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構の発掘調査も行われている。そのため、同じ被爆都

はじめに
本稿は長崎市江里町に所在する「貝塚」の調査に関

市である広島市や国内で唯一地上戦を経験した沖縄県

するノートである。貝塚の部分を括弧で括っているの

とともに、歴史の証言として戦争遺跡を対象とした近

は、いわゆる考古学上の貝塚の定義に当てはめてよい

現代の考古学の目的を提示しやすい環境にある。これ

ものか、当初、判然としなかったからである。貝殻を

は近現代に関する調査結果が図らずも原爆に結びつけ

廃棄した遺跡であることは確かであるが、どの程度継

られがちとなることを意味している。

続的な廃棄が行われた結果であるのか、他の貝塚と共

この遺跡においても「貝塚」から採集される遺物の

通する性格を有するのか、明らかではなく、むしろ貝

大半が戦前のものであるため、原爆によって人々の生

塚であるかどうかを含めて、この遺跡の性格を明らか

活が破壊され、生活の断絶を示す遺跡であることを可

にすることがこの調査の目的の一つであった。

能性として想定せざるを得なかったが、今回の調査は

この調査は、偶然の発見から始まったものである。

原爆による人類の文化の破壊そのものをテーマにした

筆者の一人である増田がたまたま長崎市内の住宅地の

ものではなかった。つまり、いわゆる戦争遺跡として

中で陶磁器片や貝殻片の散乱を発見し、それらの遺物

調査対象にしたものではなく、原爆や戦争とは関わり

に近世や近代にまでさかのぼるものが含まれているこ

なく、生活遺跡として近代の人々の営みを明らかにし

とがわかったことによる。折しも筆者らは学際的な調

ようと考えた。むしろ可能であれば、原爆によっても

査研究のあり方を模索していたため、関心をもつ者が

途切れることのなかった人々の生活の痕跡を見出すこ

有志的に集まり、その結果、文化人類学（増田）
、歴

とを試みようと考えた調査であった。本稿では遺物の

史学（鈴木）
、法学（石司）
、考古学（野上）といった

分析の成果のみならず、遺跡の土地の履歴と、居住者

異なる学問分野を専門とするメンバーによる小さな調

の来歴とを聞き取りや文書史料によって明らかにする

査チームが発足することになった。近現代という新し

ことで、
「貝塚」の投棄者が誰であるかを推測し、
また、

い時代を対象とした考古学調査が、考古学の領域を越

このアプローチがもたらす調査の可能性を示唆するこ

えて学際的な調査となるのはその性格上、自然な結果

とを目的としたい。

であった。実際に「貝塚」の発掘調査成果から判明し
たことよりも他分野のアプローチの過程で得られた事

1. 遺跡の位置と環境

項がはるかに多く、
「貝塚」から何かを知るというよ

遺 跡 は 長 崎 市 江 里 町 1474-6 お よ び 1474-2（ 旧

りも「貝塚」における廃棄をどう解釈できるか、とい

1452 番）に位置する（Fig.1 〜 4）
。長崎市に統合さ

うことを試みた調査となった。

れる前は西彼杵郡西浦上村西郷 1452 番地である。昭

近現代を対象とした考古学調査はまだ調査事例その

和 13 年 4 月 1 日に行政区画変更により、長崎市に編

ものが少なく、重要性が指摘されつつも全国的にはま

入されている。そして、昭和 24 年 8 月 9 日に地番変

だ十分な成果の蓄積がなされているとは言い難い。そ

更が行われ、現在の地番となっている。

のような中、長崎は言うまでもなく原爆の惨禍を被っ

現在、この遺跡周辺は斜面を覆い尽くすように住宅

た記憶を持つ都市である。その記憶装置としての原爆

が立ち並んでいるが（Fig.6）
、原爆投下前の航空写真

遺構が市内には数多くあり、その中には登録記念物に

（Fig.5）を観察すれば、遺跡付近には家屋等が数軒点

登録されているものもある。さらに埋蔵された原爆遺

在するのみで周囲には林や畑地が広がっていたようで
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■現長崎大学
文教キャンパス

■江里町

■江里町
長崎市

Fig.1

長崎市江里町位置図（明治 34 年測量地図）

■江里町「貝塚」

約 1km

■爆心地

Fig.2

江里町「貝塚」位置図
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山 1474-1,2
（旧 1452）
■江里町「貝塚」
宅地 1452 他
（旧 1441 他）

宅地 1466
（旧 1453）

宅地 1445
（旧 1436）

山 1518
〜 1520
宅 地 1522
（旧 1495）

Fig.3

明治 30 年代の江里町（明治 34 年測量地図）
山 1475
（旧 1456）

山 1474-1,2
（旧 1452）
宅地 1486

宅地 1466
（旧 1453）

■江里町「貝塚」

宅地 1457
（旧 1445）
宅地 1463
（旧 1451）

宅地 1455
（旧 1444）
宅地 1452
（旧 1441）

宅地 1445
（旧 1436）

宅地 1522
山 1518 （旧 1495）
〜 1520

Fig.4

遺跡周辺の旧地籍図
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ある。そして、遺跡付近からは原爆の爆心地方向が遮

② 原爆投下直前・直後の航空写真

蔽物もなく見通せる（Figs.2、11）
。このことは昭和

原爆投下直前・直後の航空写真はいずれも米軍に

20 年 8 月 9 日に投下された原子爆弾がこの遺跡周辺

よって撮影されたものである。投下直前（1945 年 8

地域に我々の想像を絶する変化をもたらしたことを意

月 7 日）の航空写真（Fig.5）を観察すれば、明治 34

味している。

年測量地図と比べると、やや建物が増えているが、調

現在の遺跡の状況を説明すれば、住宅地を縫うよ

査地付近は林のままのように見える。そして、投下直

うに入り込む小道と、宅地造成によって掘削された

後の航空写真は一変して地域全体がほぼ白色を呈して

崖の間の細長いわずかな土地に遺物が散布している

おり、家屋等は倒壊、焼失し、林もまた焼失している

（Figs.9、10）。遺跡脇の小道を挟んだ東側には畑地が

ように見える。

広がっている。遺跡西側直下の崖面には防空壕が掘ら
れているが、その崖に接するように、原爆によって倒

③ 旧土地所有者による原爆被害の手記

壊した家の廃材を用いた建物（高崎家旧宅）が建てら

原爆投下時の江里町を含む西郷（油木地区を除く）

れている。その建物とやや離れて、現在の母屋（現高

の人口は約 780 人、世帯数はおよそ 150 世帯である

崎邦穂邸）がある。

（長崎市役所編 1979: 586）。遺跡は爆心地から直線距
離で 1km しか離れておらず、高崎家の家屋は熱線の

2. 調査の内容

直撃を受けた。さらに 400m ほど離れた照圓寺は原

(1) 調査組織

爆炸裂とともに倒壊しており、この付近での爆風の凄

調査は事前調査を含めて、2014 年夏から冬にかけ

まじさを物語っている。江里町の遺跡付近の人的被害

て、長崎大学多文化社会学部の筆者ら教員と学生に

の大きさは、現土地所有者の義父の高崎吉之助の述懐

よって行われた（Figs.12 〜 14）
。学生の参加者の氏

（1979）によって知ることができる。吉之助は被爆当

名は、以下の通りである。

時、1466 番地（現高崎邸の敷地）に住んでいた。以下、

西本麻世、橋本未咲、羽鳥亜紀子、廣岡胡美、福島

主な内容を列挙する。

雄平、藤澤汐里、古川太郎、本多夏聴、山口弘喜（五十
音順）
。

・二人の息子（芳久と俊秀）は酒の配給を受け取りに
出かけて原爆に遭い、黒こげになった。

(2) 調査方法と内容

・妻のミサは大やけどを負い、後に亡くなった。

1) 文献調査および聞き取り調査

・両親（熊八とミス）および二女（おそらく冨美子）

明治 34 年測量地図、
昭和 20 年 8 月の原爆投下直前・

も亡くなった。

投下直後の航空写真、新旧の地籍図、住居表示図等の

・弟一家も亡くなった。

地図写真類や入手可能な戸籍謄本、被爆体験記などの
記録類、
そして、
現土地所有者への聞き取り調査によっ

④ 現土地所有者への聞き取り調査

て、土地利用や所有者の変遷を明らかにしていった。

土地所有者の変遷等について、現土地所有者の高
崎邦穂氏（昭和 11 年 4 月 23 日生まれ）より戸籍等
を参照しながら、2014 年 12 月 17 日に聞き取り調

① 明治 34 年測量地図と旧籍図
明治 34 年測量地図（Fig.3）を見ると、遺跡の箇所

査を行った。邦穂氏は遺跡に隣接する住宅（江里町

は広葉樹が広がっており、付近に５軒の家屋が描かれ

1466 番地［旧 1453 番］）に居住している。この聞

ている。一方、
旧地籍図（Fig.4）には、
遺跡下方（南側）

き取りにより家系図を作製した（Fig.8）
。以下、主な

の小道に沿って、
西から 1486 番地、
1466・1467 番地、

内容を列挙する。

1463 番地、1457 番地、1455 番地、1452 番地が宅
地に色分けされており、地図上の 5 軒がこれら 7 筆

・長崎への原爆投下時、邦穂氏は端島に住んでいた。

に対応すると推測される。このうち、1466 番地が現

・長崎大学学芸学部（現教育学部）に通学中、路面電

高崎邸の位置にあたる。

車の車窓から建築中の現在の自宅を確認している。昭
124
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■江里町「貝塚」

Fig.5

原爆投下前の遺跡周辺航空写真（昭和 20 年 8 月 7 日撮影）

■江里町「貝塚」

Fig.6

現在の江里町付近
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高崎邦穂邸

高崎家旧宅

江里町「貝塚」
宅地 1466
（旧 1453）
宅地 1464

 



Fig.7

 



江里町「貝塚」周辺図
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Fig.8
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高崎家家系図（▲および●は、墓碑銘から原爆死したことが確認される者）

（和暦）

（西暦）

明治6年

（1873）

月日

事

明治8年

（1875）

3月5日

高崎吉蔵相続。

明治15年

（1882）

7月8日

高崎熊八生まれる。

明治34年頃

（1901頃）

明治40年

（1907）

明治40年頃～大
（1907-1916）
正5年の間

項

旧庄屋宅の一部（1416番ロ）を小学校の教場とした。

明治34年測量地図に付近に5軒の建物が描かれている。
11月28日 高崎熊八、山下タケと結婚。
高崎熊八一家が現1466番地に移転。

明治42年

（1909）

大正５年

（1916）

昭和13年

（1938）

4月1日

昭和16年

（1941）

12月8日

太平洋戦争開戦

昭和19年

（1944）

8月11日

長崎市第一次空襲

2月7日

高崎吉之助生まれる。
熊八、甚左衛門より分家

昭和19年～20年（1944-1945）

行政区画変更（西浦上村→長崎市）

宅地の東斜面（遺跡直下にあたる場所）に防空壕が掘られる。

昭和20年

（1945）

昭和20年

（1945）

8月9日

長崎市に原爆投下、江里町全倒壊、全焼。

昭和20年

（1945）

8月9日

熊八、吉之助妻のミサ、吉之助子の俊秀・芳久・冨美子ら爆死

昭和20年

（1945）

8月13日

昭和20年頃

（1945頃）

昭和21年

（1946）

1月28日

吉之助、家督相続。

昭和22年

（1947）

1月22日

吉之助、廣佐古ミサと結婚。

昭和24年

（1949）

8月9日

昭和33年頃

（1958頃）

昭和43年

（1968）

原爆投下前の航空写真には数軒の建物と林が見える。

熊八妻ミス、爆死。
倒壊した部材を用いて、防空壕の前に住居建築。

地番変更
1466番地の現在の住居を建築。
矢持邦穂、吉之助の長女高崎喜美子と結婚。

Tab.1

江里町「貝塚」関連年表
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Fig.9

江里町「貝塚」近景

北側から見た「貝塚」
。小道の右側に
陶磁器片、ガラス片等が散乱している。

Fig.10

江里町「貝塚」近景

南側から見た「貝塚」
。斜面に陶磁
器片、ガラス片等が散乱している。

Fig.11

江里町と爆心地方面

写真右手が江里町「貝塚」
。爆心地は
写真中央やや左手の野球場の先に位置
している。
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Fig.12

江里町「貝塚」

左写真は B 区の表土を剝いだところ。右写真は A 区で発見
された貝殻層（主としてタニシ類）。

Fig.13

採集・出土遺物整理風景

多文化社会学部学生により水洗い作業が行
われた。

Fig.14

採集・出土遺物整理風景

多文化社会学部学生により注記・接合作業
が行われた。
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和 33 年頃のことである。

た可能性もある。いずれにせよ現在の高崎家がより低

・高崎吉之助の娘喜美子と昭和 43 年に結婚（婿養子）。

地にあった本家から分家して現在の居住地に移転した
ことは確認できる。

以下は邦穂氏自身の記憶体験ではなく、高崎家より

そして、その移転時期であるが、遅くとも分籍の記

見聞きした伝聞内容となる。被爆体験の手記を残した

録がある大正 5 年 4 月 12 日には移転していると推測

義父の吉之助より伝聞したものであろう。

される。また、熊八は明治 40 年に結婚しており、所
帯を持つにあたって移転していた可能性も考えられ

・ 高 崎 家 は も と も と 現 在 の 江 里 町 1529 番 地（ 旧

る。よって、移転時期は明治 40 年頃から大正 5 年の

1500-1 番）に住んでいた。

間と見られる。

・原爆によって家屋は倒壊し、下方から火が回ってき

その後、米軍の空襲に備えて、宅地の東斜面（遺跡

た。

直下にあたる場所）に防空壕がいくつか掘られている。

・倒壊した家屋の部材を用いて、江里町 1466 番地（旧

長崎は６度の米軍による空襲を受けており、最初の空

1453 番）の東端部分あるいは 1474-6（旧 1452 の

襲は昭和 19 年 8 月 11 日であった。そのため、防空

一部）に住居を建築した。

壕の掘削は昭和 19 年から 20 年にかけてのことであ
ろう。
そして、昭和 20 年 8 月 9 日に原爆が投下され、遺

⑤文献調査と聞き取り調査による遺跡付近の変遷
以上のことから、ここで調査地付近の変遷をまとめ

跡付近は、爆風により家屋は倒壊し、その直後、火災

ると、明治 34 年頃には遺跡周辺にはすでに数軒の家

の被害にも遭っている。その際、高崎熊八一家は熊八

が建てられており、遺跡付近は広葉樹林であった。そ

をはじめ家人の多くが命を落としている。

の後、やや家が増えるもののその様子は原爆投下まで

被爆後、倒壊した家屋の部材を用いて、防空壕の前

大きく変わることはなく、原爆投下直前においても遺

に現在空き家となっている東側の住居（高崎家旧宅）

跡の上方（北側）には林が広がり、東側は畑地のまま

を建築した。生き延びた吉之助とその長女喜美子らが

であった。

暮らした。

一方、その間、遺跡に接した現高崎邸のある 1466

そして、昭和 33 年頃には現在の母屋が建築され、

番地の居住者は代わっている。明治末から大正初期の

昭和 43 年より現土地所有者の高崎邦穂氏が暮らし始

ある時期に高崎熊八一家が現在の高崎家の宅地に移転

めた。そして、高崎家旧宅には邦穂氏の実母である矢

してきている。邦穂氏の伝聞によれば、高崎家はも

持冬乃が暮らしたが、現在は母屋に邦穂氏一人が住ん

ともと江里町 1529 番地（旧 1500-1 番地）にあった

でいる。以上が文献調査や聞き取り調査によって明ら

というが、戸籍の記載によれば、邦穂氏の妻の喜美

かになった遺跡付近の変遷である。

子の祖父熊八の本籍が西浦上村西郷 1453 番地（現在
の 1466 番地）
、本家である兄甚左衛門の本籍が西郷

2) 遺物採集および発掘調査

1495 番地（現 1522 番地）とあり、熊八は兄甚左衛

① 調査方法

門から分家して籍を離れたことが記されている。江里

草刈りと伐採を行った後、表面観察および遺物採集

町付近の旧地籍図には、西郷 1495 番地は宅地に色分

を行った。さらに調査区を A 区と B 区に分けて、表

けされており、その家屋は明治 34 年測量地図にも西

土部分を発掘し、出土遺物を採集した。

側の林（広葉樹林記号）とともに描かれている。一方、
明治 34 年測量地図に江里町 1529 番地の場所に家屋

② 出土遺物（Figs.15 〜 20）

は描かれておらず、地籍図でも宅地とはなっていな

出土遺物は陶磁器、瓦、ガラス、その他の製品、貝

い。よって、熊八自身が育ったのは 1529 番地よりは

殻に分けられる。

むしろ 1495 番地であったと考えられる。もっとも旧
1500 番地と旧 1495 番地は近接しており、明治 34

a. 陶器

年以降のある段階で 1529 番地に新たに家屋を建設し

出土した陶器は、碗（Fig.15-1）、深皿（Fig.15-3）
、
瓶・
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壷（Fig.15-4）
、蓋（Fig.15-5）
、甕（Fig.15-7）
、擂鉢

14 は染付小坏である。型紙摺りによる文様が入って

（Figs.15-8,9）などがある。Figs.15-1,3 は江戸期の碗

いる。Figs.16-15 〜 17 は染付型打輪花皿である。酸

や深皿である。擂鉢は江戸後期から近代にかけてのも

化コバルトを使用している。型紙摺りによって見込み

のが複数出土している。

中央に松竹梅文、その周囲に青海波、唐花文、紅葉
文などの地文が入る。底部は蛇の目凹形高台である。

b. 磁器

Fig.16-18 は型紙摺りによる染付丸皿である。酸化コ

出土した磁器は、最も古いもので江戸前期、新しい

バルトを使用している。Figs.16-19 〜 24 は銅版転写

ものでは現代のものがみられる。生産地について、江

による染付碗である。その内、20 や 21 は青と緑の

戸期はほとんど肥前系の磁器であるが、明治中・後期

下絵具の組み合わせである。Fig.16-28 は銅版転写に

には瀬戸・美濃系の磁器が見られるようになる。器種

よって菊花文が施された染付小皿である。

は、碗、小坏、皿、蓋、瓶、碍子などがある。以下、

Fig.17-2 は釉下彩皿（ソーサーか）である。高台内

年代毎に説明を行う。

には「富士山」のマークが入り、有田の深川製磁の製
品であることがわかる。明治後期のものと推測される

（江戸前期）

（佐賀県立九州陶磁文化館 2006、p91）。Fig.17-3 は

Fig.16-1 は 17 世 紀 中 頃 の 染 付 皿 と 推 測 さ れ る。

銅版転写によって、竹笹文が施された釉下彩皿である。

Fig.16-2 は 17 世紀後半の染付鳳凰文鉢である。口縁

口縁部には口紅が入る。Fig.17-4 は銅版転写によって

部内側には簡略化された雷文が巡らされており、東南

七宝地文や窓絵が施された染付中皿である。いわゆる

アジア向けに有田で生産されたものである。

イゲ縁皿である。

（江戸中〜後期）

（明治後期〜昭和前期）

Fig.16-3 は 18 世紀に波佐見などで焼かれた染付碗

Fig.16-24 は転写によって唐子文が施された染付碗

である。器壁にコンニャク印判で重ね松文が施されて

である。Fig.16-27 は転写によって、牡丹と思われる

いる。Fig.16-7 は 18 世紀の色絵皿である。内面は蛇

花文が施された釉下彩碗である。下絵具は黒と桃色が

の目状に釉剥ぎされており、その部分に色絵が施され

用いられている。Fig.16-29 は転写による菊花、紅葉

ている。Fig.16-9 は染付花生、Fig.16-4 は染付網目文

文などの上絵付けが施された色絵皿である。Fig.16-

丸碗である。Fig.16-5 は 18 世紀後半〜 19 世紀初め

30 は転写によって桔梗文や唐花文が施された釉下彩

の染付筒形碗、Fig.16-6 は 18 世紀末から 19 世紀前

皿である。型作りによる。Fig.17-1 は転写によって、

半にかけて生産された染付広東碗である。

日章旗と旭日旗が施されている染付皿である。
Fig.16-25 は青と黒の絵具で山水文が転写された小

（幕末期〜明治前期）

碗である。Figs.17-7 〜 10 はゴム印判による釉下彩

Fig.16-12 は 19 世 紀 の 染 付 端 反 碗 の 蓋 で あ る。

碗である。菊花文、唐花文、菱形文などが施されている。

Fig.16-8 は 19 世紀の染付山水文皿である。型打成形

Fig.17-11 はゴム印による桜花文が入る染付碗である。

によるもので底部は蛇の目凹形高台である。波佐見の

桜花の中央には赤色の下絵具が入れられている。高台

いわゆる笹徳利の破片も見られる。Fig.16-10 は清朝

断面がハの字状に開いている。Fig.17-12 はゴム印と

か清朝写しの染付小坏である。外面に蝙蝠文などが描

手描きを組み合せた釉下彩松文碗である。高台断面が

かれ、高台内部には鉋削り痕が見られる。Fig.16-11

ハの字状に開いている。Fig.17-14 はゴム印と手描き

は染付文字散し文小坏である。酸化コバルトを使用し

を組み合せた釉下彩笹文碗である。高台断面がややハ

ている。

の字に開いている。
Fig.17-5 は色絵洋皿である。竹笹と虎あるいは海老

（明治中・後期〜大正期）

が描かれている。Fig.17-16 は金彩が入った染付半菊

Fig.16-13 は染付碗である。酸化コバルトを使用し、
型紙によって花と青海波文が摺られている。Fig.16-

130
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江里町「貝塚」採集・出土遺物（１）
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は紫色ガラスの化粧瓶であろうか。

（文字入資料）
主に通い徳利の破片に文字や数字が入ったものが見
られる。明治期から昭和前期にかけてのものと推測さ

e. その他の製品

れる。

金属製品（Figs.19-2 〜 6）とビニール製品（Fig.19-

通い徳利と思われるものには Fig.17-17 の「長」
（長

1）、ナイロン製品などが見られる。金属製品は建築部

崎の一部か）
、
Fig.17-19 の「大黒」
（大黒町の一部か）、

材と思われるものや単 4 乾電池、釘（5cm）、蓋物の

Fig.17-21 のカネに「あ」の屋号、
Fig.17-20 の「十七」

蓋などがある。ビニール製品はお菓子袋、ナイロン製

（番地か電話番号か）
、
Fig.17-22 の「店（屋）
」
（酒店［屋］

品はストッキングなどがある。

の一部か）
「場（橋）
、
」
「深」
、
（深堀酒店の一部か）
「
、平」
などの文字が入るものがある。
通い徳利以外では、
「寄」
（寄進の一部か）が入ったものがある。

f. 貝殻
海水産（Figs.20-1 〜 12）と淡水産（Figs.20-13 〜
18）の貝がある。前者はアサリや牡蠣などの二枚貝、
サザエやニナなどの巻貝がある。後者はタニシが主で

c. 瓦
Fig.18-3 はいぶし瓦の桟瓦である。Fig.18-4 はいぶ

あり、他にカワニナがある。

し瓦であり、
「城」
、
「□□元中」
、
「筑後江島」の印が
押されている。現在の福岡県久留米市城島町江島地区

3. 成果と考察

で焼成された瓦とみられる。Fig.18-5 は軒丸瓦である。

(1) 遺物の年代
採集した遺物の年代は、最も古いもので 17 世紀中
頃〜後半の磁器製品、最も新しいもので現代のビニー

d. ガラス
電灯カバーや窓ガラスなど家具の一部と見られるも

ル製品やナイロン製品が確認されるが、量的には非常

のと、瓶や壷などの容器に分けられる。

に少ない。江戸後期から幕末にかけての磁器製品も見

Figs.18-6,7 は磨りガラスである。ガラス障子の一

られるが、種類は多いものの量は少なく、年代にまと

部と推定される。

まりがない。一定量まとまって見られる遺物の年代は

Figs.18-8, 10 〜 17 は器高の高い細口瓶である。緑

明治後期から昭和 20 年代前後である。この年代が「貝

色、水色がかった緑色、褐色などがある。底部に「10」

塚」の主たる形成時期と考えられる。

の数字が入るもの、下部外面に「登録」の文字が入る
ものが見られる。Figs.18-12,13 は断面が隅丸長方形

(2) 遺物の性格

の褐色ガラスの細口瓶である。

遺物、すなわち廃棄されたモノの性格をいくつか考

Figs.18-19 〜 21 は器高の低い広口瓶（壷）であ

えてみる。一つ目は造成等により過去の廃棄物が再廃

る。Fig.18-21 は緑色を呈しており、気泡が多く見ら

棄（二次廃棄）されたものである。17 世紀後半の染

れ、底部に「日靴塗聯」の文字が入る。日靴塗聯に

付鳳凰文鉢などは、もともと東南アジア向けに有田で

ついては不明であるが、この名前が入ったこの種の

生産されたものである。この「貝塚」と直接関わりが

瓶は、いくつかの戦前あるいは戦時中の壕より発見

あるとは考えにくい。廃棄された経緯は不明であるが、

された例が知られている。Fig.18-20 は黒色ガラスで

他の場所で一度廃棄されたものが何らかの理由により

ある。Fig.18-19 は褐色ガラスである。外面に「2oz

持ち込まれたものと推定される。江戸後期から幕末に

BOVRIL LIMITED 229」
、底部に「BOTTLE MADE IN

かけての磁器製品の一部もまた再廃棄（二次廃棄）に

ENGLAND BY FGC」の文字が入る。

よるものである可能性がある。いつから 1466 番地の

Fig.18-18 は口部の形状は不明であるが、側面に

土地そのものに建物が建てられたか正確にはわからな

「LUTOSE」と文字が入る。L の前に文字があったかど

いが、少なくともこれらの遺物の年代はこの場所に

うか不明である。Fig.18-9 は透明ガラスの角瓶である。

人々が暮らし始めた時期を示している。二つ目は日常

底部に「135」の数字が入る。Figs.18-22,23 はガラ

の生活の中で使用・消費される過程で廃棄されたもの

ス蓋のついた透明ガラス瓶（壷）である。Fig.18-24

である。この遺跡の遺物の主体となるものである。明
132

金沢大学考古学紀要 36

2015,

121-137.

長崎市江里町の「貝塚」調査に関するノート

9

1

2

3

4

5

8

6

7

10

11

14
13

12

18

15

25

16

26

29
23

19
24
17

27

20

30
21
28
0

10cm
22

Fig.16

江里町「貝塚」採集・出土遺物（２）
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治後期から昭和前期にかけての陶磁器やガラス瓶・壷

が使用していたものが多く含まれると考えなくてはな

などはこれに該当する可能性がある。また各種の貝殻

らない。

もまた日常生活の中で食され、廃棄されたものであろ

昭和 20 年の原爆により熊八以下、多くの家人が亡

う。三つ目は家屋の倒壊、修理改築の際に一括して廃

くなった後、1466 番地に居住したのは吉之助らであ

棄されたものである。その主たる要因が原爆であるこ

るが、昭和 20 年よりも新しい遺物は非常に少なく、

とは言うまでもない。瓦やガラス窓などはこれに該当

戦後の吉之助一家が使用した道具に関してはあまり含

する可能性がある。家屋の倒壊にあっては、陶磁器や

まれていないと考えられる。

ガラス類も破損するため、それらが一括廃棄にも含ま
れている可能性がある。四つ目は通行人等が投棄した

(4) 遺跡の廃絶

ものである。お菓子袋などのビニール製品はこの理由

廃棄が行われなくなった理由について、いくつか考

によるものであろう。遺跡の上方（北側）にも民家が

えてみる。この貝塚が継続的な廃棄によって形成され

立ち並び、遺跡側の小道を往来するようになってから

たものではなく、主に被爆直後の一括廃棄によるもの

のことであろう。

であれば、その後に廃棄が継続されなくても不思議で
はないが、廃棄された貝殻の量や多様な種類を考える
と、一度きりの廃棄ではない。そのため、何らかの理

(3) 使用者と廃棄者
出土した遺物の使用と廃棄の主な行為者は、土地所

由によって継続的な廃棄が中止となっていると見るべ

有者（占有者）でもある 1466 番地の居住者とみてよ

きである。ここでいくつかその中止の理由を考えてみ

い。明治 34 年測量地図を見ても昭和 20 年航空写真

る。

を見ても遺跡の上方には家屋等の建築物は見当たら

一つ目は 1466 番地の拡張造成である。旧地籍図

ず、林となっている。そのため、上方からの流れ込み

においても 1466 番地の北側と東側に沿って L 字形

ではない。また、遺跡の東側も畑が広がっている。や

に「山」として着色されているが、遺跡の部分を見る

はり 1466 番地の居住者が自宅等で使用したものを自

と現在よりは「山」が幅広い。現在のような垂直の崖

宅背後の林に廃棄したと考えるのが妥当である。

ではなく、法面として斜面となっていたのであろう。
いつの段階のことか不明であるが、切り土をして平

明治 34 年測量地図に描かれている建物の居住者に
ついては、明らかではないが、高崎熊八らが 1466 番

坦部を拡張したと見られる。この拡張を行うことで、

地に移転してくる明治末期から大正初期の時代よりも

1466 番地の背後が崖となったため、廃棄することが

古い遺物に関しては、この旧居住者が使用し、廃棄し

中止となった可能性が考えられる。
二つ目は遺跡直下の防空壕の掘削である。遺跡の直

たものである可能性がある。
明治 40 年から大正５年にかけて移転してきた熊

下はほぼ垂直の崖面を掘削して防空壕としている。防

八一家については、熊八・タケ夫妻が明治 40 年に結

空壕の直上に廃棄するとは考えにくいという理由であ

婚して、その後、吉之助（明治 42 年生）
、安太郎（明

る。遺跡の年代は防空壕が掘られたであろう昭和 19

治 44 年生）、喜三郎（大正 3 年生）
、勝一（大正 5 年

〜 20 年が下限となる。

生）、米作（大正 8 年生）
、寅男（大正 13 年生）と家

三つ目は、原爆投下である。原爆が人々の生活に与

族を増やして原爆投下の日を迎えている。よって、明

えた影響は計り知れず、あらゆる環境が変化したこと

治時代末期から昭和前期にかけての出土遺物は高崎熊

は言うまでもない。その変化が廃棄の中止に結びつ

八家が使用していた生活用品等と考えられる。
ただし、

くことも十分考えられる。ただし、当初想定したよう

熊八の移転にあたっては、全ての調度品を新しく準備

に原爆によって人々の営みが停止して、生活の断絶が

したとは限らず、それまで住んでいた 1495 番地（現

あったというものではないようである。廃墟とはなっ

1522 番地）で使用していたものを持ち込んだ可能性

たが、倒壊した建物の部材を利用して、すぐに生活の

は十分に考えられる。その場合、熊八らが明治 40 年

復興が図られており、大きな変化を伴いながらも生活

以前に使用していた遺物も含まれることになる。使用

は継続されている。原爆が中止の理由である場合は、

期間等を考慮すれば、明治 30 年代頃の製品も熊八ら

遺跡の年代の下限は昭和 20 年となる。
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長崎市江里町の「貝塚」調査に関するノート

四つ目は、現在空き家となっている高崎家旧宅の建

た、考古学だけでなく、文献史学や民俗学といった他

築である。この建物は原爆によって倒壊した建物の廃

の分野と連携して成果を挙げられる恰好の資料となり

材を用いて、1466 番地の宅地の東側部分に建てられ

うる。平坦地が不足する長崎の場合、宅地化が顕著で

たものであるが、
ほぼ崖に接する形で建てられている。

あり、町中にこうした土が露出した部分はとても限ら

そのため、住宅の背後の林に廃棄することが位置的に

れているが、それでもこうした「貝塚」は他にもあり、

難しいものとなったという理由が考えられる。建築は

筆者らはすでにいくつか発見している。これらを一つ

被爆後、すぐのことであろうから昭和 20 年よりそれ

一つ丹念に調査し、分析すれば、より具体的な人々の

ほど離れることはないと考えられる。

暮らしを浮き彫りにすることができると考えている。

一つ目にあげた拡張造成は、おそらく二つ目にあげ
た防空壕の掘削あるいは四つ目にあげた家屋の建築に

発掘調査および聞き取り調査にあたっては、土地所

伴うものと考えられる。そのため、ここにあげた理由

有者である高崎邦穂氏より多大な御協力とご教示を

のもととなった事項の年代は近接している。いずれも

賜った。文字入資料の解読については、木村直樹氏の

昭和 19 〜 20 年頃のことであり、採集・出土した遺

御教示を得た。また戦前戦後の浦上地区の生活状況に

物から理由を特定することは難しい。

ついては、山田フジエ氏にご教示を得た。改めて感謝
申し上げたい。

おわりに
江里町「貝塚」は、近代の長崎市江里町の人々の暮
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