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考古学からみた境界領域 

―弥生時代後期の荒川下流域を事例として― 

 

轟 直行 

(明治大学大学院文学研究科博士後期課程・考古学) 

 現代を生きる我々は，事あるごとに明確な線を引いて白黒はっきりさせがちである。しかしながら，人

間はそれほど単純な生き物ではなく，白黒はっきりとしない複雑な感情や境界が領域を持つこともある。

そうした複雑な関係の中にいる「マージナルマン」（Robert E. Parks. 1928. Human Migration and the 

Marginal Man. American Journal of Sociology, Vol.33, University of Chicago Press.）による様々な創造を

我々はしばしば目にし，その現象を対象とした研究によって，国民国家の相対化や周縁地域の人々の葛

藤や躍動をも浮かび上がらせてきた。 

考古学においても，境界や境界領域に目を向けるような動きが近年見られる。たとえば，森先一貴・近

江俊秀は，旧石器時代後半期に発現した境界が現代まで連綿と受け継がれてきたとした（森先一貴・近江

俊秀 2019『境界の日本史』朝日新聞出版）。また，静岡県考古学会もシンポジウム「境界（はざま）の考

古学」を開催し，静岡県域を境界領域と措定して旧石器時代から古墳時代にかけての議論が交わされた

（静岡県考古学会編 2018『境界（はざま）の考古学』静岡県考古学会）。 

このように，考古学でも境界や境界領域に注目した研究が徐々に見られるようになってきている。しか

しながら，これまでの研究では文化・社会の変化の際に境界や境界領域がどのように作用したのかは議

論されてこなかった。考古学が文化・社会の変化を描くことを重視していることを考慮すれば，この欠落

は境界領域研究が持つ可能性を広げる上で解決すべき問題である。そこで，本発表では弥生時代後期の

荒川下流域を事例として，この問題を解決するための糸口を探る。 

弥生時代中期末の荒川流域には宮ノ台式土器が分布しており，その北限は東松山市代正寺遺跡とその

周辺と考えられる。弥生時代後期初頭になると，宮ノ台式土器の後続型式である久ヶ原式土器の分布圏

は縮小し，荒川下流域に接続する黒目川が分布の北限となった。一方で，北から拡張してきた中部高地系

櫛描文が黒目川の南に位置する白子川流域にまで迫って分布圏の南限としたことで，中部高地系櫛描文

と久ヶ原式土器の境界が交錯した境界領域が形成されるに至った。 

このように形成された境界領域にもう 1 つの土器型式が登場する。それは，現在の静岡県磐田市域か

ら藤枝市域にかけて分布したとされている菊川式土器である。和光市花ノ木遺跡から出土した菊川式土

器は，製作技法が故地のものと全く同じであるにもかかわらず，胎土と色調は故地のそれではなく，荒川

流域で一般的に見られるものである。このことから，花ノ木遺跡から出土した菊川式土器は，その製作技

法を身につけたヒトが移り住んで製作したと考えざるをえない。田中雅一によれば，移住者のような「よ
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そ者」は社会の周辺でこそ存在しえるとされる（田中雅一 2016「道議と道具」河合香吏編『他者』京都

大学出版会）。この考えに基づけば，菊川式土器分布圏の人々が移住できたのは，そこが境界領域であっ

たためと考えられよう。しかも，ここは複数の文化が交錯する地域でもあり，異なるモノや価値観が地域

の中で共有されていたことで，多様性と他者に対する寛容性が育まれていたと考えられるため，より柔

軟に移住者を受け入れることができただろう。 

その後，中部高地系櫛描文の分布圏は北に後退したが，在地の人々による久ヶ原式土器と移住者によっ

てもたらされた菊川式土器をベースに新たな土器型式が創出された。この創出には，上記の境界領域の

特性に加え，既存の文化・社会の中からは生まれにくい独自のモノや考え方が境界領域から生み出され

ること（宮島喬 1988「マージナル・マン」渡邊靜夫編『日本大百科全書 21』小学館）も作用した可能性

がある。 

新たな土器型式の拡散は，新たな地域社会の創造も意味する。弥生時代中期末の多摩川以北の武蔵野台

地ではいくつもの集落が営まれていたが，弥生時代後期初頭にいたる過程で集落の数は激減してしまっ

た。こうした状況を一変させたのが新たな土器型式を携えた人々による再開発であり，これによって多

摩川以北の武蔵野台地では急速に集落が増加し，新たな地域社会が形成されることとなった。 

以上のように，荒川下流域の境界領域を起点として新たな文化と地域社会の創造がなされた可能性を

見出すことができた。ただし，この可能性をより確実なものとするには解決すべき課題がいくつもある。

たとえば，当時の人々のどのような活動によって土器型式の分布圏が生じたものなのかが，未だ明らか

となっていない。また，境界領域からの人々の拡散を想定したが，移住先で生活するために必要な竪穴建

物といった遺構の検討ができておらず，今後解決しなくてはならない問題である。このように，解決すべ

き課題はあるものの，本発表が考古学における境界領域研究の持つ可能性を広げる糸口にはなったもの

と思われる。 
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明治前期における民間会社形式の水道設置 

―千川水道会社を例に― 

 

森島 知之 

(明治大学大学院文学研究科博士後期課程・日本史) 

 本報告は明治 13（1880）年に東京府にて岩崎弥太郎らが千川水道再興のために設立した千川水道会

社を例に，会社の発起人側の立場から明治前期における民間会社形式の水道設置の目的について検討す

るものである。 

 従前の研究においても，経営史や財政史から明治前期の水道をはじめとした民間会社形式によるイン

フラ整備，およびそれに対する制度的な保障の存在は示されているものの，後に市営水道が設立される

ことを自明のものとしているため，政府および府県の立場でのみの検討が行われており，発起人者側の

立場からの考えは欠いている状況であった。そこで本報告では，これまで岩崎らが沿線の利便性という

公益の観点から設立したと考えられてきた千川水道会社の設立の目的を再検討し，後の市営水道との断

絶面を見ていきたいと思う。 

 千川水道再興にあたっては，明治 12（1879）年 9月に，岩崎および前田家による資金援助のもと，

当時沿線部に居住していた守田治兵衛，平山省斎，小木曽冨三，増田寿平らが東京府に対して出願した

のが最初の動きとされている。ただしこの段階では，会社形式による設置はあくまで選択肢の一つであ

り，公益の観点から東京府による設置という選択肢も示唆されていた。その後，翌明治 13（1880）年 3

月には守田らに代わり，岩崎弥太郎，二橋元長，熊谷武五郎，寺西成器が発起人となって会社形式での

千川水道再興を東京府に再び願い出ていた。この時，守田らが提出した開設願と比べると，沿線部の利

便性の観点から設置を行いたいということで，設置の目的や事情はほぼ同文のまま記載されていたが，

会社形式による設置のみが提示されていて，東京府による設置に関する内容は削除されていた。 

 そこで開設願とともに東京府に提出した会社定款や営業規則から会社の役割について見ると，水道工

事は東京府，水質の管理は警視局に委託していた。加えて千川上水の源流に相当する玉川上水の水源費

を会社から東京府に納めているなどからも，水そのものの管理に関しては外部に任せている側面が確認

できる。一方で完成した後の水道の修繕や株主への配当金の元であった水賦金は水道会社側が徴収・運

用することとなっており，かつ貯水を行うために設けられた水溜池の土地を岩崎弥太郎の名義で購入し

ていたり，水溜池の管理人を会社が雇い入れるなど，水の受け皿である施設の管理は水道会社側が担っ

ていた。これは将来的に東京府による運営を見越して，水賦金の運営および水番人などの維持費の捻出

をも東京府に委ねようとしていた守田らの構想と大きく異なるところである。以上のことから開設願で
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提示された沿線の公益のためという水道設置の目的はあくまで守田らの考えであり，必ずしも会社の発

起人となった岩崎弥太郎らの考えではなかった可能性が浮上する。 

 さらに実際の水道の利用を検討すると，会社定款や営業規則には千川水道を飲み水としての利用する

ことが記載されているが，実際には庭園への利用のために大量の水を引き入れようとしたケースが多

く，開設願や会社定款に掲げられていた目的とは異なる利用がなされていた。発起人でもあった前田家

や岩崎家の邸宅での利用においても例外ではなく，特に岩崎邸での利用に関しては，１ヶ所で大量の水

を引き入れてしまっては本来の水道の役目を果たせなくなるとして東京府から説諭が行われていたほど

であった。 

 以上のことから，発起人側である岩崎弥太郎らは飲料水の確保よりも庭園の池への引き入れのよう

な，多量の水を得られるという点に着目して千川水道会社を設立したのであり，また水賦金の運用など

をはじめとする運用に関する主導権を得るために会社形式による開設を目指したのではないかと考えら

れる。それは沿線の利便性という公益に根ざしたものでなく，また後に東京市内に設置される市営水道

とも性質を異にするものと言えるだろう。  
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イギリスによる植民地都市ラングーンの建設 

―ペグー州弁務官作成行政報告書(1855～58）の分析を中心に― 

 

塩野 敏夫 

(明治大学大学院文学研究科博士後期課程・アジア史) 

ラングーンは，ミャンマー連邦共和国の首都であったヤンゴンの旧称である。1852 年の第 2 次英緬戦

争でラングーンが徹底的に破壊された後，イギリス東インド会社は，イギリス領インドのもとにペグー

州を設置し，ラングーンをその州都として新都市建設に着手した。今日も残る碁盤目状の中心市街地は，

この 19 世紀後半の新都市建設にさかのぼる。しかし，新都市建設に関する先行研究は，もっぱら B. R.

パーンおよび S. H.マキシムの研究に依拠しており，公文書を用いた詳細な研究が十分なされてきたとは

いえない。 

本研究の目的は，ラングーンの新都市建設過程の詳細を解明することである。 

その第一歩として報告者は，ミャンマー国立公文書局と大英図書館とにそれぞれ所蔵されていたイギ

リス東インド会社文書のラングーン都市建設関連史料の中からラングーン市街地の「1 街区計画図」を発

見した。両計画図は，管見の限り国内外の先行研究において公表されていない新史料といえる。これら両

「1 街区計画図」と現市街地における観察ならびに衛星画像との比較・検証の結果，報告者は，ミャンマ

ー国立公文書局所蔵「1街区計画図」にもとづいて当時のラングーンの都市建設が行われ，建物は約 170

年の間に何回か建て替えられてきたが，町割り自体は維持されてきたことを明らかにした。 

このことをふまえ，本報告の目的は，大英図書館所蔵イギリス東インド会社文書のペグー州弁務官作成

第 1 回から 3 年分の行政報告書（1855-58）を用いて，初期都市建設の詳細を明らかにすることである。

行政報告書の中で，特にペグー州全体の治安確保と維持に着目し，行政，軍隊，警察，民事裁判と刑事裁

判および刑務所に関する報告について検証した。 

検証の結果，第 1に，行政報告書の冒頭部分に軍隊，警察，民事裁判と刑事裁判および刑務所の状況報

告があることから，弁務官にとって併合直後に混乱していたペグー州全体の治安の確保と維持が最優先

課題であったと判断できる。第 2に，地方行政については，ペグー州を 6つの県に分割し，その下の郡，

町村区の行政単位も，郡，町村区に配する現地人首長の地位も前ビルマ政権時代を踏襲した。これは併合

による住民の不安を払拭する狙いと現地語（ビルマ語）ならびに文化・地理・環境に明るい現地人に頼る

ほかに方策がない事情とに起因すると推察できる。第 3 に，軍隊はペグー州軽歩兵大隊（928 名）を現地

人で編成し，要求された州内に派遣する体制を構築した。インドと同様にイギリス人指揮の下，現地人に

ペグー州の治安維持にあたらせていた。また，山脈，丘陵地帯，密林地帯，および 2つの大きな川を横切

る北部国境地方の境界線に沿って，23 ヶ所の防衛用駐屯地を建設し，さらに駐屯地間の連絡用に乗馬道
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を建設したとあり，北部国境地方の防衛にも力を入れていた。第 4に，警察は，都市警察，地方警察，警

察大隊，河川警察という 4 種類を組織した。特に警察大隊は，担当する県内での凶悪犯罪抑制と治安維

持を任務とするとともに，軍隊や河川警察の業務を代行するなど臨機応変に活動できる体制を構築して

いた。河川警察は，併合直後に頻発する河川での集団強盗を鎮圧するために 1854 年初めに組織された。

河川の多いペグー州には必要な組織であった。第 5 に，民事裁判と刑事裁判はともに 5 段階あり，民事

裁判官は刑事裁判官を兼務する体制をとっていた。1855 年には約 9 千件の民事裁判を処理し，刑事裁判

で約 6 千件の犯罪を確定し，その後もそれぞれの件数は増加している。特に現地人である郡長（ミョオ

ゥ）は，財務に責任があるとともに，訴訟件数の多い下位の民事裁判官と刑事裁判官そして警察官を兼務

しており，現地人による地域に密着した住民の不安を和らげる体制作りに努めていた。 

以上，ペグー州弁務官作成行政報告書(1855～58）を用いて，イギリス軍によるビルマ併合直後の混乱

していたペグー州全体の治安確保と維持体制構築過程を検討した。結果，イギリス東インド会社ペグー

州政府は行政，軍隊，警察，民事裁判と刑事裁判を組織し，刑務所建設を進めてペグー州全体の治安の安

定に努めたことが，占領直後の 3 年間で，ラングーン都市建設を計画通りに推進できた一因であったと

考えられる。 
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アメリカの強さと軍産複合体 

―科学・技術研究と大学の役割― 

 

藤田 怜史 

(岐阜市立女子短期大学英語英文学科准教授) 

 第二次世界大戦においてアメリカ合衆国は，圧倒的な経済的底力を発揮して物量において日本および

ドイツを圧倒した。加えて，科学・技術力を徹底的に動員することにより，B-29型爆撃機や原子爆弾に

代表される最新兵器を戦場に投入し，将来の戦争のあり方をも劇的に変容させた。また米ソ冷戦の時代，

軍産複合体と呼ばれる国家と軍需産業の密接なつながりと協力によって，アメリカは概して経済力，軍

事力，科学・技術力においてソ連の先を行き，結果的にソ連の崩壊によって冷戦に「勝利」した。冷戦終

結後もアメリカは，軍事力，特に科学および技術分野において世界をリードする決意を固め，軍産複合体

を維持しつつ，膨大な軍事費を投じて軍事力および科学・技術力をリードし続けている。そのアメリカの

科学・技術力を根底から支えているもののひとつが，大学であろう。特に冷戦期軍産複合体は，軍産「学」

複合体とも呼ばれ，軍事研究を通して大学は国家や産業に取り込まれていたのである。本報告はアメリ

カの「強さ」を，いかにアメリカの大学が支えてきたかについて検討するものである。そのなかでも，た

とえば原爆の父と呼ばれた J・ロバート・オッペンハイマーや水爆の父と呼ばれたエドワード・テラーの

ような名のある科学者らではなく，兵器の開発や生産を根底から下支えした多くの科学者や技術者の供

給源としての大学の重要性に焦点を当てるものである。 

 ドワイト・アイゼンハワー大統領が理解していたように，冷戦を戦う上で最も重要視されていたのは，

兵器の量でははく，その質を担保する科学・技術力であった。そのため，科学者や技術者の供給源として

の大学が，冷戦の遂行において重要な役割を果たすことになるのは不思議なことではない。マサチュー

セッツ工科大学やジョンズホプキンズ大学などは，米国防総省による契約上位に名を連ねるほどであっ

た。ベトナム戦争を経て大学は一時的に軍事研究から距離をとるが，ロナルド・レーガン政権による軍拡

の時代に再び国家や軍とのつながりを深めることになった。このとき政府や軍は，大学による軍事研究

を機密扱いの対象から外したり，研究費を提供した研究の特許を大学に委ねるなどの方策をとることで，

大学に軍事研究に関わるインセンティブを与えた。産官学連携などの言葉が使われることで，大学が軍

事に関係する研究に関わることへのハードルが低くなったことも指摘される。このころから現在に至る

まで，ドローンや AI に代表されるように，軍事研究と，民間商用のハイテク産業や技術的イノベーショ

ンの垣根は低くなり続けており，アメリカの軍事的優位の維持における大学や，大学が輩出する科学者

や技術者の役割は大きくなり続けていると言えよう。わが国においても，日本学術会議がこれまでの方

針を転換し，軍事・民間の先端技術研究を峻別することは不可能であるとして，軍民両用技術（デュアル
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ユース）研究を容認するという決定を下したばかりである。 

 以上のように，第二次世界大戦終結後のアメリカでは，その軍事的優越の模索における大学の役割は

きわめて大きかった。しかしこれは，第二次世界大戦それ自体にも同様に言えることだろう。原爆開発だ

けでなく，レーダー開発や原爆を運搬する爆撃機自体の開発に関しても，科学者，とりわけ技術者が果た

した役割はきわめて大きかった。超長距離爆撃機であった B-29 は，日本本土爆撃や原爆投下にフル活用

された最新鋭機であり，優秀な技術者の存在なくしてその設計や開発はありえなかっただろう。またそ

れは非常に多くの問題を抱える兵器でもあり，問題解決を行い，また適切な整備をするために多くの技

術者らが必要とされた。実際，B-29の製造のために技術者が足りなかったボーイングは，多くの大学で

のリクルート活動を余儀なくされたという。そうした活動の積み重ねこそが，数十万人の犠牲をもたら

した対日爆撃や原爆投下を可能にしたのである。 

 歴史家ポール・ケネディは，第二次世界大戦勝利の影の立役者は，そうした技術者であるとした（Paul 

Kennedy, Engineers of Victory, 2013）。本報告もこうした視点を持ちながら，戦争の勝利，ある作戦の実

施と成功に，そうした名もなき科学者や技術者が果たした役割を検討し，また彼らを輩出した大学その

他研究機関の役割を検討したい。 
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世界史におけるフロンティアの諸相 

2022年度駿台史学会大会統一テーマ趣旨 

 

駿台史学会企画委員長 

藤山 龍造 

(明治大学文学部教授) 

本年度の駿台史学会大会では，「世界史におけるフロンティアの諸相」をテーマに掲げることにした。

開拓者が自らの空間を拡大し，未開の土地を切りひらいてゆくその動きは，先住者との互恵的，共存的な

関係に繋がることもあれば，しばしば敵対的，抑圧的な関係を現出させることもある。アメリカ史におけ

る西部開拓を想起させるテーマであるが，今回のシンポジウムでは，歴史学，考古学，地理学それぞれの

観点からフロンティアの諸問題を広く眺めることにしたい。それこそ北米の歴史考古学が声なき人々を

照らし出したように，複数分野のクロスオーバーを通じて，新たな歴史が「切りひらかれ」て久しい。歴

史学，考古学，地理学それぞれの観点から情報を提供し合い，共有できれば幸いである。 

結果として，今回のシンポジウムは色とりどりの対象を包摂することになった。前漢時代の河西地域

（高村），古墳時代の東北日本（佐々木）に始まり，初期アメリカ史におけるペンシルヴァニア植民地（鰐

淵），明治維新以後の北海道への移住者（落合）に至るまで，実に多岐にわたる内容を含んでいる。必然

的に，一般的な文献資料だけではなく，木牘・竹簡といった出土文字史料，集落遺跡を中心とする考古資

料も大きな役割を果たすことになる。また，今回のシンポジウムでは，地理学の立場からコメント（荒又）

を仰ぐ予定である。北方地域への進出について，歴史学，考古学とは別の角度から光を当ててくれるはず

である。文字通りフロンティアの「諸相」が浮かび上がってくると期待したい。 
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漢代河西地域の開発と防衛 

 

髙村 武幸 

(明治大学文学部教授) 

前漢武帝（在位前 141～前 87）の時，漢帝国は対匈奴戦争の結果として河西回廊（現・甘粛省西部）

を支配下に置くことに成功した。河西は元来，匈奴や羌などの異民族の領域であり，南方の祁連山脈から

の水資源によって可耕地は存在していたものの乾燥地帯でもあることから，漢帝国は当初，直轄統治に

は消極であった。しかし，友好的な異民族を河西に招致して緩衝地帯を設けようとした政策はうまく行

かず，匈奴の経済力を支える東西交易路の東端であり，遊牧にも適した策源地ともなり得る河西を放置

できなかったこともあり，前 2 世紀末よりこの地に郡県を設置し直轄統治を開始した。この漢帝国の最

も新しい辺境＝フロンティアである河西の開発と防衛については，敦煌・居延漢簡などの辺境防衛機構

遺跡出土の簡牘を中心に，1950 年代以降研究が積み重ねられてきた。 

それによって浮かび上がってきたのは，まず漢の内地と称して誤りない現在の河南省や山東省東部を

中心とする地域から動員した兵力を利用し，現地駐屯の辺境防衛機構や官僚機構が防衛の傍らで農地な

どのインフラを整備し，移民がそこに居住することで生産力を確保するとともに，そこで地域に根付い

た移民が河西出身の官吏や兵士として，次第に内地から送られてくる兵士らに代わって行政・軍事上の

人的資源を供給するようになっていく，という開発の実態であった。また，移民たちの故郷は黄河中下流

域の水害の被災地と重複しており，そこは元々人口過剰な地域であったため，河西地域の開発は漢帝国

にとっては災害・人口政策としての側面も有していた。城壁をはじめとする防衛設備を持つ居住地の充

実は河西の防衛力を全体として底上げする面もあり，辺境防衛機構・官僚機構と，移民からなる河西地域

社会が相互に依存しつつ，開発と防衛が行われていたとみられる。 

以上の内容は，報告者を含め，21 世紀初頭までに利用できた史料を用いて組み上げられた成果であり，

現在においても基本的に継承されている。ただし，史料の出土遺跡の大半が辺境防衛機構の遺跡であり，

駐屯していた軍事機構，それも中級部隊の書類を元にしているため，漢帝国の内地と河西のつながり，例

えば辺境の開発と維持にどの程度内地からの人的・物的資源の恒常的投入がなされたのか，軍隊以外の

面から検討しづらい面もあった。また，もう一つの問題として，河西に残存した異民族についても史料が

非常に少なく，漢のフロンティアとしての「河西社会」を解明するにあたっては残念な史料状況であっ

た。 

近年，関所の遺跡である肩水金関遺跡や駅伝遺跡である敦煌懸泉置遺跡から出土した大量の前漢後半

期の簡牘が公開され，さらに河西地域の開発と防衛の様相が明らかになりつつある。その中には，河南省

を中心に少なくない内地の人々が移民というわけではなく河西へ赴いている姿を伝えるものや，漢帝国
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統治下の河西で暮らす異民族の姿を窺えるものが存在する。本報告では，まず先行研究で明らかになっ

た河西の姿を紹介し，その上で，新たな史料から判明した事柄を加えて，漢帝国のフロンティアとしての

河西を見直してみたい。 
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古墳時代における東北日本フロンティアの諸相 

 

佐々木 憲一 

(明治大学文学部教授) 

世界史，特に古代史におけるフロンティアというと，ローマ帝国ハドリアヌス帝が築いた城壁や秦の始皇帝

が築いた万里の長城を思い浮かべる。日本古代においても東北地方の多くの地域の人々を蝦夷として異なる集

団とみなし，陸奥国多賀城，桃生城といった城柵が奈良時代に，平安時代初期にはさらにそれより北に胆沢城，

志波城，徳丹城を築き，支配領域を拡大，維持に努めるようになる。 

ところが本発表の対象となる古墳時代では，東北日本のフロンティアの様相は大きく異なっていたようだ。

古墳文化に伴う土師器や方形竪穴住居が普遍的に分布するのは，太平洋側では宮城県域，日本海側では山形県

の庄内平野までの東北南部であり，方形周溝墓，小規模円墳・方墳を含む古墳の分布範囲も基本的に同じであ

る（藤沢 2006）。この時期，東北北部（青森県・岩手県・秋田県の 3 県の範囲）には，北海道の続縄文文化が

弥生時代の終わりごろから南下してくる。この地域では，古墳文化の資料の分布はきわめて希薄で，続縄文文

化の資料が分布する（藤沢 2015）。 

ところが，北上川中流域から大崎平野に至る南北約 60km の範囲においては，古墳文化と続縄文文化の考古

資料は，相互に入り組んだ形での分布域を形成しており，両者の境界は，明瞭な境界線としては現出せず，排

他的・敵対的な関係にないのである（藤沢 2006）。特にこの様相は古墳時代中期後半から後期初頭（5 世紀後

半～6 世紀初頭）にかけて顕著である。本発表の目的は，この様相の考古学的根拠を紹介することである。 

古墳時代前期にはすでに，続縄文文化の担い手たちと古墳文化の担い手たちとの交流はあった。たとえば，

続縄文土器の後北 C2・D 式 2 段階（3 世紀半ば，弥生時代末頃）に比定される秋田県能代市寒川 II 遺跡では

6 基のうち 2 基から鉄斧と刀子が各 1 点ずつ出土，4～5 世紀の土師器が副葬された盛岡市薬師社脇遺跡では 4

基の土壙墓のうち 3 基から鉄斧 5 点，鉄鎌 2 点，鉄鏃 2 点，刀子 3 点が出土，4 世紀の盛岡市永福寺山遺跡で

は続縄文土器以外に，少数の古式土師器・鉄製品（直刃鎌）・管玉が出土している（八木 2015）。これらの鉄器

はあきらかに弥生・古墳文化の担い手たちとの交流の結果もたらされたものである。 

同時に，古墳時代前期の古墳文化の分布域の中にも，続縄文文化に伴う遺物が出土する遺跡は存在する。特

に宮城県北部の大崎平野北西部には，次段階まで続く続縄文系遺物の集中分布域が形成されている（藤沢

2006）。 

前述の通り，こういった交流が盛んになるのが 5 世紀後半から 6 世紀初頭にかけての時期である。それを象

徴するのが，最北の前方後円墳，岩手県奥州市角塚古墳である。この古墳は墳丘長 43-45m，高さ 4m（後円

部）で，円筒埴輪，人物埴輪，馬形埴輪を伴い，古墳文化の所産である。この古墳の近隣に位置するのが 5 世

紀後半～６世紀初頭の中半入遺跡である。この遺跡では北大 I 式土器片 7 片に対し，黒曜石の削器・掻器・楔
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形・石核・剥片などが 3260 点も出土している（八木 2015）。 

同時に，現在の宮城県北部の大崎平野には，大崎市名生館遺跡，大崎市に隣接する加美町壇の越遺跡など，

方形竪穴住居からなり，土器は土師器・須恵器に限られながら，続縄文文化の北大式土器や円形掻器など大量

の黒曜石石器を伴出する 5 世紀後半の遺跡が分布している。 

加美町には黒曜石原産地の湯の倉が存在する。5 世紀後半の東北各地には湯の倉産黒曜石が広範囲に，大量

かつ安定的に供給されるようになる。前述の中半入遺跡の黒曜石の 96%は湯の倉産である。また，岩手県北上

市岩崎台地遺跡の黒曜石も湯の倉産で占められている（八木 2015）。実は，角塚古墳と類似する前方後円墳の

分布（宮城県北部の大崎平野から中部の仙台平野）と湯の倉産黒曜石の出土遺跡の分布は，かなりの範囲で重

なる（藤沢 2006）。そして，掻器は製作使用実験の結果，スクレイパーとして皮なめしの脂掻きとりに使用さ

れたことがわかっている（御堂島 1993）。 

この現象に関して，菊地芳朗(2010)は，「続縄文系遺物出土遺跡が，中半入遺跡では角塚古墳，名生館遺跡

では念南寺古墳，（中略）というように，盟主的首長墓とみられる有力古墳に接近しているということは，仙

台平野以北の地域の「盟主的首長」が皮革製品の生産と流通に関与していた可能性が高い」，「5 世紀後半の分

布北限域の有力古墳は皮革製品とその生産に重要な役割をはたす黒曜石の生産と流通を掌握し，その対価品で

ある鉄製品や威信財を地域に再分配するという被葬者の経済活動を古墳造営の契機にした可能性が高い」と解

釈する。 

つまり，古墳時代の東北日本フロンティアは，続縄文文化と古墳文化が排他的・敵対的ではなく，むしろ経

済的に友好的な関係であったと想定できる。フロンティアのあり方の一面として紹介したい。 
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ミドル・グラウンドとしてのペンシルヴァニア植民地 

 

鰐淵 秀一 

(明治大学文学部専任講師) 

アメリカ史研究において，フロンティアは常に重要な地位を占めてきた。F. J. ターナーのフロンティ

ア学説から今日のボーダーランド研究に至るまで，フロンティアにおける民主主義から環境に至るまで

様々な角度から研究が行われてきた。今日の初期アメリカ史研究では，従来の西部地域のみならず，大

西洋やフロリダといった地域にもフロンティアとして新たに光が当てられている。また，先住民史研究

の飛躍的進展は，白人入植者にとってのフロンティアという観点を相対化し，先住民の諸集団が交渉や

抗争を繰り返す歴史空間としての北米大陸内陸部の新しい歴史像を描きつつある。今回の報告では，

1990 年代以降の初期アメリカ史研究において大きな影響力を持つ概念であるミドル・グラウンド論に

あらためて着目し，フロンティアが有する共存や適応の空間としての側面に光を当てる。 

 歴史的概念としてのミドル・グラウンドは，アメリカ史家リチャード・ホワイトにより提起され，先

住民・白人関係史における従来の「征服・同化モデル」に対して「共存・適応モデル」という新しいパ

ラダイムを提示した。ミドル・グラウンドは諸帝国や諸集団の勢力バランスの下で出現し，先住民集団

や白人植民者，帝国官吏や軍人の邂逅と共存の模索によって成立する社会的空間であり，儀礼や貢納と

いった外交的手段を通じてコミュニケーションが行われた。ホワイトはフランス統治下の五大湖地方に

ミドル・グラウンドを見出したが，研究の進展により，北米大陸の各地に同様の空間が出現したことが

明らかにされた。その後，ホワイトの著作に影響を受けたキャスリン・デュバルが，十六世紀から十九

世紀初頭に至るまで先住民がヨーロッパ人に対して優位を保ったアーカンソー渓谷を「ネイティブ・グ

ラウンド」として描き出したように，ミドル・グラウンドは初期アメリカ史における極めて重要な概念

と見做されるに至った。 

 本報告では，フロンティアと見なされることの少ない中部大西洋地域の中心的植民地であるペンシル

ヴァニア植民地を取り上げ，先住民と白人が交渉や妥協を通じて共存する空間であるミドル・グラウン

ド，つまりフロンティアとして，共存関係の成立から破綻までの過程を検討する。すなわち，暴力的な

先住民戦争を経験した他の植民地と異なり，先住民レナペとヨーロッパ人植民者が共存し，1750 年代

まで「長い平和」を保ったこの植民地を，共存の空間としてのフロンティアとして捉えることで，その

特異性や例外性を新たな観点から説明することを試みる。ペンシルヴァニア植民地は，クエーカー教徒

ウィリアム・ペンによって 1681 年に建設された。ペンの友好的な先住民政策により，先住民レナペと

の平和的関係を構築した。しかし，ペンの死後，平和的関係は終わりを告げ，1737 年のウォーキン

グ・パーチェスに見られる先住民に対する抑圧的な政策に転換した。そして，1754 年にフレンチ・イ
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ンディアン戦争が勃発すると，ペンシルヴァニア植民地でも先住民・白人間の暴力が解放され，「長い

平和」は終わりを告げる。ペンシルヴァニア植民地において例外的とも言われる平和的共存を可能にし

た原因は何であったのか，平和的共存の中で先住民と白人はどのような関係を構築していたのか，最終

的に平和的共存が破綻した理由は何であったのか，このような問いを通じて，フロンティアにおいて異

なる社会的・文化的背景を持つ多様な集団の共存を可能にする条件はどのようなものか，探ってみた

い。  
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「敗者」の北辺開拓とフロンティアの模索 

 

落合 弘樹 

(明治大学文学部教授) 

近代における北海道は 1869 年（明治２）の開拓使設置，1874 年（明治７）の屯田兵設置，1886 年（明

治 19）の北海道庁開設という過程をへて，旧藩士や山村・寒村・被災地などへの行政の呼びかけによる

移住開墾が，東北や北陸を中心に展開した。北海道への移住開墾についてはロシアに備えた軍事戦略や

資源開発と結び付けられるが，民間の自主的発意による移住もさかんに実行されるようになっていく。

本報告では，明治維新およびその後の国家的発展に必ずしも充足感を得ず，北海道にフロンティアを求

めた三人の人物を取り上げ，「敗者」にとっての維新について考察を加えていきたい。 

最初に取り上げるのは丹羽五郎である。丹羽は嘉永5年(1852)に会津藩士丹羽族の子として生まれた。

文久３年（1863）に藩主松平容保に従い在京中の丹羽勘解由が病死し，五郎は 12歳で家老格丹羽本家の

当主となり 1000 石を相続する。それから 5年後の戊辰戦争では野尻代官だった父，従兄弟で白虎隊士だ

った永瀬雄次・有賀織之助など一族から 40 余名の犠牲者を出した。鶴ヶ城降伏後，領地は没収となり藩

士たちは東京に移されたが，1870 年（明治 3）に藩の再興が許された。しかし斗南と名付けられた藩領

は北辺不毛の地で，翌年には廃藩置県を迎える。上京した五郎は警視庁の邏卒となる。西南戦争には三等

少警部として出征し，田原坂の戦いでは抜刀隊の小隊長となった。その後は神田和泉橋警察署長に栄進

している。しかし 1892 年（明治 25）に「戊辰役家禄千石を失う。後に必ずこれを挽回せんと，ついに空

拳開拓を企て」20 年勤めた警視庁を辞職し，瀬棚に定住して移民と共に原野さった後志利別川流域の開

墾に努めた。その後，1928 年（昭和３)年に 77歳で死去するまで教育や産業振興に努め，現在のせたな

町の基盤を構築している。 

二番目に取り上げるのは松村弁治郎である。明治 10 年代に入って自由民権運動が全国的展開を遂げる

と，政府には多数の国会開設建白書が寄せられるが，軍人の手によるものが数点含まれており，最も早い

のが松村によるものである。松村は 1861 年（文久元）に武蔵国本宿村（東京都府中市）で生まれた。生

家は耕地４町６反余を所有する豪農だった。彼は 1877 年（明治 10）に陸軍教導団に入ったのち，翌年に

姫路に合った歩兵第十連隊で伍長となる。その後，1880 年（明治 13）４月に「質神奈川県下有志諸彦」

と題する檄文を神奈川県令野村靖に送付した。内容は，いまや国会開設の好機であるにもかかわらず立

憲制移行に消極的な政府の姿勢を非難し，「神奈川県下有志諸彦」に全国の動向に乗り遅れないよう奮起

を促している。なお，用紙には歩兵第十連隊の罫紙が使用されていた。このほか元老院にも「国会開設ノ

儀」と題する建白書を提出している。しかし，野村県令からは直ちに陸軍省に通報が入り，陸軍裁判所に

より処罰された。その後脱営した松村は自由党常議員吉野泰三に属して郷里の自由党に加わり，各地を
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遍歴したのち 1886 年（明治 19）の静岡事件摘発の際に逮捕される。そして軍法会議で逃亡罪により禁

固を宣告され，姫路の原隊で満期まで兵役に服している。北多摩では大同協和会系に属した森久保作蔵

や村野常右衛門など壮士の影響力が高まっていくが，吉野泰三はこれと距離を置き，第一回衆議院議員

選挙にむけて 1889 年（明治 22）に正義派を組織した。帰郷した松村は積極的に吉野の応援に加わるが，

翌年の選挙で吉野は石坂昌孝・瀬戸岡為一郎らに敗北した。以後，松村は北海道開拓を志し，郷里の農民

をつれて檜山郡館村城之岱（現，厚沢部町）に開墾移住する。しかし政治の世界から足を洗ったわけでは

なく，1901 年（明治 33）に第一期北海道会議員選挙に立候補して当選している。1904 年の選挙で再選

されたが，病気のために翌年に辞職し，1906 年２月に郷里西府村で病没した。46歳だった。 

三番目に取り上げるのは坂本直寛である。坂本は 1853 年（嘉永６）に土佐藩郷士高松順蔵と坂本龍馬

の長姉千鶴との間に生まれ，1869 年に龍馬の兄権平の養子となり，郷士坂本家を継いだ。立志学舎に学

び，片岡健吉のもとで自由民権運動に参加する。1884 年（明治 17）には県会議員に当選した。その後，

1885 年にキリスト教に改宗する。1887 年（明治 20）に保安条例により投獄されたが，獄中で叔父の龍

馬が構想した北海道の開発を志す。1893 年（明治 26）に県会議員の任期満了を迎えると政治から離れ，

イギリスからアメリカに渡った清教徒を規範とする新天地開発を志し，1895 年に片岡健吉・澤本楠弥・

西原清東らと北光社を設立して初代社長に就任した。この時期は自由党・憲政党内での土佐派の凋落と

重なる。そして 1897 年（明治 30）より高知県内で募集した移民と共に北見のクンネップ原野開墾に着

手し，北見地方の開発の基礎を築く。翌年，盟友で衆議院議員を辞職して石狩の浦臼で聖園農場を立ち上

げた武市安哉が急死すると，坂本は北見の開拓を澤本らに任せ，聖園農場を引き継いだ。農場の経営が各

種の困難を克服して安定すると，坂本は牧師の役割に努め，自らも獄中での経験があることから十勝監

獄など受刑囚の伝道に特に力を注いだ。そして 1911 年（明治 44）に 59 歳で生涯を終える。 

三人は旧会津藩上級武士出身の警部，多摩の豪農，自由党土佐派幹部と，必ずしも経済的に困窮・没落

した立場ではない。ただ，歴史が推移する中で敗者としての経験を経て，新天地の開発を自主的に志した

点は共通し，せたな町，厚沢部町，訓子府町，浦臼町の開拓貢献者として顕彰されている。ただ，個々の

移住者たちの心情や先住民との関係は今後の課題といえよう。 


