が，家族でいしかり砂丘の風資料館へ来館し，展

示資料を熱心に見学される様子が見られた．ま
た，資料館が主催する体験講座に参加する児童の
姿も見られた．出張授業を受けて，さらに興味を
高める場として資料館が活用されることに繋がっ
たことは，本取組を実施した効果として意義深
い．出張授業をとおして新たな興味をもった来館
者がより満足できるよう工夫して取組みたい．

４．おわりに

　 博物館の教育普及の一つに，学校教育との連携
の充実が求められている（守井，1997；若宮，
1998；大國，2008；竹内，2008；2012；寺島，
2013など）．地域にある資料館は学校とどのよう
に連携を図ることで効果的な取組みを実現できる
のか．この３年間の取組みを通して，学校へ伺い
教諭と打合せをさせていただく中で，学校と資料
館との双方向のコミュニケーションの大切さを実
感している．今後も小中学生を対象とした資料館
活用プログラムの充実に努め，博学連携事業に取
組んでいきたい．
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石狩小学校，石狩市立緑苑台小学校に大変お世話になり
ました．石狩市教育委員会参事の濱本賢一氏からは実施
に関するご助言をいただきました．石狩市学芸協力員の
石橋孝夫氏，いしかり砂丘の風の会（いしかり砂丘の風
資料館ボランティア）の加藤和子氏，菅原順子氏には，
ご参加・ご協力を賜りました．末筆ではございますが，
心より御礼申し上げます.
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写真1-1．出張授業の様子
（粘土に縄を転がして土器片と比較）．

写真1-2．資料館の展示見学（木製品等）．

写真1-3．質疑応答
（資料を見ながら石橋氏とともに）．

写真2-1．出張授業の様子（はじめに）．

写真2-2．出張授業の様子（観察）． 写真2-3．出張展示の様子．

写真3-1．出張授業の観察資料①．
（土器片，復元模型，製作途中模型，グループ用発見シート等）

写真3-2．出張授業の観察資料②．
（石器，黒曜石の原石･剝片参考資料，磨製石斧・石斧柄模等）
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表１．教室で実施した縄文土器，石器の観察内容．

縄文土器の観察

❶土器片の表・裏・断面を観察
・内面と外面の特徴とその違い，器の厚さ
・文様
（実際に縄を粘土に転がしてみて現れた文様を，
縄文土器の文様と比較）
・補修孔

❷土器片の部位（復元模型との比較）
・口縁部/胴部/底部，器全体の形

❸作り方
・材料
・輪積みの痕跡を観察
・乾燥，焼成について

❹機能と用途
・現在の道具との比較

石器の観察

❶石鏃，スクレイパー，石錐などを観察
・石器の形，大きさ

❷作り方
・石器に用いられる石材について
・黒曜石の原石や剝片の観察（参考資料）
・石器の加工方法と道具

❸機能と用途
・使用方法，道具の組合せ
（例：柄をつける，紐をつける，皮を巻くなど）
・現在の道具との比較

表２．観察後に児童から発表された主な内容．

縄文土器に関するもの

・土器は裏がツルツルしていてすごかった．
・昔は土器を手作りで作っていたとわかった．
・粘土を積んで土器を作ることがわかった．
・土器は外側を紐で文様をつけていたことがわ
かった．
・土器に孔（あな）があいていた．水がもれて
しまうのではないかと思った．
・土器が（今の）鍋がわりになり，作っている
人はすごいと思った．

石器に関するもの

・（道具には）いろいろな形があることがわ
かった．
・いろいろな形があり何に使うのかと思った．
予想は食べ物を取るためだと思う．
・黒曜石で切れることがわかった．
・黒曜石がガラスと同じ物質とわかった．
・黒曜石はピカピカしていて，指も切れるほど
であぶないとわかった．
・鏃（矢じり）を弓につけて使うことに驚い
た．
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表３．質疑応答で話題となった主な内容．

●黒曜石の産地・名称・色について
・北海道での黒曜石の主な産地は，白滝・置戸・十勝・赤井川．
・石狩市内の遺跡で黒曜石製の石器が見つかっているが，近い産地でも赤井川．
・十勝石という別名がある．
・赤い鉄分が混じるものがある．
・大分県姫島を産地とする黒曜石との比較．

●剝片石器について
・どうやって黒曜石を割って石器を作るのか．
・黒曜石の原石からどれくらい石器を取っていたか．

●土器の色について
・スス，コゲ

●縄文文化全般に関すること
・縄文時代の冬のくらし（北海道）
・ペットについて
・北海道と本州は陸続きではなく分かれていた（数万年前の氷期でも）．
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表4-1．児童からの質問・不思議に思ったこと【土器】．

●大きさ，形，色，重さ，種類について
・なべに使うには大きくなければいけないのに，なぜ小さいのものあるのか．
・なぜ（今の）なべはひらべったいのに，（縄文土器は）細いのだろうか．
・なぜ，こんな形なのか．
・なぜたて長なのか．
・なぜこんな色なのか．
・どうして土器は重いのか．
・土器には他にも種類があるのかなぁと思った．

●状態について
・土器は使っているときにこわれないか．
・土器はなぜ少しだけ残っていたのか．
・土器はなぜばらばらで見つかったのか．

●文様について
・なぜデザインをしているのか．
・土器は何でもようがあるのか．
・なぜこんな文様なのか．
・なんでねじったひもでもようをつけていたのか．
・（縄文土器の文様をつける道具について）ひもはどこにあったのか．
・いったい縄でもようをつけるのがどれだけの時間がかかったのだろうか．

●材料，作り方，使い方について
・粘土は何からできていて，昔の人たちは粘土をどうやって作っていたのかに興味をもった．
・粘土はどうやって作っていたのか知りたい．
・土器はだれがどうやって最初に作ったのか．
・土器はどのようなもので作っているのか．
・昔の人はどうやって粘土を作っていたか．
・本物の土器はどうやって作っているのか．
・なぜ火で焼いて作るのか．
・どういうふうに使っていたかが知りたい．
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表4-2．児童からの質問・不思議に思ったこと【石器】．

●形，作り方，名称について
・どうしてあんな形になるのか．
・包丁の形にけずって，どうやって作っているか不思議に思った．
・どうやってやりとか作るのか．
・石の斧についていた木と石はどのようにつなげているのか．
・石でできているといっていたから石器って言うんだなと，これが不思議に思う．

●石の種類，黒曜石について
・どのくらい石みたいのの種類があるのかをもっと知りたい．
・黒曜石のことがもっと知りたい．
・黒曜石はどうやってとっているのか．
・黒曜石はどこにあったのか．
・黒曜石はどれくらい固いか知りたい．
・なんで十勝石という名前になったのか．
・十勝石がどこでみつかったのか不思議に思った．

●使い方について
・石器で何の動物を狩っていたのか．
・やりは投げて狩りをしていたのか．
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表4-3．児童からの質問・不思議に思ったこと【木製品】．

●作り方，工具，材料について
・どうやって作ったんだろう．
・どうしてこんなにきれいに作れるのか．
・木のスプーンを作るときに使うカッターとかも作ったのか気になった．
・（木製品は）木をけずって作ったのか．
・昔は何で木をけずっていたのか．
・（舟形容器は）どうやったらこんなにきれいにできるのだろう．
・（柄付容器について）木をどうやってこの形にほったのか．
・どうやってスプーンのすくうところをへこませたのかが気になった．
・舟形容器は（作るのに）どれくらいの時間がかかったのか．
・どんな木材を使っているのか．
・木で作った作品はどれくらいの木を使っていたのか．

●形，使い方について
・何に使ったのか．
・どうやって作っているか．
・どうしてこんな形をしているのか．
・（舟形容器について）なぜ舟の形に似ているのか．
・（舟形容器の）でっぱっているところは何だろう．
・どんな物をいれていたのか．
・スプーンみたいな形の木を何に使うのか．
・舟形容器は，どんなものに使うのか．
・柄付容器は，どうやって使うのか．

●状態，重さについて
・（木製品を観察して）なぜこんなにあながあいているのか．（※同様の質問が複数）
・舟形容器はどろでカバーされていたのに，どうしてはしの部分がこわれているのか．
・舟形容器が何kgあるか知りたかった．
・なぜ重いのか．

表4-4．児童からの質問・不思議に思ったこと【河川漁】．

・どうしてサケの漁にそんなことをしたのか．
・川で魚をとるためのしかけを使ってサケなどをとるものは，どんなものか．
・柵はなぜそんなにあったのか．
・（縄文時代の河川漁）しかけをつけてどのようなつかまえかたをしているのかをもっと知りたい．
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表4-5．児童からの質問・不思議に思ったこと【縄文文化，遺跡】．

・魚はどうやって味つけしたのだろう．
・（石狩紅葉山49号遺跡について）何でそんなに有名なのか．
・どんなかんじで物が見つかるのかをもっと知りたい．
・なんで土の中にうまっていたのか．
・どうして4000年前とかがわかったのか．
・なぜ縄文時代という名前にしたのか．
・人がけがをしたとき，病院がないからどうするのかをもっと知りたい．
・昔の道具は土器・石器・木製品だったので，家も土器や石器・木製品などで作られていたのか．
・縄文時代は人間が何人くらいいたのか．
・4000年前，人々は何人ぐらいいたのか．



石狩砂丘におけるクロコウスバカゲロウ（アミメカゲロウ目:
ウスバカゲロウ科）幼虫の巣穴づくり行動Ⅱ

̶高温下ではどのような場所を選択して巣穴を作るか̶
The digging behavior of the antlion, Myrmeleon bore larvae
(Neuroptera: Myrmeleontidae), inhabiting on Ishikari Beach

in the season of high temperature II

齊藤 快*1・福士 愛梨*1・土屋 翔太*1・髙橋 亮介*1・
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Kai SAITO*1, Airi FUKUSHI*1, Shota TSUCHIYA*1, Ryosuke TAKAHASHI*1,
Anon TORIMOTO*1, Ren MATSUHASHI*2, Satoshi WAKATSUKI*1

and Tomoko WATANABE*1

要　旨
　 クロコウスバカゲロウの幼虫（アリジゴク）の巣穴が，砂浜のどの地形の場所に作られるかを春から秋
まで調査した．夏季には小さな幼虫の巣穴は日陰に作られるが，大きな幼虫は高温となる日向にも巣穴を
作る．大きな幼虫は，太陽高度の高い夏至頃には，日射量の少ない斜面の急な場所に移動する．さらに真
昼の高温時には砂下に深く潜ることで暑さを避けていた．

キーワード：アリジゴク，クロコウスバカゲロウ，巣穴づくり行動，石狩浜

１．はじめに

（１）調査対象生物について
　 クロコウスバカゲロウMyrme leon bore
（Tjeder, 1941）はアミメカゲロウ目ウスバカゲ
ロウ科コウスバカゲロウ属の昆虫である．
　 幼虫のアリジゴク（以下「幼虫」と呼ぶ）は，
前進ができず，後退しながら頭部に発達した大顎
で砂をすくい飛ばして，すり鉢状の巣穴を作る．
幼虫はその巣穴の底部に潜伏し，落下してきた節
足動物を捕らえる．大顎の先端は尖っており，餌
動物に突き刺し，体液を吸う道具となっている．
さらに殻だけになった死骸もすくって巣穴の外に
捨てる．終齢（３齢）幼虫は，地面の下に土繭
（図１）をつくって蛹となり，夏に成虫（図２）
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図２．成虫．
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図１.  クロコウスバカゲロウの土繭. 
直径１cm 中央に成虫が出る時に通過した穴がある. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２. 成虫. 
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直径１cm 中央に成虫が出る時に通過した穴がある. 
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図１．クロコウスバカゲロウ
の土繭．直径１cm．中央に
成虫が出る時に通過した穴が
ある．



となる．

（２）これまでの研究
　 「いしかり砂丘の風資料館紀要第４巻（山口ほ
か，2014）」（以下「Ⅰ報」と呼ぶ）で報告した
様に，８月の孵化シーズンの「日陰地点」には，
孵化したばかりの小さな個体（最小で３mm）か
ら大きな個体（最大で11mm）まで混在していた
が，「日向地点」には体長が９～11mmの大きな
個体のみが生息していた．
　 また「Ⅰ報」では，気温と砂の表面温度の関係
を示したが，2014年８月17日に同様の調査を行っ
たところ，最高気温27℃に対して，砂下１cmの最
高温度は「日陰地点」で37℃，「日向地点」では
63℃で，直射日光を受けた「日向地点」は「日陰
地点」に比べて過酷な環境であることがわかった
（図３）．

（３）研究の目的
　 先行研究では，恒温器を用いて営巣行動に最適
な温度を調べている．低温から始め，温度を少し
ずつ上げながら巣穴の大きさを測定したところ，
温度を上げるほど巣穴は大きくなり，38°Cで最大
の巣穴を作った．その後40°Cに温度を上げると，
巣穴は38℃の時より小さくなるとともに営巣率が

低下した（渡部ほか，2007）．この研究からは，
幼虫が高温耐性のある昆虫とは考えにくい．以上
のことから，大きな幼虫は，高温の場所にも生息
できる戦略を持っているという仮説を立て，それ
を検証するために2014～2016年の３年間にわたり
調査と実験を行った．

２．調査地と調査範囲

　 「Ⅰ報」と同地点（緯度経度はN43°13′45″，
E141°19′46″）を調査地とした（図４）．調査地の
「日向地点」（南向きのため常時日向となる地
点）と，「日陰地点」（北向きのため日中のほと
んどの時間帯が日陰となる地点）は，バギーの往
来で作られた道を挟んでほぼ真向かいの壁面と
なっている（図５，６）．調査対象とした幼虫
は，「日向地点」「日陰地点」共に幅２mの範囲
の壁面傾斜地に生息している幼虫全個体とした
（図７）．

３．調査方法

（１）砂温度の測定
　 「Ⅰ報」と同様にデータロガーのセンサ部を竹
串に固定して，センサ先端部が砂表面から垂直方

齊藤快・福士愛梨・土屋翔太・髙橋亮介・鳥本愛音・松橋廉・若月聡・渡部友子：石狩砂丘におけるクロコウスバカゲロウ幼虫Ⅱ
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図３．気温と表面から１cm深の砂温度の関係
（暖色：日向地点，寒色：日陰地点，破線：気温，
2014/8/17測定）．
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図２. 成虫. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図４．調査地概観（Googleマップより）．
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図３.  気温と表面から１cm 深の砂温度の関係(暖色：日向地点，寒色：日陰地点，

破線：気温，2014/8/17 測定). 

 
図４．調査地概観（Google マップより）. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５. 日向地点と日陰地点の位置. （YAHOO! JAPAN 地図より）. 

 

 

 

 

 

 

 



向に１cmの深さに埋まるように竹串を砂に突き刺
すことにより固定させてから（図８），30秒以上
置いて表示が安定してから読み取った．幼虫は，
高温時でなければ尾部を0.5～１cm程度の深さ
に，大顎を砂表面近くに置いて餌動物を待ち伏せ
している．

（２）体長の測定
　 頭頂から腹部末端までを体長とし（大顎の大き
さは無視），生きたままの幼虫を透明なファイル

フォルダーに挟んで動かないようにしてノギスで測
定した（図９）．測定後幼虫は採集場所に戻し
た．調査中に齢を特定することができなかったた
め，統計処理においては，幼虫の体長に基づいて
３段階のサイズに分け，小（6.8mm未満），中
（6.8-10.5mm），大（10.6mm以上）と表わすこ
とにした．2013～2016年までの４年間で調査した
１齢から３齢までの283個体の幼虫の体長は，最
小で３mm最大で14mmであった．

（３）斜面の傾斜角度の測定
　 自作した計測器（図10）を用いて測定した．先
端の直径２cmの円盤を斜面に密着するように当て
て，定規とおもりで吊るした糸が作る角度aを斜面
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図３.  気温と表面から１cm 深の砂温度の関係(暖色：日向地点，寒色：日陰地点，

破線：気温，2014/8/17 測定). 

 
図４．調査地概観（Google マップより）. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５. 日向地点と日陰地点の位置. （YAHOO! JAPAN 地図より）. 

 

 

 

 

 

 

 

図５．日向地点と日陰地点の位置
（YAHOO! JAPAN地図より）．
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図６.  「日向地点」と「日陰地点」のイメージ. 
 

 
図７. 「日向地点」の様子.  

 
 

 

 

 

 

図８.  センサ先端の固定による砂表面から１㎝深の温度の測定.

図６．「日向地点」と「日陰地点」のイメージ．
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図６.  「日向地点」と「日陰地点」のイメージ. 
 

 
図７. 「日向地点」の様子.  

 
 

 

 

 

 

図８.  センサ先端の固定による砂表面から１㎝深の温度の測定.

図７．「日向地点」の様子．

図８．センサ先端の固定による砂表面から
１cm深の温度の測定．
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図６.  「日向地点」と「日陰地点」のイメージ. 
 

 
図７. 「日向地点」の様子.  

 
 

 

 

 

 

図８.  センサ先端の固定による砂表面から１㎝深の温度の測定.

図９．体長の測定．
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図９.  体長の測定.      

 

 

 

 

 

図10.  傾斜角度の測定 



の傾斜角とした（図10の※aと※bの角度が等し
い）．

（４）幼虫が潜るかどうかを調べるための
　　　実験装置（図11）
　 砂の中では，幼虫の体の位置が確認できないた
め，透視できるように砂の代わりにガラスビーズ
を入れた試験管内で潜らせることにした．調査地
の砂粒のサイズを実体顕微鏡で拡大して測定し，
調査地の砂の大きさに合わせるため，３種類のサ
イズ（0.177-0.250，0.350-0.500，0.500-0.710 
いずれも直径mm）のガラスビーズを混合して用い
た．２本の試験管にガラスビーズを入れて，両者に
上から赤外灯を当て，試験管の下部は氷水に浸す
ことで，試験管の下ほど温度が低くなるよう温度
勾配を作った（図11-2，3）．一方の試験管にはガ
ラスビーズを入れる前に，センサ先端をずらしな

がら試験管の内部に固定し（図11-1），深さと温
度の関係を測定できるようにした．もう一方に
は，上から幼虫を入れて，透明なシートに印刷し
たスケールを試験管の外側に貼り付け（図12），
幼虫の尾部の位置を測定できるようにした．尾部
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図10．傾斜角度の測定．
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図９.  体長の測定.      

 

 

 

 

 

図10.  傾斜角度の測定 

図11．幼虫が潜るかどうかを調べるための実験装置．

 

氷水

温度測定用

→

←幼虫

用

１．温度計の先をずらしながら試
験管に差し込むことで，各深度の
温度を測定．

拡大図

２．温度センサ（左）と幼虫（右）
の入った試験管を並べて固定．

３．上から赤外灯で暖め，下は氷水で
冷やし，試験管内に温度勾配を作る．

図12．幼虫を透視できるようにガラスビーズを
用いての観察．矢印は幼虫の位置．
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図 19.  幼虫を透視できるようにガラスビーズを用いての観察. 
矢印は幼虫の位置. 

 
 

図 20.  ３齢幼虫（体長 11.6mm の個体）の砂表面の温度と潜った深さの関係. 
◆が幼虫の尾部の位置. 「０分」が赤外灯点灯開始. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21. １齢幼虫（体長 5.6mm の個体）の砂表面の温度と潜った深さの関係. 
 ◆が幼虫の尾部の位置. 「０分」が赤外灯点灯開始, 「50 分」消灯. 

３齢

１

齢



の深さを測定する理由は，幼虫は後退しかでき
ず，尾部が下になるからである．ガラスビーズは
思ったほど透明感が無かったため，試験管の中央
に幼虫がいるときには，位置を確認することがで
きないことがあった．そこで，１齢幼虫用と３齢
幼虫用装置を製作し，３齢幼虫の時は内径
16mm，１齢幼虫の時は内径６mmの試験管を用
いた．

４．結果と考察

（１）斜面の傾斜角と巣穴分布の関係
動機：2013年春から秋までの調査より，季節に
よって巣穴の位置が異なることに気がついた．す
なわち，低温期には斜面から平地まで広範囲に巣
穴が見られ，夏季には多くの巣穴が斜面に見られ
る．たまに平地に見かけるが，草陰に限られる．
そこで次の仮説を立てて検証することにした．

仮説：夏季には急な斜面を営巣場所として選択し
ている．

方法：2014年５月から９月にかけて「日向地点」
の全巣穴の幼虫を掘り出し，体長を測定した．ま

た，斜面の上端から巣穴までの垂直距離を測定す
ることで，斜面のどこに営巣していたかを調べ
た．６回の調査で120個体測定した．

結果：巣穴は，春（５月31日）と秋（９月24日）
には斜面の上から斜面の下（平地）まで広範囲に
分布していたが，夏至のころ（６月22日と７月13
日）には斜面の上部にのみ分布するという結果を
得た（図13）．

考察：夏至のころは太陽の高度が高いため，傾斜
角が大きい斜面ほど日光と砂表面が作る角度が小
さくなり，砂温度が上昇しにくいと予想できる
（図14）．日射量の少ない斜面の上部に営巣して
いる幼虫は，高温を避けることができる．
　 ６月22日と７月13日に巣穴数が減少しているの
は，土繭を作って蛹になっている個体がいること
と矛盾しない．また，羽化時期を過ぎた９月にも
３齢幼虫がいることからクロコウスバカゲロウは
１年で成虫になるとは限らないこともわかる．
　 室内で飼育していると時々，砂の表面に幼虫が
徘徊した跡が多数残っていることがあることか
ら，巣穴の場所は固定的ではなく，水平移動をす
ることがわかる（図15）．
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図13．各調査日における斜面上から巣穴までの垂直距離．
夏至の頃には、斜面の上部に巣穴が分布している．
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図11.  幼虫が潜るかどうかを調べるための実験装置.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12.  各調査日における斜面上から巣穴までの垂直距離 
夏至の頃には、斜面の上部に巣穴が分布している.

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13.  傾斜角と日射量のイメージ.



（２） 観測―斜面の傾斜角と日射量の関係
　　　～（１）の検証～
　 夏至のころは，急な斜面ほど日射量が少なく涼
しいと考えたが，本当にそうであるか，仮説を立
てて検証することにした．

仮説：日光と砂表面がつくる角度により日射量が
決まり，日射量によって砂温度が変化するはずで
ある．

方法：2016年５月15日，７月９日，８月６日，９
月４日の４回，南向きの傾斜地において，多数の
任意の地点の傾斜角度と砂温度を測定した．調査
時刻は，太陽高度が最大となる南中時の前後に
行った．調査地から200ｍほど南の約10ｍの長さ
の斜面をこの調査の調査地とした．方位磁石で南
北方向を定め，その方位に沿って幅30cm程度に２
列に伸ばした巻尺でしきり（図16-1），巻尺の間
の任意の箇所を多数選び，傾斜角度測定器（図
10）により傾斜角度を測定（図16-2）し，直後に
そのポイントの中心の地表面から１cm深の砂温度
を測定した．斜面の下から順に上方へ上がりなが
ら繰り返し測定を続けた（図16-3）．斜面の上方
には，植物の根が含まれているため安息角※1を超
える斜面があった．

結果：結果は図17に示した．７月は４回の調査の
うち，最も夏至に近い．理論的には，同日の南中
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図16．「傾斜角度と地表面から１cm深の砂温度の関係」を確かめる調査．

 

真北

真南

１．計測範囲の決定．

２．傾斜角度の測定．傾斜に対して測定器を垂
直に立てて，おもりで吊った糸の角度を読む．

３．温度（地表面から１㎝深）の測定．傾
斜角度を測定した位置に温度センサを差入
れ測定．繰返しながら上がっていく．

図14．傾斜角と日射量のイメージ．
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図11.  幼虫が潜るかどうかを調べるための実験装置.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12.  各調査日における斜面上から巣穴までの垂直距離 
夏至の頃には、斜面の上部に巣穴が分布している.

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13.  傾斜角と日射量のイメージ.
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図 14. 巣穴と徘徊によってできた移動跡. 
巣穴の位置は固定的ではない. 

 

図 15.  「傾斜角度と地表面から１cm深の砂温度の関係」を確かめる調査. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図15．巣穴と徘徊によってできた移動跡．
巣穴の位置は固定的ではない．



高度は69.3°で傾斜角度が20.7°のとき，太陽と砂
表面が作る角度が直角となり，最大の日射量とな
る．斜面の傾斜角度と砂温度の関係は，ほぼ予想
どおりの結果を示した．傾斜角20.7°を超えた斜面
では，砂温度は低くなる傾向を示した．同様に５
月，８月，９月の結果も，理論的に日射量が最大
となる傾斜角度のときに最高温度となる分布を示
した．

考察：以上の結果から，斜面の角度と太陽の角度

により日射量が決まり，日射量によって砂温度が
変わると言える．また，web上に公開されている
NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構）による「太陽光パネルの傾斜角
度と日射量の関係（「石狩」「７月」）」を表す
グラフ（図18，NEDOホームページ）は，私達が
調査した７月の結果とよく似ていた．
　 夏至の頃が一年を通じて最大の日射量となるた
め，砂温度が急激に上昇する可能性がある．急な
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図17．南中時に測定した斜面の傾斜角度と砂表面から１cm深の砂温度．
斜面の傾斜角度によって砂温度が変化している。理論的に最大の日射量と
なる傾斜角度に縦線を書き加えてある．
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図 16.  南中時に測定した斜面の傾斜角度と砂表面から１cm深の砂温度. 
斜面の傾斜角度によって砂温度が変化している。理論的に最大の日射量となる傾斜角度に縦線を書き加

えてある. 



斜面に営巣する性質を持った幼虫は，高温を避け
ることが出来る※2．この調査ではたまたま５月～
９月までの４回の調査とも，計測開始から終了ま
での時間帯の中で，太陽が雲に隠れたり出たりを
繰り返していたので，同じ傾斜角度に対する砂温
度の値に幅が生じた．これは太陽が雲に隠れると
砂温度が低下するためであろう．したがって各グ
ラフとも，温度の高い値を示した時が，太陽が強
く照射していた時である．

（３）体長と巣穴温度の関係
動機：「Ⅰ報」で報告した通り，2013年の８月の
調査で，「日陰地点」と「日向地点」に生息する
幼虫の体長の構成が異なっていたことから，幼虫
の体長と巣穴の砂温度の関係について調査するこ
とにした．

方法：2015年５月４日，６月14日，７月５日，８
月４日の４回，「日陰地点」と「日向地点」に営
巣している全個体について，巣穴を崩さないよう
に気をつけながら巣穴の真横１カ所に温度センサ
を差し入れ地表面から１cm深の砂温度を測定し
た．その後，その巣穴から幼虫を掘り出して体長
を測定した．４回の調査で調べた全個体（60個

体）についてグラフ化した（図19）．

結果：体長が「小」～「大」の幼虫の巣穴温度
（１cm深）を比較すると，最低温度はほぼ同じで
あったが，最高温度は体長が大きくなるにつれ高
くなる傾向となった．体長が大きくなるほど，高
温の場所にも営巣できていることがわかった．

考察：高温期の調査における経験として，「日向
地点」の巣穴では，深くまで砂をすくわないと幼
虫を取り逃がすことがしばしばあった．このこと
から大きな個体は，深く潜って高温を避けている
可能性が高い．

（４）実験―幼虫の体長と潜る深さ
　　　～（３）の検証～
　 高温期において，「日向地点」の大きな幼虫は
深く潜って暑さを避けているという考察につい
て，仮説を立てて検証することにした．

仮説：大きな幼虫は温度勾配を作ると，高温を避
けるように潜るのではないか．小さな幼虫は，深
く潜れないので真夏には日陰に分布しているので
はないか．

方法：実験は2016年に実施した．幼虫が潜るかど
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図18．７月の「石狩」における太陽光パネル傾斜角度と日射量の関係．
パネルの傾斜角度が０～20°で日射量が大きく、傾斜角度がそれより大き
くなると日射量は小さくなっている（「NEDO日射量データベース閲覧シ
ステム」http://app0.infoc.nedo.go.jp/metpv/monsola.htmlより）．
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図 17. ７月の「石狩」における太陽光パネル傾斜角度と日射量の関係. 
パネルの傾斜角度が０～20°で日射量が大きく、傾斜角度がそれより大きくなると日射量は小さくなってい

る（「NEDO 日射量データベース閲覧システム」  http://app0.infoc.nedo.go.jp/metpv/monsola.html より）. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18.  巣穴の温度（測定は１cm深）と幼虫の体長の関係. 
大きな個体ほど温度が高いところにも営巣している. 

 

 

 

 

 

 



うかを調べるために自作した実験装置（図11）を
用いた．最初の30分は温度勾配を作らないで，室
温のままで幼虫が潜った深さを測定した．次に上
から赤外灯をあて，下は氷水に浸して２本の試験
管内のガラスビーズに温度勾配を作り，左を温度
測定用に，右に幼虫を入れ腹部先端の深さ（図
12）を測定した．１齢幼虫で２回，３齢幼虫で３
回試行した．

結果：３齢幼虫（体長11.6mm）は赤外灯点灯前

の30分間は10mmの深さに留まっていたが，点灯
後10分で潜り始め，以後尾部が35℃付近の位置に
なるように潜って行き，点灯後41分に38mmの深
さまで潜った（図20）．３齢（体長12.3mm）の
別個体での試行では，アルミ箔を氷水表面に置い
て温度勾配を効率よく作ろうと試みたが，急激に
温度が上昇したため幼虫が死んでしまった．１齢
幼虫（体長5.6mm）は，点灯前は７mmに留まっ
ていたが，点灯後はほぼ10mm程度の深さに留ま

いしかり砂丘の風資料館紀要　第７巻　2017年３月
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図21．１齢幼虫（体長5.6mmの個体）の砂表面の
温度と潜った深さの関係．◆が幼虫の尾部の位置．
「０分」が赤外灯点灯開始,「50分」消灯．
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図 19.  幼虫を透視できるようにガラスビーズを用いての観察. 
矢印は幼虫の位置. 

 
 

図 20.  ３齢幼虫（体長 11.6mm の個体）の砂表面の温度と潜った深さの関係. 
◆が幼虫の尾部の位置. 「０分」が赤外灯点灯開始. 
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図 21. １齢幼虫（体長 5.6mm の個体）の砂表面の温度と潜った深さの関係. 
 ◆が幼虫の尾部の位置. 「０分」が赤外灯点灯開始, 「50 分」消灯. 
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図 21. １齢幼虫（体長 5.6mm の個体）の砂表面の温度と潜った深さの関係. 
 ◆が幼虫の尾部の位置. 「０分」が赤外灯点灯開始, 「50 分」消灯. 
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図20．３齢幼虫（体長11.6mmの個体）の砂表面の
温度と潜った深さの関係．◆が幼虫の尾部の位置．
「０分」が赤外灯点灯開始．

図19．巣穴の温度（測定は１cm深）と幼虫の体長の関係．
大きな個体ほど温度が高いところにも営巣している．

!



り，最大12mmまでしか潜らなかった（図21）
※3．残りの１回は１齢（体長4.0mm）では，
10mm程度の深さに留まり，３齢幼虫（体長
11.9mm）では40mm近くまで潜り，図20で使用
した個体とほぼ同じ結果になった．

考察：３齢幼虫は好みの温度帯に潜ることができ
たが，１齢幼虫は温度が高くても深く潜ることが
できなかったことから，仮説は検証できた．幼虫
は尾部から潜っていくので，３齢幼虫の体の位置
は35℃より高い温度のところにあることになる．
これは渡部ほか（2007）の，幼虫が最大の巣穴を
作る温度が38℃であることにほぼ一致している．
　 大きな幼虫は高温となる真昼は潜り，朝夕の涼
しい時間帯には表面へ，と垂直移動をしている．
１日の砂温度の変化（図３）を見ると，「日陰地
点」では，１日を通して，幼虫が好む温度に達し
ない場合もある．「日向地点」については，時間
帯は限られるが，１日の中で活動できる時間帯に
表面に出てきて砂を遠くまで飛ばして大きな巣穴
を作り，餌動物の落下の振動を感知したらすばや
く捕食行動が取れる点で「日陰地点」より「日向
地点」にいることは有利である．飼育している幼
虫を観察していると，巣穴が小さい場合と餌の落
下にすばやく反応できない幼虫の場合，アリは巣
穴から脱出してしまうことが多い．
　 また，大きな幼虫ほど大きな浮力が働くので，
砂の下に潜るのに要するエネルギー量は大きいだ
ろう．しかし大きな幼虫は筋肉が発達し，それを
賄える体力があると考えてよいであろう．

５．結　論

　 アリジゴクの幼虫は高温耐性がある昆虫なので
はなく，暑さを避ける以下の３つの戦略があるこ
とがわかった．（１）は「Ⅰ報」の結果である．
（１）孵化したばかりの小さな幼虫は「日陰地

点」に営巣して高温を避けている．１齢幼
虫の巣穴は集中分布していることから，成
虫が産卵場所を選択している．

（２）日射量が最大となる夏至の頃は，「日向地

点」に営巣する幼虫は傾斜の急な場所を選
択することにより高温を避けている．

（３）大きな幼虫は砂に深く潜ることで高温を避
けている．表面から１cm潜ると5.9℃下
がった例があり，この結論の根拠になって
いる（「Ⅰ報」図10．砂表面からの深さと
砂温度の関係）．

６．まとめ　～アリジゴクの生活史～

　 気温と日射量が低い春は平地から斜面まで広範
囲に巣穴を作る（図22-a）．初夏には，高温とな
る平地を避けて，斜面に営巣する．大きな幼虫は
日向斜面にも拡散するが，特に夏至の頃は，日射
量の比較的小さい場所である急勾配の斜面に移動
する（図22-b）．この頃３齢幼虫は，土繭を作っ
て蛹になるため，幼虫は減少する．気温が高い７
月～８月に成虫が出てきて産卵する（図22-c）．
この頃蛹になれなかった個体のうち日向斜面に生
息する幼虫は真昼の高温時に深く潜ることで適温
深度に逃れるが，朝夕の時間帯は快適な温度条件
となり，砂表面に上がって活発に採餌をする．８
月中旬以降孵化したばかりの幼虫は，日陰斜面に
営巣して暑さを避ける（図22-d）．秋は春と同様
に気温と日射量が低下するので平地にも多く営巣
する（図22-e）．さらに低温になり，体が動かな
くなり休眠状態となる（図22-f）．
　 人が家を建てる場合，理論的には傾斜地に掘っ
た穴（の中）に建てると，冬は太陽の高度が低い
ため地表面との角度が大きくなるので暖かく，夏
は太陽高度が高くなるので地表面との角度が小さ
くなり涼しくなる（図23）．幼虫は平地から傾斜
角度38°の斜面まで水平移動したり，潜る，上がる
という垂直移動をすることにより，家（巣穴）や
体の位置を快適な場所に移していると考えて良
い．

７．課　題

　 調査地では，幼虫が餌を捉えているところを一
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度も見かけたことがない．餌を獲得するチャンス
が少ないことから，飢餓に強い昆虫であると言わ
れていることに頷ける．しかしアリが歩いている
し，巣穴の周囲に小さなムカデやワラジムシの仲
間の死骸を見かけることがある．「日向地点」の
過酷な温度となった場所にアリは歩いていない．
幼虫もその時間は潜って活動を停止しているのだ
ろう．今後は調査地における餌動物の種類や行動
について調べたい．

謝辞：アリジゴクの種同定の方法は，鳥取大学教授鶴崎
展巨氏にご教示いただいた．
　傾斜角度を測定する装置の読み取る角度が，傾斜の角

度と一致することを，市立札幌大通高校教諭辻田純氏に
数学的に証明していただいた．
　 幼虫がどのくらい潜るかを調べる実験装置について，
「試験管の内径が細いほど幼虫が潜りづらくなるのでは
ないか」という疑問に対して，北海道大学名誉教授の下
澤楯夫氏から，「幼虫は，自分の体の下のビーズを上に
持ち上げることで潜りこんでいる．試験管の内径が細く
なれば，管壁に拘束される砂粒が増えるので，むしろ潜
りこみやすくなる．内径の細さと潜りづらさは関係しな
い」というアドバイスをいただいた．
　 太陽高度と日射量の関係を調べるにあたって，太陽光
パネルのしくみに詳しい札幌開成中等教育学校教諭小松
智彦氏にアドバイスいただいた．
　この場をお借りしてお礼申し上げます．

※１　調査地の砂の安息角（砂が滑り落ちようとする時
の斜面の角度）は，測定の結果38°であった．図17
で，安息角を超える地点には，砂の中に草の根がは
びこっていた．

※２　 2015年度のフィールドでの測定値では，巣穴が
作られた場所の傾斜角度は最大で35°であり安息角に
近い．

※３　 １齢のグラフ（図21）で，点灯後25分に温度勾
配が極大をむかえて，その５分後に温度勾配が小さ
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図22．アリジゴクの生活史．
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図 23． 「斜面の家は冬暖かく、夏は涼しい」のイメージ. 
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図23．「斜面の家は冬暖かく、夏は涼しい」のイメージ．
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くなっているのは，25分で氷を追加したためであ
る．温度勾配が除々に拡大するように務めたが，試
験管の径が細いことにより試験管側面からの熱の影
響が大きく，安定した温度勾配を作ることは難し
かった．図20，21の結果はいずれも，実験後も幼虫
が生きていた試行のものである．
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旧浜益村澤谷家文書の酒税関係資料について
Historical materials of liquor tax of the Sawaya family documents

in former Hamamasu Village

木戸 奈央子*4
Naoko KIDO*

キーワード：浜益，澤谷家，酒税，明治時代

はじめに

　 石狩市浜益区は，石狩市の最北部に位置する
（図１）．浜益は，近世から近代にかけて鰊漁の
漁場として栄えた．幕末には，荘内藩によってハ
ママシケ陣屋が置かれ，対外政策の要所としても
重要な地域であった．平成17（2005）年に当時の
石狩市，厚田村と合併し，現在の石狩市浜益区と
なる．
　 北海道博物館に，旧厚田村（現在の石狩市厚田
区）が寄託した資料が収蔵されている．その中に
は，浜益の漁業家である澤谷家が記録した文書資
料があり，これらは，『浜益村史』等で一部記載
が見られるが，その詳細は不明であった．本稿で
は，澤谷家文書の中から酒税に関する資料につい
て，その解読と若干の考察を加える．

１．資料の概要

　 本稿では，浜益の澤谷家文書から，「明治四十
二年十二月　 酒造税金仮受帳及酒出控記入帳」，
「納税保証書」，「雑書類」の３点の酒税関係史
料について報告する．これらの資料は，旧厚田村
役場および旧厚田村教育委員会の寄託資料の一部
であり，北海道博物館が所蔵している1．寄託資料
について，その概要を以下に示す（表１）．
　 寄託資料計1,240点の大半は，昭和45（1970）

と翌46（1971）年に寄託されている．筆者の調査
では，文書資料749点のうち，不明な18点を除
き，481点が澤谷家に関するものであった．ま
た，残り250点は，厚田の漁業家で浜益にも漁場
を所持していた佐藤家に関する文書や，厚田村役
場に関係する文書であった2．資料の寄託経緯やそ
の詳細は不明だが，寄託された年の前年に『厚田
村史』を刊行していることから，寄託資料は村史
編纂のために収集したものであると考えられる．

２．澤谷家について

　 まず，澤谷家の経営拠点であった浜益の漁場の
主な変遷について述べると，浜益の漁場は，宝永

-31-

* 北海道教育大学大学院教育学研究科　〒002-8502 札幌市北区あいの里５条３丁目１

図 1　石狩市浜益区位置図 （国土地理院 5万分の 1地形図に加筆）
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旧茂生村適沢地区

図１．石狩市浜益区位置図．
（国土地理院５万分の１地形図に加筆）



３（1706）年に設置されたマシケ場所から分割さ
れて，天明５（1785）年に「ハママシケ場所」と
なる．寛政８（1796）年からは，初代伊達林右衛
門が場所請負人として場所経営を行った3．伊達家
で特に浜益と深く関わりがあるのが，３代目伊達
林右衛門である．３代目林右衛門は，寛政８
（1796）年にハママシケ場所の請負人となり，弘
化２（1845）年に浜益・増毛の漁場を200町余り
開いた（北海道水産協会編　 1935：762）．ま
た，漁場経営に携わる他，増毛・浜益間や厚田・
濃昼間の山道の開削にも力を注いだ．慶応元
（1865）年にハママシケ場所の請負人は，中川屋
勇助へと変わり4，翌慶応２（1866）年には，荘
内藩による漁場の統括が行われる．
　 澤谷家は，幕末から昭和の初期にかけて，浜益
の茂生村適沢（現在の石狩市浜益区浜益）で漁業
や海運業等を営んだ家であり，初代と２代目が浜
益の漁場経営に携わった（図１）5．
　初代澤谷新三郎は，安政年間（1854～1859）頃
より6，ハママシケ場所の場所請負人・伊達林右衛
門の下請漁業者として，漁場18ヶ統のうちの一つ
を担ったと考えられる7．
　 澤谷家が，漁業を営んでいたことについては，
函館市中央図書館に次のような記録がある．慶応
２（1866）年の『運上屋家入用浜方注文並ニ貸付
書上』は，中川屋勇助が下請負漁業者に貸付して

いた物資の調査記録である8．その中に「テキサマ　
新三郎」の記述があることから，当時テキサマ
（適沢）で初代澤谷新三郎が漁業を営んでいたこ
とがわかる（石橋編，1980：262）．その他，明
治６（1873）年に浜益郡の村方一同が，開拓使へ
宛てた拝借金返済に関する文書には，浜益郡茂生
村の伍長として澤谷新三郎の名があり，当時の茂
生村での地位が推察できる9．
　 ２代目澤谷新三郎（1874-1930）は，浜益の澤
谷漁場において，「鰊定置漁業を経営、逐年事業
を拡大し、最盛期には漁夫200名以上を使用し
た」大規模な漁業経営者である（石橋編，1980：
340）10．明治35（1902）年の第１回浜益村村議
会から村会議員を務め，大正４（1915）年から７
（1918）年まで第15代浜益村村長を勤めた．ま
た，大正３（1914）年から11（1922）年まで浜
益漁業組合長を務めたほか，適沢合資会社や海運
業を経営するなど，多岐に渡り活躍した実業家で
ある．
　 澤谷家は，昭和７（1932）年設立の合同漁業株
式会社への加入とともに，自家番屋以外の番屋，
漁具等の設備一式を出資した11．漁場跡や番屋
は，昭和49（1974）年の国道231号線の開削に伴
い消失し，現在はその跡を見ることはできない．
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表１．旧厚田村寄託資料の種類と点数．

 分類項目 点数 摘　　要

 生活資料 254 食器，喫煙具，照明器具，半天等
 産業資料 184 漁具等
 文書資料 749 澤谷家文書，佐藤家文書，厚田村役場関係資料等
 図書資料 48 雑誌等
 民族資料 1 酒樽
 考古資料 2 旧厚田村出土遺物
 記録資料 2 写真

 計 1,240 



３．明治期の浜益の酒造業と酒税について

（１）明治期の浜益の酒造業について
　 『浜益村史』によれば，浜益における酒造業
は，浜益郡黄金村川下（現在の浜益区川下）の真
田武四郎が，文久から元治年間（1861～1864）に
創業したことが始まりと言われている（石橋編，
1980：880）．明治期に浜益で操業していた酒造
家は，５軒である．以下にその詳細を示す（表
２）．
　 明治期の浜益の酒造石数や，酒造家の軒数につ
いて，筆者の調査では，明治41（1908）年の旧浜
益村文書と，明治42（1909）年，43（1910）年
の北海道統計のみ，記録が確認できた（旧浜益村
文書，加藤，2015：195）．それによれば，明治
41年の浜益村の酒造家は，土井清一郎と山中九郎
治の２軒であり12，造石数は298石であった13．明
治42年は，同じく２軒で造石数210石，翌43年は
１軒と106石である14．
　 澤谷家文書には，土井と山中の２人が漁場の出
納帳などに記されていることから，澤谷漁場はこ

の２軒の酒造家から酒を仕入れていたと推察でき
る．

（２）明治期の酒税について
　 明治以降の近代化に伴い，酒税制度の法整備も
行われる．その主な変遷について以下に概要を示
す（表３）．
　 本資料に関連する酒税の納税保証を中心に，
「酒造税則」と「酒造税法」について述べる．
「酒造税則」（太政官布告第40号）は，明治13
（1880）年９月27日に制定され，全４章38条から
なる．酒類製造者は，酒造場一ヶ所ごとに酒造免
許税と酒類造石税を納め，免許鑑札を受けなけれ
ばならなかった（第１，２，３条）．酒類造石税
は，醸造酒（一類）と蒸留酒（二類），再製酒
（三類）の３種に分類され，一石あたりそれぞれ
２円，３円，４円が課せられた18．同年11月24日
には，「酒造税則取扱心得書」（大蔵省達乙第39
号，全５款・52項）が定められ19，明治15
（1882）年12月27日に「酒造税則附則」（太政官
布告第61号，全12条）が布告された．
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表２．明治期の浜益における主な酒造家．

出典（加藤，2015：22，36，56；石橋編，1980：880；田邊編，1903：224；
松井編，1894：390，旧浜益村文書）より作成．
屋号については（田邊編，1903：224；松井編，1894：390）より作成．

酒造家氏名 屋号 場所 おおよその操業年代 出身地 銘柄，受賞歴等

山中九郎治 茂生村
鶴の井
明治35年北海道十一州
総合清酒品評会三等賞

明治14年から明治
末期ないし大正初期

山形県西田川郡黒森村
（現在の山形県鶴岡市）

小野光衛 群別村 不明不明 不明

真田武四郎
真田貞祐 黄金村 文久～元治年間から

明治36・37年

黄金川，しら梅
明治35年北海道十一州総
合清酒品評会優等賞（黄金
川），二等賞（しら梅）

秋田県雄勝郡三輪村
（現在の秋田県雄勝郡羽後町）ヤマキュウ

吉田吉之丞 茂生村 不明明治４・５年から
明治36・37年カ 不明

ダイマル

茂生村
飛泉
明治35年北海道十一州
総合清酒品評会二等賞

土井萬吉
土井清一郎

明治15年から明治
末期ないし大正初期

山形県飽海郡観音寺村
（現在の山形県酒田市）

カネノ



　明治23（1890）年８月20日制定の「酒造税則施
行細則」（大蔵省令第20号）は，税則の詳細を定
めたものであり，全25条で構成される．第１条
は，免許鑑札の申請に必要な書類等について記さ
れているほか，納税保証物あるいは納税保証人が
必要な場合についての記載がある．その内容は，
３年以内に無免許営業等の不正により処罰を受け
た者や，税を滞納した者は，保証物あるいは保証
人を定めなければならない，というものである．
さらに，第10条では，酒造家の所有する不動産価
格が造石税の４分の１未満である場合にも，保証
物あるいは保証人を立てなければならないとして
いる．
　 「酒造税法」（法律第28号，全38条）は，明治
29（1896）年３月27日に公布された．酒造営業税
は，同日制定の営業税法（法律第27号）に組み入
れられ，酒税は造石税のみとなる．この「酒造税
法」では，一般の酒造家も納税保証として，造石
税の半額に相当する保証物を納めることが定めら
れた（第13条）．また，保証物については，①保
証物に相当する保証人を立てた場合，②造石税額
に相当する酒類を保存する場合，③造石税を前納
した場合にのみ，提出が免除された（第14条）．
つまり，「酒造税法」では，「酒造税則」で限定

的であった，納税保証物・納税保証人の対象が拡
大したという変化が見られる．
　 同年８月27日制定の「酒造税法施行規則」（勅
令第287号，全45条）は，「酒造税法」に基づい
た細則である．酒造家は，同年新たに設置された
税務署に免許申請を行い，製造場の建物の図面や
酒造用器具等の目録を提出する（第１条，３
条）．また，年度ごとの見込造石数，製造時期，
方法等の申告を行うことも規定された（第５
条）．逆に税務署は酒類製造者に対して，酒類免
許を交付し，酒類製造場または酒類販売場の検査
を随時行う仕組みとなる．
　 明治期の酒税変遷の背景には，日清戦争後の軍
備拡張と，官営企業への財政支出増大がある．酒
税は国税の税収源として，その多くを占め，明治
32（1899）年には国税の税収が第1位となる．酒
税確保を確実とするために，納税保証によって酒
類の密造や脱税の取り締まりが強化された．

４．資料紹介（酒税関係資料）

　 前述の澤谷家文書481点のうち，酒税の納税に
関する資料は以下の３点である．以下にその概要
を述べる．
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表３．酒税の主な変遷と概略．

 概　　　略

 酒造株の廃止15．
「酒類税則」制定．酒造営業税・醸造税・酒類請売営業税が課せられる16．
「酒造税則」「酒造税則取扱心得書」制定．酒造営業税が酒造免許税となり，
課税対象が酒類から醸造場ごとへと変わる．醸造税が酒類造石税となる17．
「酒造税則附則」制定．
「酒造税則施行細則」制定．
「酒造税法」「酒造税法施行規則」制定．税務署が設置される．造石税のみの
課税となる．「自家用酒税法」「混成酒税法」制定．
自家用酒の製造が全面的に禁止される．

年

明治４年
明治８年

明治13年

明治15年
明治23年

明治29年

明治32年

出典（国税庁税務大学校税務情報センター租税史料室編，2009；2010；加藤，2015：122-127）より作成．



（１）「明治四十二年十二月　酒造税金借受帳
　　　及酒出控記入帳」（資料１，写真１）
　 明治42（1909）年から翌43（1910）年までの
酒造家の酒税記録と，澤谷漁場の酒に関する金銭
出納が記されている．全49頁から成るが，実際に
記述があるのはその内の11頁分で，残りは白紙で
ある．資料は墨書で書かれており，一部朱書きと
ペン書きが見られる．資料は大きく４項目に分け
られ，その内２項目が，前述の土井清一郎と山中
九郎治の納税に関するものである．

（２）「納税保証書」（資料２【１】～【８】，
　　　写真２）
　 明治39（1906）年～43（1910）年に作成され
た，山中九郎治の納税関係資料である．資料は，
「納税保証書」が明治39年度と40年度，41年度分
の３点（資料２-【１】【４】【７】），「資産調
書」が明治40年と41年のものが２点（資料２-
【２】【５】），明治41年の「納税保証物免除申
請」（資料２-【３】）と同年の「印鑑証明願」
（資料２-【６】）が各１点，明治43年の「預り
証」（資料【８】）が１点の計８点からなる．
「納税保証書」（明治39年，40年，41年度）は，
山中九郎治が製造する酒類について，澤谷新三郎
がその保証人となることを示すものであり，３点
全て罫紙１枚によるもので，同じ内容である．こ
れらは，前述の「酒造税法」第13条，14条に基づ
いた，納税保証人を立てた証書である20．
　 「資産調書」（明治40年，41年）は，保証人と
なる澤谷新三郎の畑や宅地，海鮮干場の所在地や
規模，時価等が記載されており，２点とも同内容
で，罫紙1枚に記載している21．前述した「酒造税
法施行規則」によれば，納税保証人は，納税保証
に耐えうる資力があると認められた者でなければ
ならないため（第26条），この調書はそれを証明
する文書であると推察できる．
　 「納税保証物免除申請」（明治41年）は，保証
人を立てることで，納税保証物提出の免除を申請
するものである（「酒造税法」第14条）．山中九

郎治が納税保証物の提出免除を願い出た資料であ
り，罫紙１枚に書かれている．
　 「印鑑証明願」（明治41年）は，澤谷新三郎が
浜益村村長に宛てた印鑑証明願であり，白紙１枚
にその記載と押印がある．文書の最後に，浜益村
村長名と印とともに「前書之通リ願出ニ付相違ナ
キコトヲ証明ス」とあることから，印鑑証明書で
もあると考えられる．
　 「預り証」（明治43年）は，酒造器具一式を茂
生村伊藤平太郎が預かり，取り置く旨を澤谷新三
郎に宛てて記した，罫紙２枚の証明書である．茂
生村の伊藤平太郎について，その詳細は不明であ
り，澤谷や山中九郎治との関係性も記されていな
い．前述のように，酒造家は，製造場の建物の図
面や酒造用器具等の目録を提出することが義務付
けられていた（「酒造税法施行規則」第３条）．
この「預り証」も目録に関係するものであると推
測できるが，酒造家の山中九郎治の名がないた
め，提出用に作成した資料とは考えにくい．資料
には，「御入用之節ハ何時タリトモ御渡シ可申候
也」とあるため，澤谷が何らかの借金の担保とし
た可能性もある．また，資料には鉛筆書きの記載
が7ヶ所あり，桶の一部を伊藤などへ貸すという記
述もあることから，伊藤らが酒造業を営もうとし
た可能性も考えられる．

（３）「雑書類」（資料３，写真３）
　 田中マツと笹谷福蔵の住所，生年月日のみが書
かれた証明書（全４頁）と22，号数や「仮記」な
どを記した金銭受取証（全６頁）の２種からな
る．このうち納税に関するものが，金銭受取証で
ある．金銭受取証は，明治42年12月７日，43年１
月７日，１月19日，１月22日，２月５日，２月22
日のもので，全て山中九郎治に宛てた証書であ
る．これらは，（１）「明治四十二年十二月　 酒
造税金借受帳及酒出控記入帳」の山中九郎治に関
する記載部分と同じ内容である．資料全体には墨
書で「×」が書かれ，澤谷の押印部分全てが破ら
れ，欠損している．また，資料は全てに切り取っ
た部分がある．これらは提出か，あるいは控えの
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証書であり，廃棄処分のために施したものである
と考えられる．
　

５．おわりに

　 本稿では，明治期の酒税納税について，浜益の
漁業家と酒造家の関係を示す資料を紹介した．明
治期の浜益は，鰊漁業で栄え，いわゆる「親方」
と呼ばれる鰊漁で財を成した漁業者が多く存在し
た．一方で浜益の酒造業は，幕末頃から始まり，
５軒の酒造家が営業していた．「酒造税法」で
は，全ての酒造家が納税保証として，造石税の半
額に相当する保証物の提出が義務付けられた．酒
税は，税制の法整備が行われる毎に増額したた
め，酒造家にとって資金面での困難が生じたと考
えられる．本稿で紹介した土井清一郎や山中九郎
治は，澤谷家が経営する漁場に酒を卸していた．
当時，漁業や会社経営，海運業等，多岐に渡って
活躍していた澤谷家の財力を考えれば，このよう
な増税に対して，酒造家が澤谷のような人物を納
税保証人として立てることは，容易に想像でき
る．澤谷家としては，酒造家との結び付きによっ
て，漁夫の労働対価として欠かすことのできない
酒を安価に仕入れることが可能となり，漁場経営
を安定させることができたと推測する．
　 本資料は一地域の漁業家と酒造家の関係を示す
一例ではあるが，今後，道内の漁業地域や他産業
の地域資料との比較分析を行うことで，明治期の
北海道の地域産業についてより解明されていくと
考える．また，本稿で紹介した旧厚田村寄託資料
には，澤谷家文書をはじめ，数多くの漁業関係資
料が含まれている．これらの資料を調査し，明
治・大正期の浜益，厚田の新たな側面を考察して
いきたい．

謝辞：本稿の執筆に伴う資料調査では，以下の機関と個
人にお世話になりました．
北海道博物館　舟山直治氏，三浦泰之氏，山際秀紀氏，
山田伸一氏，函館市中央図書館　丹羽秀人氏，司書の皆
さま
　また，いしかり砂丘の風資料館の工藤義衛氏には，文

書の調査や本稿の構成等についてご教示をいただきまし
た．佐藤睦氏には，浜益や澤谷家についてご教示をいた
だきました．そして指導教官である百瀬響教授には構想
から執筆に至るまで丁寧なご指導をいただきました．末
筆ではありますが，お世話になった皆さまに心より御礼
申し上げます．

注１　旧厚田村寄託資料　「明治四十二年十二月　酒造税金借
受帳及酒出控記入帳」　北海道博物館蔵．

 旧厚田村寄託資料　「納税保証書」　北海道博物館蔵．
 旧厚田村寄託資料　「雑書類」　北海道博物館蔵．
注２　 佐藤家は，厚田の漁業家・実業家で，屋号は「山丸」で
ある．当主は佐藤松太郎（1863-1918）．最盛期には漁夫
2,000人を雇う大網元であった（谷内・藤村・鈴木・木滑
編，1969：476-480）．

注３　 初代伊達林右衛門は（？-1837）は，陸奥国伊達郡の出
身である．天明８（1788）年に陸奥国伊達郡から渡島国に
渡り，寛政５（1793）年に福山で商店を開業した．

注４　 中川屋勇助は，越後国岩船郡麸屋町出身の漁業家で，明
治２（1869）年の場所請負制の廃止まで請負人として務め
た．「本間文右衛の分家武兵衛の三男として生まれ，名を
由松，または勇助，要助とも称していた」（石橋編，
1980：241）．船大工として商船を作る傍ら，天保８
（1837）年より新潟港や酒田港，箱館港を拠点に日用品や
米，酒など物資の交易を行った．

注５　 澤谷家の屋号は　 （リュウゴイチ）である．初代は漁
業，２代目は漁業の他，会社経営や海運業等に携わり幅広
く活動した．３代目は浜益郵便局の局長に就き，４代目は
浜益から小樽に移住し，銀行員として勤め，家業は営まな
かった．

注６　生没年や出身，履歴等は不明である．
注７　18ヶ統の地域は，濃昼（１ヶ統）・尻内（２ヶ統）・シ
ルトエ（１ヶ統）・毘砂別（１ヶ統）・川下（１ヶ統）・
ワタラエ（１ヶ統）・適沢（３ヶ統）・群別（４ヶ統）・
幌群別（２ヶ統）・茂生（１ヶ統）である．澤谷家は適沢
の１ヶ統を担った（石橋編，1980：261-264）．

注８　 中川屋文書　 「運上屋家入用浜方注文並ニ貸付書上」　
函館市中央図書館蔵．

注９　開拓使文書　「鮑突税及村方拝借金上納方ニ付伺ノ件」　
北海道立文書館蔵．

注10　 青森県東津軽郡一本木村（現在の青森県東津軽郡今別
町）の出身で，明治34（1901）年に家督を相続した．２代
目澤谷新三郎の漁場経営期間は不明である．

注11　合同漁業株式会社の設立には，大正初年以降減少してい
た鰊生産量と第一次世界大戦の恐慌による不況という背景
があり，石狩・後志・留萌・宗谷支庁管内の鰊定置漁業権
者を一本化し，漁業経営の安定と合理化を図るねらいが
あった．各漁場経営者は，漁業権や建物，漁船，船具等の
現物出資を行い，会社の資本金とした．浜益は，鰊漁業家
のうち7割近くが加入し，合同漁業株式会社浜益事業区と
して経営に当たった（石橋編，1980：596-610）．

注12　 土井清一郎（1876-？）は，明治40（1907）年に浜益
村の村会議員となり，大正10（1921）～昭和３（1928）
年に第19代村長に就任し，昭和９（1934）年～11
（1936）年に再び第21代村長に就任した．
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 　 山中九郎治（1866-？）は，明治36（1903）年に茂生村
の鰊刺網漁場経営者に名を連ねていることから，漁業者で
もあったと考えられる（石橋編，1980：476）．

注13　一石＝百升（180.39リットル）．
注14　 北海道統計の清酒の地区別生産数量によれば，浜益郡
のデータは，明治42年と43年があり，明治44年から空欄と
なっている．大正期は浜益郡の項目がない（加藤，2015：
195-196）．

注15　 酒造株は，江戸時代の酒造免許制度で，明暦３
（1657）年に制定された．酒株とも言う．酒造米高（造石
高）を株高として表示し，株札に株高と酒造営業人の住
所・氏名を明記して交付した．酒造業はこの株札を与えら
れた者のみに認められ，株高を超過する酒造は禁じられた
（浅尾ほか編，2000：478）．

注16　 酒造営業税は，酒造営業のための免許税である．清酒
や味醂，焼酎など米や雑穀，果実を醸造あるいは蒸留する
酒造家は営業申請を行い，免許鑑札を受けなければならな
い．一年間で酒一種に付き10円が賦課された（内閣官報局
編，1975：31）．

 　 醸造税は，酒造営業のための売上税である．過去半年の
酒の平均相場を基に，酒造家が定めた売価の10分の１が，
醸造税として課せられた（同：32）．

注17　 酒類造石税は，酒類の醸造高に応じて賦課された税で
ある．清酒や濁酒などの醸造酒は，一石に付き２円が課せ
られた（内閣官報局編，1976：241）．

注18　 明治15（1882）年の改正により，一石あたり，それぞ
れ４円，５円，６円に増徴された（内閣官報局編，1976：
241）．

注19　 「酒造税則取扱心得書」は，明治17（1884）年８月３
日に函館・沖縄・札幌・根室の４県を除く府県で改正され
た（大蔵省達第64号）．

注20　 本資料は，明治40年度の「納税証明書」を１頁目とし
て一つに綴られている．その１頁目には札幌税務署からの
付箋が貼付してある．本資料は税務署から返送された可能
性がある．

注21　 海産干場とは，漁業収穫物を海浜で収容・加工する地
所を指す（日外アソシエーツ株式会社編，1998：269）．

注22　田中マツと笹谷福蔵については，未調査であるため，詳
細は不明である．
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写真１．酒造税金仮受帳及酒出控記入帳
（資料１，北海道博物館所蔵）．

写真３．雑書類（資料３，北海道博物館所蔵）．

写真２．納税保証書（資料２，北海道博物館所蔵）．



資料１　「明治四十二年十二月　酒造税金仮受帳及酒出控記入帳」　解読文

山中九郎治
十二月五日　
入　十円　預り
　　酒二斗壱升出
十二月七日
入　弐十円廿四銭　預り
　　酒四斗四升出
十二月廿九日
入　九十円　預り
　　酒弐石出
一月七日
入　百五十円八十七銭　預り
　酒三石二斗八升
一月七日
入　弐十円　預り
　　酒
（朱）合計　金弐百九十一円十一銭　
　　　　　　　　　　　　　一月十五日金□印
　　　　　　　　　　　　　へ封印ノ□預レリ
一月十九日
入（印）五十円　預り
　　　酒

一月廿二日
入（印）弐十円　預り
二月五日
入（印）五十円　預り　（横書きで）411,110
二月廿二日
入（印）百四十二円
　　　　　八十六銭　預り
合計　五百五十三円九十七銭
　　　二月廿三日　右金山中九郎治へ御渡シ仝人ヨリ
　　　札幌税務所へ送金

土井清一郎
十一月
一　酒五斗出　川下 ハ 行
（朱）右　此金受入
十二月廿五日
入　六円九十銭　預り
酒　壱斗五升出
同日
入　九円　預り
酒　弐斗出
一月五日
入　弐十円　　川下□より受入
　　九十銭　　　　　　　預り
酒五斗出
同日
入六十三円　預り
　十二月三十日　酒四斗五升
　一月二日　酒五斗
　一月七日迄　酒四斗五升
合計　一石四斗出
（朱）合計　金九十九円八十銭
　　　　　　　　　　　一月十五日　金渡アリ
　　　　　　　　　　　封印ノ□預ケ
　　　　　　　　　　　二月廿五日受可
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十二月廿八日
一　酒　三斗七升　伊藤良吉
　　　　　代一七、〇二〇
（振替勘定印）一　酒一斗五升五合　澤谷漁場
　　　　　　　　　　代七、一三〇　（朱）伊二郎より
一　酒　壱斗　小林ミスキ
　　　　代四、六〇〇
十二月三十日
一　酒一斗弐升弐合　横山久市
　　　　　代五、六一〇
十二月三十日
一　酒一斗三升七合　三上留吉
　　　　代六、三〇〇
十二月丗一日
一　酒一斗二升　伊藤由三郎
　　　　代五、五二〇
（振替勘定印）一　酒五升　澤谷漁場
　　　　代二、三〇〇
合計　壱石○五升四合

一月十四日
入　十一円廿八銭　預り
　　弐斗三升五合出
合計　三石五斗三升九合

九日
一　酒五升　横山久市
　　　代二、三〇〇
十日
（振替勘定印）一　酒五升　澤谷漁場
　　　　代二、三〇〇
貸〆五十三円八銭□
二月二日
入　四十円　預り
同日
（振替勘定印）入十円　地白米　
　　　　　　　　　　　弐□
同日
（振替勘定印）入百〇五円　古酒六樽
　　　　　　　　　六十銭　弐石四斗
　　　　　　　　　　　　　日□まで
（朱）合計
　金三百十九円七十六銭

　内訳
（振替勘定印）百五十一円〇　四十二年十二月廿五日より
　　　　　　　　　　　八銭　四十三年二月二日迄
　　　　　　　　　　　　　　正金受可
（振替勘定印）十円　白米弐□
　　　　　　　　　　　　受可
（振替勘定印）百〇五円六十銭　酒六樽
　　　　　　　　　　　　弐石四斗受可
（振替勘定印）十一円七十三銭　　　漁場
　　　　　　　　　　　　　　　酒代金
十七円〇弐銭　伊藤良吉
　　　　　　　酒代貸
四円六十銭　小林ミスキ
　　　　　　酒代貸
七円九十一銭　横山久市
　　　　　　　酒代貸
六円三十銭　三上留吉
　　　　　　酒代貸
五円五十弐銭　伊藤由三郎
　　　　　　　酒代貸

（朱）未収入ノ合計四十一円三十五銭
合計　三百九円七十六銭

八石六斗　□□
　　内
三石六斗三升九合　□金□
　　　　　　　　　及拭□
　　　　　　　　　□□事
弐石四斗　六樽□□
　　　　　四斗入
　　　　　四十四銭□
弐斗五升　オリ酒
　　　　　□□
〆　六石弐斗八升九合
同日
弐石三斗一升壱合
四十四銭
代金　百〇壱円弐十銭
　　　　　　　　　□□
　　内
四十円　　二月二日受入
十円　　地□米
　　　　弐□
　　　　受入
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資料２　「納税保証書」　解読文

【１】納税保證書
（収入印紙）
納税保證書
石狩国浜益郡浜益村大字茂生村弐拾九番地
酒類製造主　山中九郎治
右山中九郎治ニ於テ明治四拾年期中石狩国浜益郡浜益村大字茂生村弐拾九番地酒類
製造場ニ於ケル製造酒類全部ニ対シ自分納税保證人ニ相立チ候依テ此之證書提供
候也
明治四十年拾月七日
　石狩国浜益郡浜益村大字茂生村
　七拾六番地　　澤谷新三郎　印
札幌税務署長税務属
　奥田久馬太殿

【２】資産調書
資産調書

　合計金参千壱百弐拾弐円也
　右之通リニ御□候
　明治四拾年拾月七日
　　石狩国浜益郡浜益村大字茂生村
　　七拾六番地
　　　　澤谷新三郎　印
　札幌税務署長税務属
　　奥田久馬太殿
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種目 所在地 反別 地價 時價 所有者

畑 浜益郡黄金村字柏木村
ニ番ノ一

壱丁弐反四畝弐
拾五歩 壱百五拾円也 浜益村大字茂生村

沢谷新三郎

宅 浜益郡黄金村字柏木村
ニ番ノ甲 壱反弐畝歩 弐拾五円也 右仝人

畑 浜益郡黄金村大字実田
村拾八番 六反六畝拾九歩 八拾六円也 右仝人

畑 浜益郡黄金村大字実田
村三拾四番

七丁六反三畝弐
拾三歩 九百五拾円也 右仝人

畑 浜益郡黄金村大字実田
村拾九番ノ一 四反七畝拾三歩 六拾壱円也 右仝人

海産干場 浜益郡浜益村大字群別
字床丹四百ニ拾番 三反弐畝拾九歩 三百五拾円也 右仝人

海産干場 浜益郡浜益村大字茂生
村拾六番 壱丁八畝壱歩 壱千五百円也 右仝人



【３】納税保證物免除申請
納税保證物免除申請
　　石狩国浜益郡浜益村大字茂生村
　　七拾六番地
　　漁業　澤谷新三郎
　右ハ石狩国浜益郡浜益村大字茂生村弐拾九番地酒造場ニ於ケル明治四拾壱年期
　中製造酒類全部ニ対シ納税保證人ニ相立テ度候間御認可御事度
　此之段申請候也
　明治四拾壱年十月一日
　　石狩国浜益郡浜益村大字
　　茂生村弐拾九番地
　　　山中九郎治　印
　札幌税務署長税務属官
　　奥田久馬太殿

【４】納税保證書
（収入印紙）
納税保證書
石狩国浜益郡浜益村大字茂生村弐拾九番地
酒類製造主　山中九郎治
右山中九郎治ニ於テ明治四拾壱年期中石狩国浜益郡浜益村大字茂生村弐拾九番
地酒類製造場ニ於ケル製造酒類全部ニ対シ拙者納税保證人ニ相立
チ候依テ此之證書提供候也
明治四拾壱年十月一日
　石狩国浜益郡浜益村大字茂生村
　七拾六番地　　澤谷新三郎　印
札幌税務署長税務属官
　奥田久馬太殿
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【５】資産調書

合計金参千壱百弐拾円也
明治四拾壱年　月　日
　石狩国浜益郡浜益村大字茂生村七拾六番地
　　澤谷新三郎　印
札幌税務署長税務属官
　奥田久馬太殿

【６】印鑑証明願
印鑑証明願
（印）印鑑　（印・付箋）浜益郡浜益村大字茂生村七拾六番地
　　　　　　　　　澤谷新三郎
　　　　　　　　　明治七年九月弐拾八日生
右印鑑御証明□□成度止め御願□也
明治四拾壱年拾月九日
　浜益郡浜益村大字茂生村七拾六番地
　　澤谷新三郎　印
浜益郡浜益村長　下田実殿
前書之通リ願出ニ付相違ナキコトヲ証明ス
明治四十一年十月九日
　　　　　　　　浜益郡浜益村長下田實　印

【７】納税保證書
（収入印紙）澤谷　納税保證書
　石狩国浜益郡浜益村大字茂生村弐拾九番地
　酒類製造主　山中九郎治
右山中九郎治ニ於テ明治参拾九年期中石狩国浜益郡浜益村大字茂生村弐拾九番地酒類製造場ニ
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種目 所在地 反別 地價 時價 所有者

畑 浜益郡黄金村字柏木村
弐番地

壱町弐反四畝弐
拾五歩 壱百五拾円 浜益村大字茂生村

沢谷新三郎

宅 浜益郡黄金村字柏木村
弐番ノ甲 壱反弐畝歩 弐拾五円 右仝人

畑 浜益郡黄金村大字実田
村拾八番 六反六畝拾九歩 八拾六円 右仝人

畑 浜益郡黄金村大字実田
村参拾四番

七町六反参畝弐
拾参歩 九百五拾円 右仝人

畑 浜益郡黄金村大字実田
村拾九番ノ壱 四反七畝拾参歩 六拾壱円 右仝人

海産干場 浜益郡浜益村大字群別
字床丹四百弐拾番 参反弐畝拾九歩 参百五拾円 右仝人

海産干場 浜益郡浜益村大字茂生
村拾六番 壱町八畝壱歩 壱千五百円 右仝人



於ケル製造酒類全部ニ対シ自分納税保證人ニ相立チ候依テ此之證書提供候也
明治参拾九年九月廿五日
　石狩国浜益郡浜益村大字茂生村七拾六番地
　　澤谷新三郎　印
札幌税務署長税務属官
　奥田久馬太殿

【８】預り証
（収入印紙）預り証
一　酒造器具
　内訳
酒造桶　弐拾八個　大小取交壱号ヨリ参拾四号迠
　　　　　　　　　内欠号一二、二七、二八、二九、三〇、三二、
甑　　　弐個
酒槽　　壱個　附属品□
層枠　　壱個
大甕　　壱個　五斗五升入
締木　　壱本
半切桶　弐拾八個　　内二ヶ伊藤へ貸シ
試桶　　九個　　内一ヶ伊藤へ貸シ　□□一ヶアリ
檐桶　　壱荷　　壱ヶハ□□ナシ
暖気樽　八個
桃桶　　参個
御手桶　四個　　三、内一ヶ伊藤へ貸シ
蒸釜　　壱個　　壱石四斗入
米研桶　壱個　　
麹板　　百七拾八枚　一七七、内一四ヶ三□郎へ貸シ
蒸溜器　壱組
仝角形甑　壱個
濾過器　壱個
掛袋　　参百拾五枚　大小取交　二八六
櫂　　拾本　一五
以上
右正ニ受取預リ置候確實也御入用之節ハ
何時タリトモ御渡シ可申候也
　明治四十三年四月拾壱日
　　　　　　　　浜益郡茂生村八十三番地
　　　　　　　　　伊藤平太郎　印
澤谷新三郎殿

木戸 奈央子：旧浜益村澤谷家文書の酒税関係資料について
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資料３　「雑書類」　解読文（全頁に墨書で×、澤谷の押印部分は破られ、欠損している）

（１）第卅七號
　仮記
一　金百四拾弐円八十六銭　印

右正ニ請取候也
明治四三年二月廿ニ日　澤谷新三郎　印
山中九郎治　様

（２）第卅四號
　仮記
一　金五拾円也　印

右正ニ請取候也
明治四三年二月五日　澤谷新三郎　印
山中九郎治　様

（３）第卅三號
　仮記
一　金弐拾円也

右正ニ請取候也
明治四三年壱月廿二日　澤谷新三郎　印
山中九郎治　様

（４）第卅二號
　仮記　印（収入印紙）
一　金五拾円也
　四十二年度酒造税保証ニ向ケ

右正ニ請取候也
明治四三年壱月十九日　澤谷新三郎　印
山中九郎治　様

（５）第卅號
　仮記　（収入印紙）割印
一　金九十円　印　十二月廿九日より酒弐石出
　　金百五十円八十七銭　印　一月七日より酒三石弐斗
　　八升出
　　金弐拾円　印　一月七日より
〆
右正ニ請取候也

明治四三年壱月七日　澤谷新三郎　印
山中九郎治　様

（６）第拾三號
　記　割印（収入印紙）
一　金拾円也　十二月五日より
一　金弐拾円四十二銭廿四銭　十二月七日より
　　但シ四十二年度納税酒造税金之内預リ

右正ニ請取候也
明治四十二年十二月七日　澤谷新三郎　印
山中九郎治　様

いしかり砂丘の風資料館紀要　第７巻　2017年３月
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石狩紅葉山49号遺跡の丸木舟と櫂
The excavated dugout canoes and paddles

in Ishikari Momijiyama No.49 site, Hokkaido, Japan

荒山 千恵*5
Chie ARAYAMA*

１．はじめに

　 石狩紅葉山49号遺跡（以下，49号遺跡，図１）
では，縄文時代中期に流れていた河川跡の発見と
ともに，魚捕獲用施設の杭や柵が出土し，当該期
の稀少な木製品が多数出土した（石狩市教育委員
会，2005）．本稿では，当該地域の縄文文化の川
と人々との関わりを明らかにしていくための一考
察として，49号遺跡の丸木舟の一部および櫂につ
いて考察する．

２．出土品の特徴ー丸木舟の一部と櫂

（１）丸木舟の一部
　 丸木舟は，水上を移動する交通運搬具の一つ
で，原木を刳りぬいて作られる．49号遺跡では丸

木舟の一部（破片資料を含む）とみられる８点が
出土している（付表１，付図１）．これらのうち
２点は丸木舟の先端側の一部とみられ（付図1-1，
1-2），両者は形態的特徴が異なることから，それ
ぞれ別の丸木舟である可能性が高い．この２点の
他に丸木舟の一部と推定された６点があり（付図
1-3～1-8），二次加工や再利用の可能性のあるも
のが含まれる．
　 ここでは，丸木舟の先端側の一部と推定された
２点の資料について特徴を確認する．
　 88173（付図1-1）は，丸木舟の先端部が縦半分
に割れた状態である．舟板には厚みがあり，特に
先端では厚さが4.7cm程で分厚い．良質な木材が
用いられ，表面には木理が波を打つように現れて
いる．先端部底面には装飾的な浮彫りが施され，
舟面全体を丁寧に仕上げている．舟の幅は，縦半
分に割れた現存部で21cmほどであることから，復
元値では42cm以上と考えられる．現存部が舟全体
の割合に対して一部分であるため全長を推定する
ことは難しいが，側面の立ち上がりに深みのない
形であると考えられる．
　 87362（付図1-2）は，舟の先端部から本体の舟
底の一部および側面部分の片側約半分が残存した
ものと考えられる．残存部から，深さ20cm程にお
さまる浅い舟であったとみられる．舟の幅は縦半
分程に割れた現存部で約18cm，復元すると40～
50cm程の細身で小型の丸木舟であったと考えられ
る．なお，観察当初では，この丸木舟の舟縁が板
に厚みのあるほうであるのか，薄く作られている
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ほうなのかが問題となった．舟先端部の外面から
見た面の取り方や成形の状態を観察すると，厚み
のあるほうの舟板断面の状態は，丸木舟として製
作・使用されたときのものとは考え難く，二次加
工によって再利用された可能性が高いと判断され
た．したがって，本例は舟の厚みの薄くなるほう
が側面で，厚みのあるほうが底面であると考えら
れる．このことは，丸木舟の一部と推定された他
の破片資料にも，二次加工ないしは再利用された
可能性のあるものが見られることに共通する．

（２）櫂
　 櫂は水上の舟を人力で進めるための舟用具の一
つで，形状は長い柄とその片方にある水掻部で構
成される．49号遺跡から出土した櫂は，ほぼ完全
な形で出土した１点，一部欠損した状態であるが
柄部と水掻部の残存が認められる２点，櫂の水掻
部のみが残存した５点，櫂の柄部と推定された６
点があり，計14点である（付表１，付図２）．柄
部あるいは水掻部のみが出土したのは破損による
もので，本来は柄部と水掻部を一つの木材から同
時に削り出して作られたものとみられる．
　 出土した櫂のうち11点が樹種同定されている
（石狩市教育委員会，2005）（図２）．そのう
ち，８点がモクレン科モクレン属であり，全体の
約７割を占める．この結果から，櫂に適した樹種
としてモクレン科モクレン属を選んで用いていた
可能性が高い．
　 49号遺跡から出土した櫂は，水掻部が細身で小
さいのが特徴である．水掻部の大きさはいずれも

幅が10cm未満で，長さは40cm程におさまる．ま
た，櫂の水掻部の形態はヘラ状であるが，平面
形・断面形・最大幅を比較すると類似点や相違点
が見られる．ここでは，８点の水掻部の特徴を次
のＡ～Ｃタイプに分類する（表１，図３）．
　 Ａタイプは，平面形の先端側の幅が広く作られ
ており，先端部は尖っていない．断面形は，両面
の縦中央部に厚み（綾ないしは膨らみ）があり，
特に片面に綾が顕著で，もう片面には膨らみをも
つ．88961，98547（付図2-1，2-14）が該当す
る．さらに，水掻部の最大幅を比べると，88961
は５cm以上であるのに対して，98547は５cm未満
と非常に細身であることから，前者をA-1タイプ，
後者をA-2タイプとする．
　 Ｂタイプは，平面形が全体的に細身で，先端部
は尖っていない．断面形はレンズ状で，両面が平
坦ないしは緩やかな蒲鉾状である．90902，
96010，97178，90428（付図2-2，2-3，2-12，
2-13）が該当する．さらに，水掻部の最大幅を比
べると，97178・90428は５cm以上であるのに対
して，90902・96010は５cm未満と非常に細身で
あることから，前者をB-1タイプ，後者をB-2タイ
プとする．
　 Ｃタイプは，中央部から先端側にわたる幅が広
く，先端部が尖っている．断面形は山形で，片面
の縦中央部に綾をもつ．92368，96771（付図
2-10，2-11）が該当する．いずれも最大幅が５cm
以上で，C-1タイプとする．本タイプでは５cm未
満の非常に細身なものに該当するものはない．
　 個別資料について，ここではほぼ完全な形で出

荒山 千恵：石狩紅葉山49号遺跡の丸木舟と櫂

-48-

図２．石狩紅葉山49号遺跡から出土した櫂の樹種．

モクレン科モクレン属 ８点
クルミ科クルミ属オニグルミ １点

ブナ科コナラ属コナラ亜属コナラ節 １点

カエデ科カエデ属 １点
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タイプ名タイプ名

水掻部の平面形水掻部の平面形水掻部の平面形 水掻部の断面形水掻部の断面形水掻部の断面形 水掻部の幅水掻部の幅

該当資料タイプ名タイプ名
先端側の幅
が広く，先
端部は尖ら
ない

全体的に細
身で，先端
部は尖らな
い

中央部から
先端側の幅
が広く，先
端部が尖る

両面縦中央
部 に 厚 み
（陵ないしは
膨らみ）があ
る

レンズ状．
両面が平坦
ないしは蒲
鉾状である

山形．片面
の縦中央部
に綾をもつ

最 大 幅 が
5.0cm以上
（推定を含む）

最 大 幅 が
5.0cm未満
（推定を含む）

該当資料

A
A-1 ● ● ● 88961

A
A-2 ● ● ● 98547

B
B-1 ● ● ● 97178

90428
B

B-2 ● ● ● 90902
96010

C
C-1 ● ● ● 92368

96771
C

C-2 ー ー ー 該当なし

表１．石狩紅葉山49号遺跡から出土した櫂水掻部の形態による分類．

図３．石狩紅葉山49号遺跡から出土した櫂の水掻部による分類．
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土した88961（付図2-1）から全体的な特徴につい
て確認する．全長は160.8cmで，片方に作り出さ
れた水掻部の大きさは幅7.1cm・長さ30～35cmで
ある．水掻部の長さは全体の長さの約５分の１を
占める．水掻部先端の厚みは薄く1.0cm未満であ
るが，先端部から40cm程の水掻部から柄部へと続
く部分では厚みをもたせて3.5cm程である．この
部分に負荷がかかることを考慮して厚みをもたせ
て丈夫な作りにしたものと考えられる．

３．考　察

　 前章では，49号遺跡から出土した丸木舟の一部
および櫂の特徴について取り上げた．ここでは，
それらが使用された状況について考える．49号遺
跡で発見された河川跡では，魚捕獲用施設の杭列
が複数箇所で確認された．87362の丸木舟の一部
に想定されるような細身で小型の丸木舟は，この
ような仕掛けの設置された河川で使用する際に動
きやすく適したものであったと考えられる．一
方，櫂についても，水掻部の細身で小さな形状か
ら，航海などで水面を大きく掻き漕ぐような使い
方に適しているとは考え難い．河川で丸木舟を操
作する際に，水底の砂や泥を突き押すようにして
使われたものと考えられる．なお，先述のとお
り，49号遺跡の櫂は，水掻部の特徴から５タイプ
に細分された．これらの相違が，櫂の機能・用途
にどのような関係があるのかは，今後の課題とし
たい．
　 49号遺跡の河川跡で発見された魚捕獲用施設の
杭列は河床にしっかりと打ち込まれ，そこに設置
された柵・すだれ状の仕掛けは着脱可能な構造で
あったと考えられる（注1）．これらの着脱可能な仕
掛けの季節的な設置，調整，流されてきた枝・葉
を取り除くなどの管理をおこなうためには，河川
上での作業が必要である．49号遺跡で出土した丸
木舟と櫂は，漁をはじめとする河川での移動・運
搬・作業用として使われていたことが考えられ
る．

４．まとめと展望

　日本列島では，これまでに120艘を超える縄文時
代の丸木舟が出土している（李，2014；石川県埋
蔵文化財センター，2014；滋賀県文化財保護協
会，2006；滋賀県文化財保護協会・滋賀県立安土
城考古博物館，2007；ほか）．また，櫂も数多く
の出土品が知られている．このことは，海・川・
湖の水上を移動・運搬するための手段として，縄
文文化の人々の活動を支えてきたことを示してい
る．北海道内では，現時点で縄文時代の丸木舟と
櫂の発見が明らかとなっているのは，いずれも49
号遺跡のみである．また，小樽市忍路土場遺跡
（北海道埋蔵文化財センター，1989）から出土し
た「磨耗溝入巨木材（No.350）」（縄文時代後
期）について，三浦正人は，本州の縄文時代に属
する丸木舟の復元製作実験（小林，2008；小林・
山田，2011）で行われた製作実験途上スギ巨木材
の状態に類似していることから，丸木舟の製作過
程にある巨木材の可能性を指摘している（三浦，
2015；ほか）（注2）．このように縄文時代に属する
丸木舟の出土が北海道内で極めて少ない要因の一
つには，49号遺跡の丸木舟の一部に推察されたよ
うに，二次加工や再利用によって本来の丸木舟と
しての姿を留めていない可能性がある．49号遺跡
の丸木舟の一部と櫂の存在は，今後の新たな発見
が待たれる中で，数少ない貴重な出土品といえ
る．
　 丸木舟と櫂から見た当時の川と人々との関わり
は，紅葉山砂丘とその後背低地を流れていた河川
を利用した人々の活動を再構成する一側面として
重要である．今後も，49遺跡および近隣の遺跡か
ら発見された遺構や遺物を通して，当該地域の縄
文文化の人々の暮らしについて探究していきた
い．

謝辞：テーマ展「石狩紅葉山49号遺跡の舟と櫂」の開催
にあたり，諸機関にご協力を賜り大変お世話になりまし
た．末筆ではございますが，心より御礼申し上げます．
札幌市埋蔵文化財センター，市立函館博物館，苫小牧市
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美術博物館，公益財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業
団，公益財団法人北海道埋蔵文化財センター，若狭三方
縄文博物館

附記：いしかり砂丘の風資料館では，平成28年度のテー
マ展の一つとして，「石狩紅葉山49号遺跡の舟と櫂」を
開催した（写真１・２）．開催期間は2016年９月21日
から11月23日までである．この展示では，49号遺跡か
ら出土した丸木舟の一部および櫂の出土品から13点を紹
介した．写真によるパネル展示では，本テーマに関連す
る北海道内の考古資料として，函館市（旧戸井町）戸井
貝塚出土の舟形土製品（縄文時代後期），札幌市K39遺
跡第６次調査地点出土の丸木舟の舳先（擦文時代前
期），千歳市美々８遺跡のメカジキの線刻画のある櫂
（アイヌ文化期），苫小牧市沼の端遺跡の丸木舟（アイ
ヌ文化期）について紹介した（戸井町教育委員会，
1994；札幌市教育委員会，2001；北海道埋蔵文化財セ
ンター，1993；苫小牧市教育委員会・市立苫小牧図書
館，1966；由良，1995；ほか）．また，道外で出土し
た縄文時代に属する丸木舟や櫂の中から，日本海側に位
置する，新潟県青田遺跡の丸木舟と櫂（縄文時代晩
期），福井県ユリ遺跡の１号丸木舟（縄文時代後期）に
ついて紹介した（三方町教育委員会，1996；若狭三方
縄文博物館，2006；新潟県教育委員会・新潟県埋蔵文
化財調査事業団，2004；ほか）．
　49号遺跡を対象とした関連行事について，上記のテー
マ展の他に次の行事を開催した（写真３～６）．一つ
は，体験講座「縄文の川とくらしをジオラマで作ろう」
（開催日：2016年10月29日，場所：いしかり砂丘の風
資料館）である．講座で完成させたジオラマは，テーマ
展の中で紹介した．もう一つは，講演会「縄文のくらし
と石器-石狩紅葉山49号遺跡出土の石器使用痕分析から
わかること」（開催日：2016年11月３日，場所：石狩
市民図書館 視聴覚ホール）で，北海道大学大学院准教授
の高瀬克範氏にご講演いただいた．また，講演会の開催
に合わせて，ミニ展示「縄文のくらしと石器」（開催期
間：2016年11月１日～11月３日，石狩市民図書館エン
トランスホール）を開催した．

注１　石狩紅葉山49号遺跡の魚捕獲用施設についての考察は，
先行研究を参照されたい（石狩市教育委員会，2005；石橋
孝夫，2007・2011；荒山・石橋，2013；荒山，2015；ほ
か）．

注２　 小樽市忍路土場遺跡の磨耗溝入巨木材（No.350）につ
いて，報告書による当初の所見では，「棟木か特殊な建築
部材」とされている（北海道埋蔵文化財センター，
1989）．
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付図 番号 遺物
No. 資料名 長さ

（mm）
幅

（mm）
高さ
（mm）

樹種 タイプ名 付図出典

1 1 88173 丸木舟（一部） 498 210
68

先端部
厚さ 47

モクセイ科トネリコ属 第649図5

1 2 87362 丸木舟（一部） 1508 185 32 - 第647図3

1 3 96241 丸木舟（一部） 522 244 96 モクセイ科トネリコ属 第648図4

1 4 83418 丸木舟（一部） 464 103 12 - 第647図1

1 5 95039 丸木舟（一部） 269 102 20 - 第647図2

1 6 87852 丸木舟（一部） 151 116 28 - 第650図6

1 7 89100 丸木舟（一部） 268 119 46 ブナ科コナラ属コナラ亜属コナラ節 第650図7

1 8 93538 丸木舟（一部） 59 63 30 - 第650図8

2 1 88961 櫂 1608 71 20 モクレン科モクレン属 A-1 第651図9

2 2 90902 櫂 902 42 15 クルミ科クルミ属オニグルミ B-2 第651図10

2 3 96010 櫂 510 40 11 モクレン科モクレン属 B-2 第651図11

2 4 90449 櫂（柄部残存） 431 30 24 - 第652図12

2 5 91408 櫂（柄部残存） 159 31 34 - 第652図13

2 6 91834 櫂（柄部残存） 554 31 23 モクレン科モクレン属 第652図14

2 7 96892 櫂（柄部残存） 953 32 27 モクレン科モクレン属 第653図15

2 8 96950 櫂（柄部残存） 457 27 19 モクレン科モクレン属 第653図16

2 9 97193 櫂（柄部残存） 1351 35 22 モクレン科モクレン属 第654図17

2 10 92368 櫂（水掻部残存） 296 72 12 ウコギ科ハリギリ属ハリギリ C-1 第655図18

2 11 96771 櫂（水掻部残存） 262 79 16 モクレン科モクレン属 C-1 第655図19

2 12 97178 櫂（水掻部残存） 312 54 11 モクレン科モクレン属 B-1 第655図20

2 13 90428 櫂（水掻部残存） 86 57 14 - B-1 第656図21

2 14 98547 櫂（水掻部残存） 96 45 22 カエデ科カエデ属 A-2 第656図22

付表１．石狩紅葉山49号遺跡から出土した丸木舟の一部および櫂一覧．
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付図１．丸木舟の一部．石狩紅葉山49号遺跡出土（石狩市教育委員会，2005，一部改変）．
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付図２．櫂．石狩紅葉山49号遺跡出土（石狩市教育委員会，2005，一部改変）．

0 20cm

1

4

5

6

7

8

9

3
2

10 11 12 13 14



荒山 千恵：石狩紅葉山49号遺跡の丸木舟と櫂

-56-

写真１．テーマ展「石狩紅葉山49号遺跡の舟と櫂」
の様子①．

写真２．テーマ展「石狩紅葉山49号遺跡の舟と櫂」
の様子②．

写真３．体験講座「縄文の川とくらしをジオラマで作
ろう」で完成させたジオラマ（テーマ展関連行事）．

写真４．ミニ展示「縄文のくらしと石器」の様子
（49号遺跡関連行事），石狩市民図書館エントランス
　ホール（2016年11月１日～３日）．

写真５．講演会「縄文のくらしと石器―石狩紅葉山49
号遺跡出土の石器使用痕分析からわかること」
（49号遺跡関連行事），石狩市民図書館視聴覚ホール
（2016年11月３日）．

写真６．講演会後に行われたミニギャラリートークの
様子．



-57-



-58-



いしかり砂丘の風資料館紀要　投稿規定

■本紀要の目的
・石狩の自然と歴史を解明し，記録して残すこと．
・記録された成果を広く，永続的に公開し，学術の発展および市民による研究活動に供すること．

■原稿の内容
　石狩（北海道石狩市とその周辺地域）に関わる自然や歴史，あるいは博物館に関する調査・研究，資料
や標本の収集成果等について，論理的にまとめたもので，オリジナルな内容に限ります．
　※本紀要は査読制ではありませんが，原稿の内容が本紀要への掲載に適当かどうか，編集担当者が検討
させていただきます．

■原稿の種類
・論説　投稿者自身によるオリジナルで未公表の研究成果をまとめたもの．
・報告　調査・研究の過程で得られたオリジナルなデータ等の報告，新事実の簡単な報告など．
・資料　博物館資料，標本等に説明をつけたものなど．

■原稿の構成
（１）題名 日本語と英語を並記．
（２）著者名 日本語と英語を並記．連絡先を明示する（所属先あるいは自宅等の住所）．
（３）要旨（論説のみ） 日本語で400字以内．英語を並記してもよい．
（４）キーワード 日本語で５語以内．英語を並記してもよい．
（５）本文 原則として日本語．横書き．
（６）引用文献 本文，図表等の中で引用した文献のみを，著者名のアルファベット順で記す．
（７）図・表等 原則として白黒．簡潔な説明文を付ける．
　※原稿の詳細な形式については，編集担当者にお問い合わせください．

■投稿資格
　石狩の自然や歴史について調査・研究している方であれば，誰でも投稿できます．所属，職業，居住地
等は問いません．

■投稿の際の注意
・投稿の前に，構想段階で，必ず編集担当者にご相談ください．
・内容の正確さについては，著者自身で責任をもって，十分に検討してください．
・題名や本文等の文字情報は，テキスト形式もしくはWord形式の電子ファイルで提出してください．
・図や写真は，十分な解像度をもった原版もしくは電子ファイル（一般的な画像形式もしくはPDF形式）
で提出してください．本文がWordの場合も，本文とは別の画像のみのファイルを提出してください．

・環境依存文字の使用は避けてください．
・別刷をご希望の方は，費用は著者負担とさせていただきます．ご了承ください．

■投稿先・連絡先
いしかり砂丘の風資料館　紀要編集担当（志賀）
〒061-3372　北海道石狩市弁天町30-4
電話　0133-62-3711
mail　bunkazaih@city.ishikari.hokkaido.jp
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