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序

　1958年６月１日に九州大学文学部国史学講座の鏡山猛助教授が考古学講座の教授として昇任さ
れることにより，九州大学文学部に考古学講座が開設されることとなる。本年は喜ばしくも考古
学講座が開設して60年が経ち，九州大学考古学研究室が還暦を迎えたことになる。また，本年10
月には文学部・人文科学府・人文科学研究院の考古学研究室が，箱崎キャンパスから伊都キャン
パスに移転し，干支を一巡した考古学研究室は新たな干支の歴史を伊都キャンパスでスタートす
ることになる。伊都キャンパスでは隣接して地球社会統合科学府・比較社会文化研究院基層構造
講座が位置しており，名実ともに九州大学では二つの講座で考古学研究室を一体的に教育・研究
の運営にあたることになり，より強固な考古学研究室が生まれることを期待している。そのため，
本年６月16日にはこれまでの箱崎キャンパス考古学研究室を振りかえるとともに，還暦を迎えた
考古学研究室の開設60周年の記念行事を開催する予定である。
　考古学研究室では開設50周年記念には記念行事とともに記念論文集を刊行した。さらに開設55
周年には，初代助手の渡邉生氣先生のオーラルヒストリー，第２代助手の小田富士雄先生の思い
出を掲載し，考古学研究室の記録とした。開設60周年にあたっては，記念行事の開催とともに，
第２代教授であった岡崎敬先生を顕彰する「岡崎敬先生の人となりと教育」と題した座談会を記
録するとともに，第４代助手の下條信行先生以降の歴代文学部考古学研究室助手であった６名の
先生方に，箱崎キャンパスの考古学研究室の思い出を書き記していただき，箱崎キャンパスにお
ける考古学研究室の歴史を記録することとした。こうした記録は，伊都キャンパスで新たな歴史
を迎える考古学研究室の励みとなるとともに，箱崎キャンパスの終了に伴い，考古学研究室の貴
重な記録となるであろう。趣旨に賛同していただきご寄稿いただいた歴代考古学研究室助手でい
らっしゃった下條信行，木村幾多郎，田崎博之，藤尾慎一郎，渡辺芳郎，中園聡の各先生には感
謝申し上げる。また，岡崎敬先生に関する座談会は，下條信行先生の発案である。下條先生と高
橋徹先生にはわざわざ九州大学中央図書館館長室にお集まり頂き，リハーサルを含め４時間にわ
たる座談会を行っていただいた。さらに，岡崎敬先生の写真は，御子息の岡崎敦さんならびに卒
業生の上村俊雄先生と藤口悦子さんから提供していただいた。ここに改めてこれらの方々に感謝
申し上げる。なお，座談会のテープ起こしは考古学研究室の三浦萌さんと長谷川桃子さんにお願
いした。
　箱崎キャンパスを離れるにあたって，『九州大学考古学研究室の記録Ⅱ―考古学研究室60周年
記念』を刊行することができ，安堵するとともに一抹の寂しさを感じるとこところである。卒業
生の皆様には，伊都キャンパスでの新たな考古学研究室を温かく見守っていただきますとともに，
引き続きご鞭撻・ご厚情をいただきますようお願い申し上げるところです。

　　　2018年３月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州大学人文科学研究院考古学講座教授
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮本　一夫
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第１章　座談会「岡崎敬先生の人となりと教育」

宮本
　では，これから「岡崎敬先生の人なりと教育」というテーマで座談会をさせていただきます。
本日は，愛媛大学名誉教授の下條信行先生，そして，元大分県立博物館副館長の高橋徹先生に来
ていただきました。私，宮本は司会進行役を務めさせていただきます。まず，岡崎先生の人とな
りを，下條先生の方からお話しください。
下條
　あのー，岡崎先生がどんな風貌をして，体つきがどうであったかっていうのは，今インター
ネットを見たら写っちゃおるんだけど，あれはもう先生が体を悪うされて，大分痩せ細られた時
期の写真でね，元気な時の岡崎先生はね，全然あんな風ではなかったですね。先生がちょっと猫
背で，そして脚はちょっと蟹股風で，それで少し前かがみにのしのしと歩いて行くような，そん
な風だったですね。このキャンパスの西門のところから松原の電停に向かってまっすぐ道があり
ますけど，鼻歌歌いながらその道のド真ん中をね，わが道のように歩いていましたね。でも危な
くてしようがなかったですよ。先生はちょっと吃音だったから，鼻歌歌って言葉がすっと出るよ
うに日頃からトレーニングをされていました。顔つきはね，これは面白い話なんですが，先ごろ
亡くなった亀井明徳君が静岡大学から九大大学院に来る時に，静大の考古学の先生だった内藤先
生に，岡崎先生はどんな先生ですかってに聞いたんですって。そうすると内藤先生がね，うーん
と一息置いて，日本の考古学研究者の中で一番立派な顔つきの人だと説明されたそうです。ちょ
び髭はやした四角い堂々とした顔で非常にこう重量感と安定感がある顔と言えますね。
　なんせ結構出張の多い先生なんですが，まあ出張に行くときの荷物の大変なこと。今みたいに
リュックみたいなのが流行ってない時代ですから，大鞄の中にね，書類とそれからその行く先の
二万五千分の一ないしは五万分の一の地図を張り合わせた地図をぶちこんで，これを右肩に下げ
て，左の方にはね，いーっぱい書籍や論文を包み込んだ大風呂敷ぶら下げて，それからのしのし
と出かけていくわけですよ。それで，歩いていて知った人にあうと，右手を顔の前方上にあげて，
“よっ”というのが癖でした。また“まあひとつ”と“あとは万事よろしく”というのが口癖で，
頼み事などほぼこれで一件落着ですよ。ろくに説明などはありません。あとは一つ考えてやって
くれと。僕は四年生になってこの先，どうしようかなあと思っているころ，一つ年上の友達がす
でに高校教師になっていて，そいつが自分の学校に来いっていうもんだから高校の教員でもなる
かなあーとかなんとか漠然と思っていた。その一方四年になって少しは考古学を真面目にやるよ
うになっていたもんだから，半分は大学院もありかなぐらいには思うようになっていた。あると
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き階段の踊り場で先生とすれ違ったとき，“まあ一つ，君大学院受けなさい”と言われてね。こ
のたった一言で，今日までの50年の僕の人生は決まりましたね。あなたなんかは，どういう印象
がありますか？
高橋
　そうですね。私は1975年から1976年ぐらいで，岡崎先生はたぶん50代，40代くらいにはなって
いたと思いますが，助教授の岡崎先生に会った。若い頃の岡崎先生は，例えば桜馬場なんかで
写っている写真を見たことがあるけど，ほっそりした青年で，丸縁の眼鏡を掛けて写っている。
私が会った頃は，そのような面影はなくて，体格のいいがちっとした，頬も結構膨らんでいて，
髭もちょっと生えてましたけど，あの立派な体躯の先生でした。蟹股でね，のっしのっしと歩き
ながら，あの大きな資料をいれたバックを両肩に担いで，行ったり来たりしている姿が今でも目
に浮かびますね。だから，私にとっては，がちっとした岡崎先生。晩年，先生が病気になって，
お会いした時に，今でも別人じゃなかったかと思うような，痩せた岡崎先生を見て，もう本当に
泣きそうになる感じでした。若き岡崎先生は，聞いた話ですが，遠賀川の調査の時に鏡山先生を
背負って，川に入ったり出たりしていたという話ですね。小さい頃は病弱だったので，お父さん
が，八幡製鉄所に勤めていたアマチュア考古学の人に，預けて野山を歩かせたということです。
それが，たぶん効いて，あの非常に頑丈な身体に育った。特に私が会った頃は丁度，脂がのりき
り気力も充実してた時期ですね。そんな岡崎先生に会ったんじゃないかな。

岡崎研究室の先生
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第１章　座談会「岡崎敬先生の人となりと教育」

下條
　先生は自分でねえ，若い頃は，蒲柳の質とおっしゃっていたから体が弱かったという事ですね。
高橋
　身体が弱かったって書いてますね。だから，野山，フィールドを歩くうちに元気になったとい
うことですかねえ。
下條
　もう一つのテーマは，岡崎先生と教育という話になっているのだけど，僕は岡崎先生と教育な
んていうものは常識的な観点で評価しようとするならなんか一番似合わんような，そんな気がす
る。まあ通常教育なんていうと講義とか演習で何を教わったとかいう座学的知識教育をどう受け
たかなどに終始することが多いではないですか。先生のはそういうものでは捉え得ない。
　国史の川添先生が岡崎先生を「博覧強記」の人と感心していたように知識量も多く，乗り物の
中でも，用事で歩いていても話さえすればどんどんこちらが豊かになる。さらに知識だけでなく，
その行動も学ぶところが多かったですね。いま大学でアクティヴラーニングという教育が流行っ
ているが，岡崎先生のは仕組まない，自然的アクティヴラーニングで，その全面教育のあれこれ
はこちらの捉え方一つで，あっちこっちで勉強になったですね。
宮本
　そうですね。
下條
　それでもまあ，座学的な意味での教育も刺激的でした。僕が研究室に進学したのは，先生が着
任されてから３年くらいの頃で，まだ先生も相当に気合も入っていたような気がするんですよ。
当時演習といっても，先輩と合わせて３人くらいですからね。その先輩は四年生だから，すでに
するべきテーマがあってそれをやっているんでしょうけど，僕なんかは，入って間もないものだ
から，岡崎先生に“一つ”，これを読んで発表しなさいと言って渡されたのが水野清一先生の
『東亜考古学発達史』。岡崎先生の先生でもあるんですね。これがまた，モンゴルやらなんやらの
地名や遺跡名が漢字で書いてあって，読みは判らないし，場所も判らない。今時の書籍とは違っ
て紙質はざら紙でルビや地図なんかほとんどない。これを一つ紹介してくださいということなん
ですが，結局は書いてあることを要約するしかできてない訳ね。紹介しても表面を示すだけで実
態は判っていない。そしたらもっと勉強して，とかちゃんと言われてね。原本を探しだし，それ
を読んだ上で紹介しなさいという意味でね。不真面目な私ができるはずもなく，三回ぐらいそう
いうことをしたら大体諦められたようで，そのごあんまり言われないようになりましたですね。
えー，今考えるとね，もしかしたらかっての京大の大学教育というのはそういうところがある
（あった）のかなと思う訳です。京大でもそうやったかどうかは僕はよく分からないけど，別の
話になるけど，九大に赴任して横山浩一先生が原書購読を英語でやったのですが，しばらくして
やめましたもんね，途中で諦めて。はははは。
高橋
　それは，横山先生があきらめた？
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下條
　そうそう。僕らが進学したころの演習は，正門近くの法文学部棟で行われていたのですか，演
習が終わると，九大の正門の前にあるプランタンという喫茶店に先生を先頭に移動するのです。
そこで第二の演習が始まるのですが，ここでは学問そのものの話というより，まあ，あの人がど
うしたかという人間考古学史的な話が主題でね。憶えているのは，森本六爾さんが，どういう
きっかけで，須玖遺跡を掘るようになったかとか言うことです。実は奥さんがね，春日の出身で，
その因縁で，掘るきっかけが出来たのだと。奥さんは，東京で女学校の先生しておって，一緒に
なったんだけど，森本さんは稼ぎがないから，その奥さんに食わせてもらったわけですね。です
から，奥さんの名前はみつぐと言うとかいうものだから，もうおかしいやないですか。あははは。
そういうのを覚えているわけですけど，第二演習のプランタンは楽しかったですね。森貞次郎先
生の家は近くにあって，そのころ福岡県の高校の先生は週一の研修日なんかがあるので，コー
ヒー好きの森先生は休みの時なんか「やってますね」とふらっと入って来られてね，今度は，森
先生から森本六爾さんの話を聞くことになるのです。森先生は国学院の学生時代に住んでいた下
宿が森本さんの住まいの近くだったらしいですね。それで，その森本さんのところに行ったら，
君は九州に帰ったら，これをやんなさいって，遠賀川式土器を見せられたと仰られていました。
ここでの話題は，もろ土器そのものとかの話しとかじゃなくて，考古学者の振る舞いや行いが中
心だから判りやすく親しみやすいですよ。考古学を何も知らん僕にとっても楽しかったですね。
懐かしい。こっちの，この新しい校舎に移って，その西門の向こうの突き当りに喫茶店があった

旧法文学部棟前にて（1961年頃）
後列左より２人目から岡崎・鏡山・小田先生
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第１章　座談会「岡崎敬先生の人となりと教育」

のだけどね。先程見てきたけどその喫茶店は無くなっていましたね。でもあそこではもうあんま
りそんな場はなかったなあー。君のころは，第二演習はもうなかっただろ。こちらに来た後だか
らね。
高橋
　一，二度ですね，森先生とそのプランタンで，コーヒー飲みながら話をした記憶があります。
森先生がその時話したのは，先生が宇木汲田に参加した時の話。岡崎先生は大学だけど，森先生
は高校の先生をしていて，年がら年中発掘するわけにはいかない。だけど，岡崎先生が声かけて
くれるから汲田の調査にも参加した。宇木汲田の獣形勾玉を掌に乗せたときの感覚や，そのおり
の状況なんかを思い出し思い出し，話していた。
　森先生はその後も，いろんな本を書いたりするんですが，とにかく24時間考古学のことを考え
てたと言ってましたね。高校の先生してるんだけど，「いつもいつも考古学のことを考えていま
した」と。
　岡崎先生もそうですね，人生全部考古学だったと思うんです。24時間考古学。論文とか本に書
いてあるのは，行間に込めたまさに文字にできないものが全部入っている。
　岡崎先生で言えば，考古学者とか研究者とは24時間考古学研究してる人，人生全部研究！みた
いな人達ということを，背中で教えてもらったという風に思ってますね。だから，今思えば，あ
の『東西交渉の考古学』の中から演習の題目を選んだ授業などもしていました。その中の一つで
「エリュトウラー海案内記」の授業をしたことがあります。テキストを持ってきてやった。その
当時の私には，その意味も分からないし，意義も分からなかったけど，後にある酒の席で春成先
生にその話をしたら，春成さんは「うらやましい，君たちはそんな授業を受けていたのか！」と
いう反応でした。「エリュトウラー海案内記」いうような本を考古学の授業で，先生に習った，
というようなことが，今になって効いてくる。魏志倭人伝なんかも読まされましたけど，授業と
しては体系的ではない。けど，私にとってはもう最大の岡崎考古学の授業だったという気がして，
それはありがたいですね。非常にありがたく思っています。
下條
　授業や演習は，先生が目下取り組んでいて，原稿化を図っているテーマが取り上げられること
が多かった。僕の時は，稲の来た道とか立岩堀田遺跡出土の漢鏡の銘文をどう読むかというのが
テーマでした。鏡の銘文は中国文学の岡村先生に手伝ってもらって進めておられ，その一部は九
州考古学に発表されています。それから例の金印の調査なのですけど，まだ学部の３年頃かなあ，
須崎にある福岡県文化会館で福岡県が展覧会をやった時に，東博から借用して出品されていた金
印を，通産省の計量測量所の技師さんに測ってもらうことをされたんですね。水に入れて比重を
測るやら，綿密に寸法を計測するやら慎重にやっていましたよ。息のつまる思いでしたね。そし
てそれが一つ一つデータとなって金印の純度も割り出されていったのです。先生はそうした科学
的データを得ることに積極的でしたね。邪馬台国論のシンポにでることがあっても比喩として文
学者はあの星は美しいと言えばいいが，学者はそこまで届くのにどれくらい光年かかって，どれ
くらいの明るさがあるかを数字で語らねばならないと。
　ですから，末盧の発掘の時なんか，実にいろんな自然科学の分野の人に参加して貰って進めて
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いますね。ある人は，岡崎さんいろいろ人を集めるのが好きだからとか言う人もいるけど，でき
るだけ客観表現できるような形で進めようとしていました。ですから金印の問題でも，上記した
基本的客観的データをもとにこれまでの出土の各種印と照合し，先生は学部が東洋史で漢籍が読
めるからそれらを総合して漢魏晋代の印の制度を組み立てていかれたのです。そういうやり方が
得意で，岡崎考古学と言えるものでした。だからなかなか考古学だけではね，うまくできない面
もあるが，それを越えたそういういう世界の先生といえますね。僕らとしては簡単に真似できな
いことで，羨ましくもあったけど，やっぱり尊敬するところではあったですね。
宮本
　そういう東洋学の伝統を十分咀嚼した上で，日本考古学をやっておられたということでありま
すね。
下條
　漢学だけとは違いますよってね。へへへ。
高橋
　私は直接知らないけど，多分東亜考古学会の濱田先生たちや原田淑人さん達は（幅広い）学問

九州大学大学院文学研究科修了記念写真（1963年3月27日）
（後列右から鏡山猛先生、小田富士雄先生、聴講生（不明）、石松好雄氏（1964年度入学）、岡崎敬先生、
前川威洋氏（1964年度入学）
前列右から上村俊雄氏（1961年度入学）、靏久嗣郎氏（1961年度入学）、久保山教善氏（1963年度入学））
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の香りが立ち上るような，考古学をやってた。その後は，たぶん小林行雄先生たち（世代）にな
ると，（日本国内で）実際の古墳掘ったりとか，純粋考古学みたいになってしまった。（岡崎先生
は）東亜とか東洋とか，スタインなんかの探検記も好きだった先生で，そういう（古き良き）人
文科学としての考古学の匂いをもっていたおそらく最後の世代の一人だったと思いますね。その
後，非常に細分化した考古学の世界になるけど，ひとつ前のゆったりとした考古学を，身をもっ
て教えてもらったというのは，ものすごい財産だと，今でも思ってますね。そういう教育だった。
下條
　先生の教育が，教室内教育に留まらない一例として，先生の原稿の校正をやるということがあ
るのです。これ大変でした。てにおはなどの字面を直すとか誤植を見つけるとか言うような単純
な作業ではない。当時は，まだ活版印刷の時代ですから，文章は印刷会社の植字工さんが一字一
字活字を拾って組み立てていた。ところが岡崎先生の原稿は，字がね，小さくてね，続け字もあ
り読めないのが多いんですよ。日本語の普通の文章なら拾えるけど，中国の地域名や遺跡名など
固有名詞は推察では判りようがない。活字を拾えないのでそこは活字の背中側の〓となって，そ
れがいっぱいついてくるわけですよ。で，黒々となった校正刷りを“まあ一つ万事よろしくと”
先生は置いて行くのです。元原稿も無しにですよ。それで後注を頼りに一個ずつ原典を書棚から
引っ張り出して確認し，地図をもってきて，ここかと再確認する作業を続け徐々に黒を埋めてゆ
くのです。でも手間はかかるけれど，これはやっぱしいい勉強になりましたねえ。だからまあ，
結果として図らずして教育しているということになりましたね。パソコンはいい教育手段を奪っ
ているのかもしれない。
宮本
　あの，その『末盧国』なんかが作られた時もいろんな人に分配してね，こう，このテーマで書
けとかいう形でさせて，あれも一つの教育ですよね。
下條
　そういうことですね。後で大分変りましたがあの原案を僕作っていたのです。全体の構成をど
うするかが判っていないとできないことです。そしてまた，研究室だけという風にはね，抱え込
まないのが先生流です。その考えは学生にも裨益するところは大きかったですね。
宮本
　そうですね。
下條
　門戸を開いていましたよ。それでいろんな人が参加して…。例えば，末盧国の宇木汲田の調査
なんかには，僕らとほぼ同じかちょっと上の世代の助手さんをそこの先生の代理として派遣して
貰うわけですね。京大の近藤喬一さんとか，広大の川越哲志さんとか，名古屋大学の井口喜晴さ
んとか。そういう人と，寝泊りにして現場をやるのだから，まあ仲良うなりますよね。そしてそ
の後もずっと交誼を重ね，助かることが多かったですよ。多分，岡崎先生の若い時代は，そんな
に発掘もあるわけがないから，あちこちから駆けつけて一つの遺跡をみんな参加して一緒に掘る
のが普通だったのではないですか。発掘とはそういうものという意識がもう少し組織的な発掘の
時代になっても，ちゃんと残っておりましたね。最近の発掘が妙にセクト主義になっているのは
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面白くもないし良くもないですね。
　門戸を広げるのはそれだけではなく土壌とか植物とか自然地理とか自然科学にも及んでいまし
たよ。特に，あのイネの来た道なんかの時にはインディカ・ジャポニカ問題が大事ですから，農
学部におられた育種学の永松土巳先生をよく訪ねておられましたね。温和ないい先生で僕らも連
れて行ってもらいいろいろコメの話を教えて貰いましたよ。顔を憶え人に親しむと興味を持つと
いう人情の機微を弁えておられたから，そういう日常の行動，動きを通して自然に（これも先生
の口癖）学び見分を広げるようにするというのもたくまずしての教育ということになりはしない
ですかね。
高橋
　例えば，岡山大学の近藤義郎さんなんかが学生たちと発掘をする。その後学生達と報告書を作
成するが，基本的には近藤氏が書いたという形で出版して，それに対して反発したりするような
卒業生やらもいたとか聞いてますが，岡崎先生は甕棺はだれそれと，学生含めていろんな人に執
筆のチャンスを与えていた。自分は全体としてプロデュースする形ですね。非常にフェアな，開
かれた学問スタイルをもっていた人と思っていますね。それは特筆すべき，岡崎先生のオープン
マインド，いいところだったですね。
　全部自分で抱え込み，自分だけ（の手柄に）する人たちとは別の次元という感じを持っており
ますね。
下條
　報告書の頭に，自然的・地理的環境とか歴史的環境とか枕詞みたいに書くじゃないですか。先
生は，これを真正面から本格的に取り組むのですね。その土地を自然的にも文化的にも知らない
と文化なんか理解できないんだと考えておられたからね。だから，その土地の自然的条件や温度，
雨量などが織り込んで書いてありますよ。専門の人に書いてもらうこともあるけども，自分で書
いて，その自然的環境的なことと土地（地域）を考えるベースにしていますよね。ああいうのは
やっぱり充実していきたいことですよね。それを根底とすべきです。そこから出土した目や気を
引いた遺物を摘み食い的に取り上げ，それだけをいじくるものじゃないという考えで，その前に
は土地があり，自然的・歴史的な条件があり，推移してきた経緯というのをまず知らなきゃいか
んと。だから推移に関する学史も先生は大事にして書いていますよ。土地に住む研究者がそこで
どう関わってきたかということで，人もよく知らなきゃだめと。その上に，遺跡・遺物があるの
だという考えです。この3つの組み立てで地域の歴史は構成されていると言う考えです。しかし，
わざわざこの三つの条件があるよなんて言い方はしないですね，全然。そうであるということは
働きながら体感させるっていうのかな。例えば僕が大学の３年の時だか４年の時に，右も左も
行ったことのない壱岐島に行って，そして群集墳を見てきなさいって突然告げられたのです。長
崎県史の資料調査と関係があることはのち判りましたが。それで島に渡ると長崎県の教育事務所
の人が案内してくれるわけですけど，にわか勉強しかしてないからよく分からないんですよね。
しかしね，レポートは書きなさいって。そこにどういう人がどういうことを考えていたかも織り
込めって。通常の授業のレポートとはえらい違いでした。
　その他には岡崎先生が，若いころ世話になった熊本は益城町在のあの縄文の先駆的な研究者で
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ある小林久雄先生に関する
原稿を書くためある書籍を
そこに行って君ちょっと借
りてきてくれという事があ
りました。益城町には息子
さんが稼業を引きついで医
院を開業しておられるから
と。書籍なら，郵送しても
らえばいいじゃないかと思
うけど，汽車賃もらって，
益城町の小林麟也先生のと
ころに行きました。久雄先
生と岡崎先生との関係話を
伺い，そのあと先生の運転
で阿高貝塚と御領貝塚，そ
して塚原古墳群の案内をし
てもらって，少し見分を広
めることが出来ました。し
かし行くなら行くで先生の
地図を借りて，国土地理院
（先生は陸地測量部と）の
地図に周辺遺跡を落とし込
む準備をしなければならな
いし，戻れば遺跡から人ま
でのことを座談的に報告を
しなければならないしと言
えば義務的に聞こえるが興味をもってやっていましたよ。思弁的で頭でっかちの僕を考古学とは
こうやるのだということを口ではなく実働で教育なさっていたのかもしれませんね。
　それと，よく仰っていたのは，旅行に行くにしても二点間の最短距離移動ではダメだと。行く
たびにルートを変えて，途中下車をしながら行きなさい。それを繰り返して少しずつ見聞を増や
しなさいと。そうするとこういう特典もあるのだと，ある考古学の先生が奥さんを貰った時の話
を織り交ぜながらね。
　こういう行動をすると，行く先，行く先でいろんな先生がおいでだろうから，その先生には紹
介状を書くので訪ねて話を聞いてきなさいと紹介状を書いて下さるのです。それでもって，その
土地と先生とそこの遺跡と遺物との三点セットを知る。一度でマスターすることはあり得ないか
らそれを繰り返しなさいとね。ですから岡崎考古学はたいへん時間がかかります。こういう育て
られ方をした僕なんか，考古学でよくあるまるで飛行機で飛んだような遠距離間の遺跡遺物の即

若き日の岡崎敬先生（1971年頃　西有田にて）
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効的二点結合論なんてのは実感として受け入れられませんね。
　魏志倭人伝でも先生のは魏志倭人伝への道であって，途中飛ばしでゴール地点のみを性急に求
めるような取り組みはしていませんよ。むしろ倭人伝に登場する一つ一つの地域の実態がどうだ
という話はよく書いていますよ。登場する各「国ぐに」をフィールドとしてくらいついていって
解明していくのが，俺の考古学であると同時に，やるべき考古学だと思っていたと思います。先
生は一応邪馬台国を大和だろうとしているけど声高に主張することもなければ九州論者といがみ
合うことも全くありませんでした。九州論者の平野邦夫先生とは，実験航海船でも古代の日本の
監修でも実に仲良くやっていました。
高橋
　してないでしょうね。
下條
　自分が身体を動かして，汗水垂らして，それで，まあ何とか韓半島から列島につなげたいけど
韓半島は当時そう自由にならんからですね。ですから，対馬，壱岐，それから末盧と調査して来
て，そのあと伊都に来るのだけど，伊都は掘っていません。その代り，福岡県が掘ったから，伊
都については『柳園古器略考』復刻版の「解題」で書いています。その後立岩までとにかくつな
げていく。つまり邪馬台国への道程をしらみつぶしに調べてゆくので魏志倭人伝の道とし，展示
会でも魏志倭人伝の道展というタイトルにした。これは思いつきではなく根性と年季のいった表
現ですよ。それはね，京大人文にいる時からね，その名を考えて使っていたようです。そしたら

福岡市志賀島金印公園の発掘（1973年８月）
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ある時にね，ほら邪馬台国屋みたいなのがおるでしょう。そのうちの一人が魏志倭人伝の道は俺
が作った名前なのにね，なんで使うかって抗議が来たそうです。それでね，そんなことないよっ
て，自分が京大人文研時代の研究会かなんかの発表で使った記録に魏志倭人伝の道があるのを示
したというのですね。
宮本
　あららら。
下條
　そうしたらそれで何も言わなくなったと言っていましたけど。道を一つ一つ実態的に明らかに
し，繋いでいくということですよ。ですから，先生を倭人伝研究会の代表として朝日新聞西部本
社の企画でやった邪馬台国に関する展覧会のテーマは「邪馬台国の道」展で，展示構成のスター
トは魏志倭人伝の道です。ですから倭人伝に登場する「国々」をとりあげ，順次繋いで行くので
すが，倭人伝に記載されていることと考古学的事象を照らし合わせるような構成となっています。
そういうことで，土地と人とそれから遺跡・遺物を組み合わせて構成しなければダメっというこ
とを先生は口で言わないけどそれが教育だと自然に思わせていましたね。
　以上のようなことをわざわざ筋道たてて口にしたり文章にしたりするようなことは嫌がってい
ましたね，ペダンチックだと言って。ですから感じ取る側次第になるのですが，感じ取れない人
もいますね。このダイナミズムが判らん人はだいたい傾向があります。
宮本
　岡崎先生はやはりそういう人の関係性っていうのを非常に重要視されて，そして土地というも
のも大変重要視されて。
下條
　そうです，そうです。
宮本
　それを教育とか研究に，あるいは人柄にしていたという感じがしますね。
下條
　だから，先生たちが東亜考古学会のカンパンを掲げて初めて対馬に行った時，滞在中は協力者
がいたかもしらんですが，引き上げた後は誰もいないわけやないですか。後どうするかっていう
問題が，土地に責任を持つためにありますよね。ですから，最初の対馬の発掘の時，若い学校の
先生として参加した阿比留嘉博，永留久恵さんたちと関係を深めるのです。でこの先生たちがそ
の後ずーっと対馬の考古学を支え，簡単に言えば，基礎調査を積み重ねてくれるわけですよ。あ
んな海路頼みの交通不便の地で遺跡分布図を作るのも本土みたいに一朝一夕には行きません。対
馬が属する長崎県なんて全く頼りにならない当時でしたからね。その気になられた先生は学校の
用務で長崎県に出張なさるときは，その行きか帰りにしばしば岡崎先生のところに寄られました
ね。対馬から長崎に出張するには船便ですから必ず福岡を経由されますからね。
宮本
　そうですね。
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下條
　岡崎先生のところに着くと岡崎先生から連絡があることがありました。僕が福岡市に勤めてい
るときなんか，夜焼酎飲みながら交流を深めました。そんな形でその人脈はずーっと続いていま
した。だから，対馬の浅茅湾沿岸調査，実験航海野生号渡海実験，僕のオテカタ調査をやる時に
非常に有難かったですね。地元での調整，確認，根回しなどその時必要なことは，両先生を中心
にその後の若い先生も一緒になって事にあたって下さいました。ですから，岡崎先生は地元のそ
ういう人達をすごく大事にされました。おいしいとこだけつまんで帰って，自分の成果にするな
んていう姑息な発想はもう全くない先生だったですねえ。
宮本
　ま，そういう，あの，面倒見のいいところ，あるいは人間の関係性を非常に重要視されている
ということですねえ。また学生に対していち早く海外留学を奨めていられますねえ。
下條
　そうですね。
宮本
　学生の為にスカラシップを取ってこられていました。
下條
　そのために工作を続けるとか企むとかいう風に，動くような先生じゃない。動きの中でとか，
交流の中でパッと機会を掴むのが上手でしたから，いつそうゆう話が降りてくるか分からんです
ね。研究室のなかで一番初めに留学したのは大学院にいた久保山教善さんでした。あの唐津での
日仏合同調査の延長線上にある産物でフランスに旧石器の勉強で留学しました。藤口君や武末君
がその後韓国に留学できたのも，多分金元龍先生との関係でしたね。何かの折にそういうきっか
けをパッと掴んで行かせるのだけど，韓国までは行かせることはできるけれども，中国とかはい
ろいろ問題もあって実現しませんでした。
宮本
　その当時はですね。
下條
　中国はまず自分自身が何とか行きたくてたまらなかった。でも可能な所には，そうやってどん
どん学生を送り出していました。そうやって勉強させていくのですが韓国の場合は，やっぱし魏
志倭人伝の道の問題がありますからね，韓半島と九州を太いパイプで結んでおこうという気が
あってのことは当然でしょう。行ったのが一般論としての交流を越えて地域間の，「国」間の交
流の解明としてボツボツ成果が留学生によってでつつあるのではないですか。
宮本
　高橋さんの方で，岡崎先生の教育に関しての何か付け加えることはございますか？
高橋
　我々が…我々がって言うと悪いですけど，要するに，勉強もしていない私なんかが知っている
岡崎先生というのは，それこそ倭人伝の岡崎先生だし，宇木汲田を掘り，立岩遺跡を掘る先生。
だけど，私も評伝で残り半分まだ残してるのは，ワールドワイドな，東洋学者としての岡崎考古
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学はなんなんだ？っていうこと。学生時代から思っていたんですけど，例えば，美術全集とか，
陶磁器全集なんかに先生は割と執筆していますよね。中国陶磁器関連本とかになるとやっぱり声
がかかる。イランや，エジプト関係でも中国陶磁器が出る遺跡がありますけど，考古学者として
そのへんの陶磁器なんかも執筆を受けていた。いろいろ原稿を受けすぎて，命を縮めたと言った
人もいると思いますけどね。まあでも，とにかく中国に関わるものであれば基本的には，西域や
メソポタピアまで（対象）。例えば，「アフガニスタン・カーブル市購入の１枚のローマ銀貨」と
いう非常にいい話がありますよね。で，あれはカーブルの市場で購入した古銭の中に，１枚の
ローマ銀貨を見つけたという話から，ソ連邦，ヴェトナム，中国出土のローマ金貨資料を集めな
がら，つまりコルプスを実践しながら，ローマと漢帝国との接触，交易にまで言及する，いわば
コイン考古学のエッセンスみたいな論考です。非常に深みのある論文。結局，岡崎先生の考古学
は，ストレートに後継者がいる，いない？という話になると，教え子達はみんな岡崎考古の一つ
を選んでやるだけ。例えばそれを貝でやったのが，熊大の木下尚子さんとかいうような話になっ
たりする。要するに先生の大木のような，大きな塊の中の，ほんの少しを選んで自分の考古学に
しているというのが現実です。岡崎先生の偉大さ，評価はまだできていないんじゃないかという
気がしますね。それで，ある時エジプトで調査している川西宏幸さんに，京大では国内の考古学
と国外の考古学を両方専攻させると聞いていたもので，そういう彼らがあまり岡崎先生の仕事を
引用していないことについて，なんでですか？と聞いたことがあります。そうすると，氏が言う
には，岡崎先生の『東西交渉の考古学』を読んでも，具体的な，例えばペルシャ陶磁器の編年案
が載っているわけでもないし…。つまり，編年とか型式学よりももう少し総括的話なので，学生
たちがあれを継承し，引用しながら発展させるというのにはならないからかな？ということでし
た。だけど，私はそれを聞いてなるほどと思うところもありましたが，しかし岡崎先生の評価は
もっとあってもいいのではないかと思います。先生自身はどう思っていたか分かりませんけど，
先生を全体として評価できる人間がいない，少ないというところで，考古学をしていたような気
がしてならないですね。東洋考古学の分については。
　岡崎さんが例えば，夏鼐さんやらの成果を，自分の考古学にして使ったんじゃないか，という
ようなことを書いたものが，私の深読みかもしれませんけど，ありましたが，私はそれは違うと
思いますね。あの段階で，向こうの学者の成果を，右から左へただ翻案，紹介したわけではなく，
あの鏡や，金印の問題にしても，根っこの日本考古学のことを念頭に置きながら，中国側の成果
とか論文とかを使うということだった。そんな翻訳考古学なんかしてない。もし同時代，同世代
の連中からそう思われていたのなら，私は岡崎先生には非常に心外だったはずと思います。トー
タルとしての岡崎考古学が理解されていたのではないかもと，思います。
下條
　僕の真似はできませんよと良く言っておられましたけどね。
高橋
　でしょうね，できないでしょうね。
下條
　というのはね，比較して，そしてそれを展開する。それを実行するには口だけじゃ駄目でお金
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もいる。それらを準備していかなければならんのですね。だから例えば，報告書を出すにしても
立岩の場合ですと，飯塚市の何周年か記念ということで，買い上げ予算を組んでもらって，それ
で出すと。そうすると出版社の編集者がちゃんと着くからいい本ができる。同じ出すにしてもそ
うしたものでなければならないのです。何とかそうしたチャンスを捕まえてね，捕まえて進める
というふうにしてやっていくわけですね。そのためにはいろいろ苦労が伴いますよ。タナボタは
ありません。ある時なんか急に唐津に行こうと付きあわせられることが有りました。何しに行く
のか説明なしなので全く判らないまま行き，市役所に着くと入り口でじーっと待つのです。30分
猶予して目指す人が戻って来るとそこで２，３分の立ち話。終わったら帰ろうって博多に戻りま
したが相手は助役だったらしいが僕は何しにいったのかよーわかりませんでした。しかし事業を
進めるにはやっぱそういう努力は付きまとうのでしょう。この話を先生の京大時代の兄弟弟子さ
んに話したら，「岡崎さん，金つくるのがうまいからね」ってそれだけでした。地方で考古学を
事業にして進めることの大変さが判ってないようで。編集者に入ってもらうとこんどは編集者と
執筆者との間に関係ができますよね。それで執筆者が何がしかの出版企画を立てるときはその編
集者に頼ることがそのご出てきましたよ。それも先生が開いた道です。
高橋
　そうですね。
下條
　多くの人に参加してもらって全員で行こうと言う考えです。そういう全体構図を見ないで自分
がやっているような細かな編年作業のような観点で先生のことをあれこれ言うのがいるが，そん
なの葦の髄から天を覗くようなものですよ。
高橋
　そう思いますね。本当にそう思いますね。
下條
　ですから，やり方は自分で考えるこっちゃというのが先生の基本方針だから，手取り足取りあ
あせえこうせえは全然無しですよ。
宮本
　なるほど。
下條
　自分で考えて行動せよっていう話ですよ。ですから日常変な規制や縛りは全然なし。ただ個人
研究的なことばかりを優先するとそれは違うだろうと。また全体に関わることを流しでやるとそ
れも違うだろう。一一はともかく，いざというときに結果だけはだせよというやり方でね。先生
は三つ四つ並行して仕事を進めているのだけど，どれかが終わった時には一杯飲むことがあるが
翌日から次に取り掛かるので，その時に次の仕事の準備が大方できている必要があるのだけど，
それがいつなのかが判らない。たまに飲んでる時に呼吸を読み取ることが大事でしたね。ともか
く計画とか進行とか予定とか一一説明が無く一緒に歩いているときとか何かの時にボソッという
のを聞き逃さないようにすることが大事でしたね。で先生は僕の考えていることは誰も判らない
よっていうんだものなー。苦笑せざるを得ないよ。
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　だから全体の進行を読みながら，それに合わせて自分がどう動くかということが大事でしたね。
高橋
　それはまあその通りですね。先生はよく言っていました。研究は，考古学は，パースペクティ
ブが大事だと。パースペクティブですから，遠近法，ずーと遠い向こう側を目指すこと。目標を
遠くにおいて，考古学をした人生ではなかったか。その後，いろんな人に会いますけど，考古学
はパースペクティブが大事だということを言った研究者には会っていません。とにかく遠くを見
て，遠くを見て行くんだから，そこらへんの連中を集めて一緒にいけばいいじゃないか！くらい
の，本当に太い考古学をやってたのではないかなと私は思ってますけどね…。
宮本
　ここで，岡崎先生の研究姿勢といいますか，研究そのものにお話を移させていただきます。今
の話ですと，「パースペクティブ」という何かあの…大きな研究の方針だとか，見通しだという
のがあって，それに向かって，いろいろ，例えば発掘費用を集めていかないといけないとか，そ
うしたマネージメントのほうもきちっとやられて，総合的な研究で自分の最終的な目標に向かっ
ていかれているように思われます。それが東洋考古・東洋学の伝統の中で，日本の考古学を見て
いるように思われます。いろいろ非常に広い視野の中で，しかも理化学的な分析なんか含めた総
合的な研究という方向にもっていかれた，というような感じがするんですけどもね。
高橋
　そうですね。60年代とか早い段階で文物考古なんかの，あの，C14の米の，あのー，炭化米の
C14資料を非常に熱心に集めてましたね。
宮本
　そうですね。
高橋
　「歴史民俗博物館」が行った C14年代研究の，30年も40年も前から，宇木汲田調査なんかもそ
うですけど，非常に科学的な（対応もしている）。新しい C14資料が出ると必ず自分で表を作っ
てやっていましたし，先入観なしで，きちんとサイエンス，実証的なところを押さえるという姿
は，最後まで実践していて立派だったという気がしますね。
宮本
　そうですね。
下條
　岡崎先生としては自ら手掛けた考古学資料をもって大陸―半島―列島を繋ぎ，弥生時代・古墳
時代，就中魏志倭人伝の世界を描くのが夢でしたでしょうね。ですから大型科研をとる課題名も
古墳時代なら「石人石馬の研究」であり，弥生時代なら立岩の整理にも投入した「東アジアにお
ける墓制の研究」で常に大陸・半島と共通の文化財が存する課題名を付けていました。しかし現
実は日中国交の無い時代からやっと始まった時代であり，始まってもしばらくは向こうと繋ぐの
が精一杯で，それに努力していましたよ。その夢にせめて国内でかかわろうとするなら敗戦後間
なしからはじめた倭人伝の道で魏志倭人伝に載る諸国を解明し繋ぐことで，それに多くの時間を
費やしていました。沖の島の調査でも大陸・半島が遺物を通して見えるからで，そういうことで
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渇きを癒していたのかもしれませんね。とても今みたいに中国で発掘なんてありえないことでし
た。大学後半期にはその可能性も若干出てきたので先生中国で調査はどうですかとカマを掛けた
ことがあるんですが，「ウフフフ…」と言って何も言わなかったですね。それをやるには時期を
逸していたかもしれませんね。
　行けぬもどかしさの中，1958年の中国考古学訪中団時にメモしてきた記録を大事にして「これ
で40年飯を食ってきたよ」と言っていました。渡れぬまでも中国側の報告書と漢籍をもとに滇王
之印を出土した雲南石寨山遺跡の研究をしたり半島の夫租歳君墓の研究発表をするのも漢魏晋王
朝と辺境民族との関係を明らかにしようとする初期の目的にそうものであり，漢倭奴国王金印を
扱うのも同じ路線上での研究ですよ。稲の来た道も大陸・半島と列島の関係を明らかにしようと
したものです。時代環境として思うようにやれないなか，可能なことはあれこれ手を尽くして
やったのではないですか。もし今のように国際的環境に恵まれ，科研費もそれなりに潤沢で，中
国との交易企業も豊かならどれほどの仕事をしたでしょうね。そういうなかで働いていただきた
かったですね。
　資金としてまず科学研究費は今とはシステムが少し違うが大形のをよくとっていましたね。唐
津の日仏調査などは九州大学が機関として学長を代表として出す機関研究費をとってのことでし
た。他のも大型研究費ですよ。沖ノ島調査は宗像大社の氏子総代が出光石油ですからね。朝日新
聞社とも関係は深かったですね。でも事業推進のお金だからそのために公明に費消されています。
また免罪符的にショボショボした報告書をだすことはなく，専門の編集者を入れて本格的な書籍
を目指していました。それだけ費用がかかります。立岩，唐津，沖ノ島がそうですが，前二者は
何とか行政の記念事業に挙げて貰って出版していました。そのためにはその土地の人の口利きが
必要で，そこらに日頃の土地の人との人間関係が効果を発揮していました。
　はなしは元に戻しますが，調査に自然科学系の人にはいってもらうことなどはよくやっていま
したよ。先の唐津宇木汲田遺跡の調査もそうですが福岡市の元寇防塁の調査もそうでした。防塁
の石材が大事だといって当時理学部の種子田先生に行ってもらい，石材が浜の中ごろで分かれ，
その原石所在地が浜の両端の岬にあることから，両岬から持ち込み，その担当国を措定したり，
石築地の構築構造を明らかにする必要があると工学部の建築史の助手さんに開明してもらったり，
いま各地の中近世城でやっていることを早々に手掛けていました。また砂上に作られた石築地を
保存するための方法の開発に土木の先生にお願いし実験を始めたりもしていました。これらはの
ちに行政が取り入れることになり，発掘成果から保存への道を開くことにもなりました。
　研究だけでなく長くなるから端折りますが文化財の保存と行政の育成にもよく尽力されていま
したよ。そして坪井清足さんと友人であることなどもあって，研究職と行政職との間にほとんど
線引きの意識はなかったです。
宮本
　岡崎先生のやっぱり大きな研究成果として，一つはやはり弥生時代の年代論なんかもいち早く
取り組まれていましたね。
高橋
　ですよねー。
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宮本
　中国の漢鏡の年代から弥生時代の甕棺等々の実年代を考えられたことが挙げられます。実際，
当たってたわけなんだけども，当時はあまり…特に近畿の研究者，まあ京大学派からは少し遠ざ
けられていたみたいに見えますね。
下條
　そうそうそう，そうなのよ。実年代の根拠にどこまで迫れるかという話で。それで洛陽焼溝漢
墓の発掘成果を使っていくわけやないですか。で，結局中期後半の立岩は前漢鏡からすると前漢
１世紀の後半，宣帝・元帝時代を上限とし，下限は含みをもたせて１世紀前半としている。こう
して考古学的に確かな絶対年代の一点を決めることができたわけです。
宮本
　そうですね。
下條
　それ以前は鏡と言ったって多鈕鏡しかないわけだから，どうしようもないですね。それだけに
この一点を決めるのはやっぱ大変な仕事ですが，重要な一点になりました。もっとも後期初頭の
甕棺を桜の馬場式とし，これには王莽鏡が伴うので１世紀としていたので，中国鏡を絶対編年基
準とすると立岩式=中期後半が動くことはなかったですよ。
宮本
　そうですね。
下條
　畿内からすると，つまり畿内第Ⅳ様式の凹線文土器期は中期後半であると。これまでは相対編
年ですから何も問題はない。ところがその絶対年代の時期は高地性集落のはなやかな時期にあた
り，高地性集落は戦闘のための集落と見られるので，これは騒乱の時期に相当すると。そうすれ
ば魏志倭人伝に載る「恒霊の間乱あり」の記載に符合するとして中期後半は２世紀の中から後半
の時期に当たるとしたので，北部九州とは200年くらいズレができてしまう。魏志倭人伝には記
載されてない「倭国大乱」なんて大げさな表現までして喧伝していましたね。厄介なことにこれ
にはまた邪馬台国所在問題が絡んでいて，乱がおこったのは東瀬戸内から畿内にかけてであるか
ら，邪馬台国の舞台は畿内地方だという根拠にしたいのですね。
　このズレを解消しようとする手口としたのは九州の後期前半を中期後半に引き上げ，畿内第Ⅳ
様式と九州後期前半を併行関係にあるとする方法でした。甕棺編年ではなく日常土器編年では九
州の後期前半は原の辻上層式ですから，これを第Ⅳ様式並行期にすることによってズレの矛盾を
解消しようとしたのです。
　あるとき京大考古学研究室に行ったら佐原さんが，なんと原の辻上層式の遺物を引っ張り出し
てチェックしておられたですね。そして石剣を見つけて石器があると喜んでおられました。畿内
の「乱」の時期に相当する中期後半はまだ石器の時代であるので，九州の後期前半の原の辻上層
が石器の時代であれば文化的に同列の段階と認められるので問題はないとしたかったのです。文
化内容で平行性を主張しようとしていたのです。
　このあとはご存じのように年輪年代の成果によって，畿内第Ⅳ様式が前１世紀中ごろまで引き
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上げられ，九州の絶対年代比定とズレがなくなってしまった。そうすると畿内弥生研究者はコ
ロッと年輪年代の成果に衣替えして澄ました顔をしている。なんとなくその後の京大系の弥生研
究は元気がないように見えますね。
　しかし問題は単に年代が変わったので変更するということではなく，考古学的事象と文献記録
の一致性をどう担保してゆくかというところにある筈と思いますがこの問題に関し総括された話
は聞きませんね。
　考古学上の事象を解明するのに漢籍を読める東洋史的力があるのが先生の一つの強みで鉄の問
題も，金印の問題もすべてそうですよ。列島に足がかりのある金印の扱いにみるように理化学的
調査を施してそれに基づく確実なデータを確立したうえで，中国における各種の出土印や度量衡
例を集め，文献的記載を投入して中国における印章制度を明らかにしてゆくのです。こうした重
層的なアプローチこそ岡崎先生がもっともよくするところでした。
宮本
　そうですね。そして，中国の漢鏡もそうだし，金印に関しては「広陵王爾」金印だとか。
下條
　そうそう金印の論文のあとに出土した例なんかなんら矛盾することなく当てはまりましたからね。
宮本
　それからその前漢の「滇王之印」だとか。
下條
　そうそうそう。
宮本
　「滇王之印」は，志賀島の金印と同じ蛇紐ですよね。
下條
　そうそう。先生の印章論の面白いのは単に中国の王室の制度に留まらず，地方とどういう関係
になっているかということを明らかにしていることです。ある意味これをやらないと，中国と列
島の関係を解明したことにはなりませんからね。出土例の多い中国北方草原地帯の遊牧民族の印
には駱駝・馬・羊が多いのは，中国王室は賜与する地域の風土生活に即した象徴的動物を鈕に表
すのがルールだということに着目し，中国王室から南方に位置する倭奴国の金印の鈕が蛇である
ことが風土的に合理的と認めて行くのです。蛇鈕の例は少ないがやはり南に位置する雲南の滇族
が蛇鈕であることに風土論から合理性を認めてゆくのです。江戸時代に「滇王之印」などは出て
おらず，類例もない時代にこんな印章制がどうして判りますか。
　先生は中国の南北の風土差，文化差，生活差などへの関心が強く，この金印だけでなくコメの
問題もそうだし，南海物産の広東―長沙―中原への献上なども扱っていますね。列島が南に属す
るだけに結構南への意識はつよく「倭の水人」なども風俗を意識して書いておられますね。目配
りも広いですよ。先生の論文の読者には専門外や一般人も結構多く，「倭の水人」を読んだ風俗
的性の世界の大物研究者から著書と手紙を貰ったり，中国南海物産を読んだ長崎の鼈甲屋さんが
訪ねてきたりしていましたよ。前者の大物さんは目の前の方と同じ苗字ですが，返事を書くのは
遠慮すると言っていましたね。
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宮本
　非常に広範なところから，問題を実証していくという…。そのへんがやはり先生の強みだった
と思いますね。
下條
　だからね，考古学オンリーでなはく，漢文・漢籍を投入せねばならんような局面への解釈は強
いですね。それと地図を駆使した地政学的感覚が投入されるので，地域色地域差が織り込まれ筋
が単調にならず，深みをもちますね。
宮本
　そうですね。
高橋
　これはその…岡崎先生のまあ自負だと思うんですけど。鏡の話になるとですね，たとえば年齢
から言っても後輩にあたる佐原さんとかが，あれだけ実証的な研究をした，岡崎さん（達）の年
代論を認めなかった理由を私なりに気にして，あるとき京大の岡村秀典さんに聞いたことがある
んですよ。件の「洛陽焼溝漢墓」の報告書が出たとき，京大なんだからすぐに本が入っただろ
う？あれをみて鏡の変遷をみたら，前漢鏡と後漢鏡が，方角規矩鏡も含め西暦前後でパッ変わる
というのは明らかじゃないか。それなのにどうしてA・D180年～170年を中期末にする話をずー
としていたんだ？と。その時，多分14，15年ぐらい前ですが，岡村さんの返答は「いや，高橋さ
ん。当時我々は「洛陽焼溝漢墓」をそんなに信用していなかった」ということでした。
下條
　えー。
高橋
　あとですね，私はですねその時に，彼らも佐原さんも最期まで言わなかったんだけども，実は
これ岡崎さんにとって最期まで頭が上がらない先生って梅原さんでしょう。梅原さんが須玖岡本
で拾った…あの鏡を，後漢鏡の獣形鏡みたいなやつを，キホウ鏡か。
下條
　 鳳鏡。
高橋
　それを根拠に須玖の甕棺時期を，後期後半にしました。そうしたら田辺昭三氏等が弥生中期末
を後漢後半にしたのと符合する。いくら岡崎さんが言っても彼らは怖くない。
下條
　梅原先生は須玖遺跡の前漢鏡と須玖遺跡出土として別所に保管されていた 鳳鏡を一緒の扱い
にして， 鳳鏡の年代に合わせて須玖遺跡を後漢後半の時期にまで下げるのですよ。森貞次郎先
生なんか梅原先生に目の前で「君が須玖遺跡を前漢並行期なんて言っているのか」と例の口ぶり
で言われて気分が悪くなり部屋を退出したと岡崎先生言っていました。それでも森先生は梅原先
生が亡くなった時，京都での葬式においでになりました。
高橋
　拾ったやつですよ。
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下條
　正確には須玖のどこからでたのかわからん鏡を伝承を根拠にね。京都大出の梅原先生に世話に
なったある先生と話すと畿内論者のその先生もさすがに「あれはおかしい！」と言っていました
よ。（笑い）。そりゃ誰が見てもおかしいですよ。須玖遺跡だけの話じゃないし三雲の話もあるわ
けで。立岩は共伴関係がもっと明確で，のち梅原先生は岡崎先生を訪ねて立岩出土の鏡ほか遺物
を見に来られたけど，なんと仰ったのかね。梅原先生とは二度お会いする機会があったけど，そ
のことを聞くのは恐れ多くて聞けなかった。
　岡崎先生はそれが前漢鏡を出土した須玖遺跡甕棺の一括遺物として扱えないことを立岩報告書
できちっと整理されています。
高橋
　まあそれで，私が思うのは，岡崎先生はあまり気にもしなかったと。あえてどうこう，あの洛
陽焼溝漢墓やらを根拠にした，九州実年代が正しい，みたいな話は表立ってずっとしなかったん
ですよ。それは，老いたる梅原さんに配慮したんだな，という気がしてならないですね。
宮本
　もともと岡崎先生が学生の頃，東亜考古学会の対馬調査のときに帰京が遅れ，梅原先生からか
なり反感をいだかれているというところがあって。
高橋
　トラウマになってたんでしょう。
宮本
　かなり頭があがらないところがずっとあったと。
高橋
　と思いますね。（それだけでなく）岡崎先生自身の，太っ腹なところで（言挙げしなかった）
と。例えば，立岩遺跡の報告書での銅剣や銅矛の編年についてですが，若いころから銅矛なんか
の編年，岡崎編年案はあった。で，近藤喬一さんが銅矛の編年をしますよね。まあいろんな配慮
もあったんでしょうけど，一応それまでの研究史を一回無視したような感じで，自分の分類をぱ
ぱっとやる。岡崎先生は立岩の報告書で，近藤喬一さんの編年を採用してますよね。あの辺もや
はり，そんなところで若い研究者と張り合うような考古学はしてないという自負があったような
気がしますね。あれも見事だと思いますね。
宮本
　やっぱり京都の人たちが，あの，小林行雄先生をはじめとして古墳時代の開始年代を４世紀に
おいているということが，やはり弥生時代の年代をどうしても新しくせざるを得なかった。それ
以前には，梅原末治先生が戦前から鏡の年代と記紀神話に基づく古墳の年代があわないものだか
ら，伝世鏡だとかという話をされていました。それがずーっと，先ほどの 鳳鏡の話なんかもそ
うなんですけど，あって。だから，やっぱりその…そういう伝統があるところに対してやっぱり，
岡崎先生，少しひいておられたところがあるのではないでしょうか。
高橋
　ひいてましたね。
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宮本
　あるんじゃないかな…という気がしますね。長生きされてたら全然違ったかもしれない。
高橋
　だからやはり，梅原さんという存在は岡崎さんにとってちょっと大きかったと思うんですよね。
いろんな意味で。口にはしませんでしたけど。
下條
　対馬の調査で水野先生のところに行きっぱなしで大学に戻ってこないというので梅原先生は大
学院の奨学金を打ち切ってしまった。それで先生は仕方なく福岡中央高校の先生になったのです。
その後人文研にもどったが梅原先生は忌避して水野先生のところで研究するようになったのです。
それと何か遠い遠い縁戚関係のこともあって水野先生についたようなことも先生から聞いたこと
があります。でも表立っては梅原先生の悪口は聞いたことはなかったですね。時にアクション付
での物まねは聞いたことがありますが。
　末盧国の報告書を進めるため，全体的構想と章立てとお願いする担当執筆者の作成なんかを建
てていたので，素案をみせると銅剣・銅矛のところを見て，「近藤君か！君の・・」ってそれで
おしまい。出来上がりもそうなってたね。
　岡崎先生の銅矛分類の基準は全長だけど，近藤さんのは耳の位置と形態的特徴で分類観点が
違っている。でも両者に大狂いがあるわけではなく，近藤さんは岡崎分類に反対している訳でも
ない。あっても誤差の範囲です。それくらいのこと簡単に呑み込みますよ。銅矛に限らずいろん
な意見の違いがあってもそれを一一取り上げてなんてしないですね。

考古学研究室の追い出しコンパ（1978年２月24日）
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　でもね，先生の銅鼓編年に異論がだされたときは結構怒ったらしい。反論書くと息巻いたらし
いけどどなたかの大先生に宥められて止めたと。
高橋
　そうですね。
下條
　意見や見解の違いは紹介しています。自分の説と合わんところがあっても，それに反論するが
追いつめることはしませんね。基本は悪口は言わんということです。それと観念的な空中戦のよ
うなやりとりは全くしない。あくまでも物証にのっとってという姿勢です。僕なんか立岩石庖丁
の生産と分布を社会経済史的になんとか評価しようと思ってレポートにさえずるように書いたら，
そのレポートをもって研究室に現れ，下條君は思弁的ですねっと大きな声で言われたが，それ以
上はなにもなかったですね。
高橋
　そうですね。本当に悪口は言わない。あの先生は。
宮本
　なるほど。
下條
　徹底していましたよ。僕らだったらあの馬鹿タレとなって二口位言いたくなるが先生は違う。
人間が大きいというか，喧嘩しても得することはないよという構えです。でも心情的には違うと
思う。怒るときは怒りますからね。普通は怒らない。
高橋
　クリスチャンだからですかね。関係ないですかね，クリスチャンというのは。
下條
　違うだろうなあ。
高橋
　（笑い）
下條
　とにかくね，少々のことでは諍いを起こさない。それより人との関係というのが何をするにも
大事だし，いざというときに役に立つと考えていたと思う。これも生きるパースペクティブかな。
高橋
　大事にしてましたね。
下條
　大事にして…。それでね，岡崎さんと喧嘩して…というのは，ほぼおらんのやないですかね。
高橋
　聞かんですね…。
下條
　ある時理学部の教師から先生の書籍の借用希望があったのだが，何が原因かしらんが「あの人
は失礼な人だ！」と言って怒っている。だけど，その人が来たら渡しなさいといってやはり貸し
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ていましたよ。
　それでもいろいろトラブルとか行き違いはありますが，横山浩一さんに言わせれば，「岡崎さ
んは帳尻がうまくあうなー」と感心していました。結局なんかあっても最終的には喧嘩別れする
ことなくうまくソフトランディングしています。須玖遺跡を大学と福岡県で発掘する時，原田大
六氏が聞きつけてリュックを背負って現場に飛び込んできたそうです。大六氏が入るとややこし
いことが興りかねなく，調査の進行が杞憂されるので，困ってしまう。それで，口癖の「チョッ
ト，チョット」と呼びかけ，みんなのいないところに誘導して話して帰ってもらったと。通常な
らそんなことされると大六氏はカンカンに怒って抗議するかもしれんし，何かに書きまくりかね
ないです。例の大六氏の『邪馬台国論争批判』を読んでも先生の事は何も批判して無いです。そ
れどころか大六氏はよく先生のところを訪ねてきていました。
高橋
　人徳ですね。
宮本
　徳があって…度量が大きいですよ。
高橋
　大きいですね…大きい…。
下條
　例のあの，沖ノ島出土と言う中国で幡の先端に嵌める龍頭の一件。あれを原田大六さんが骨董
屋から買ったものだなどと書くもんだから，それは見逃すわけには行かない。それは社会思想社
から出版された本ですが，学術上の最高責任者は監修者であるから監修者の末永雅夫先生にこち
らに来て宗像大社に説明をしていただかねばならないと決意をされたのです。それで手を尽くし
て，こっち来ていただいて宗像神社に出向いて，末永先生に詫びて貰ったことがありました。末
永先生のような大物の先生相手にこんなことをするともしかしたら考古学生命を絶たれるかもわ
からんと思ったとあとで語っておられましたよ。
　でもそれは杞憂で実はそうはならんで，逆に文通なんかでやりとりする親密な関係になってい
ました。末永先生の手紙は巻紙に毛筆でかかれたものだそうで，「人には儒者と法者があり・・・」
というようなことが書かれていたそうです。先生との親交はさらに深まり，末永先生がとうとう
九大生の職の世話まですることもありました。Ｆ君のことですが。トラブルを単に怒ったり責め
たりするのではなく，礼を尽くして接し，逆に信頼関係にまで高めることができる先生でしたが，
それに応える相手もやはりそれだけの人格識見がある人だから成り立つ話でしょう。なかなかで
きないことです。
　僕が福岡市の歴史資料館に勤めていたころ，まだ学生運動が続いていて考古学研究室や陳列室
が安泰とは言えない状況にあった。先生は学生のリーダーに他所の人さまからの預かり物が多い
からそれらに手を付けないでくれと頼んでいます。僕はそのことを直接リーダーから聞いたし，
知っていたので僕も少しはお手伝いをしたことがあり，のち先生に礼を言われたことが有る。面
白いのは連中の装いを見て，僕もヘルメットを被りたいよとつぶやかれた。やはり表には出さな
いが，先生も相当に不満とストレスを抱え込んでいたのである。
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宮本
　あのー，そのような人徳のある岡崎先生は，いろいろ語録を残されたようでですね。
下條
　（笑い）。僕が考古学研究室に進学して早々ですが中国の夏鼐先生たちが西安半坡遺跡の成果を
持って来日され，各地で講演してまわる。岡崎先生も，九州での講演会の開催を引き受け，走り
回っておられた。九州にくるその途中まで列車に迎えに行ったり，当時まだ日中は国交回復をし
てないものですから，変なのがでてくるかもわからんというので，その防御防衛もどうするかと
か。学生の目にもその大変さはよく判りましたよ。今ならともかくその当時そんな国交も回復し
てないところと商売する企業もほとんどありませんから，金出すところとかあるわけないですよ
ね。多分，岡崎先生は相当自費をつっこんでおられたと思いますよ。それで僕ら学生に，３・４
人しかおらんわけですが，「まあ一つ君らも貧者の一灯を！」ってことで，一人500円の拠出を求
められたことがありましたね。僕らは貧者かっていえば貧者かも知らんけど，諺によって志を求
めてくるところが可笑しくもあり微笑ましくありますね。こういう言いぶりっていうのがなかな
か上手な先生でした。
　研究室は，昔は９時５時研究室だったんですが，今の箱崎地区に移ってしばらくたった頃，森
先生が福岡市から頼まれて有田遺跡の発掘を引き受けられたけど手足がないものだから，研究室
が出動したわけね。現地調査が終わると当然皆で手分けして大学で整理するとなるとどうしても
９時５時では無理で時間に関係なく遅くまでするわけですよ。そうすると煌々と研究室だけは遅
くまで明かりがともっているものだから外出から戻って来た先生が下から見上げ「考古学研究室

常書鴻（敦煌文物研究所所長）先生歓迎レセプション（1979年10月31日）
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は不夜城だなー！」っうてね，感慨深そうに言っておられたですね。一番の不夜城は先生で日中
はあれこれ忙しいものだからもう，原稿はいつも夜中に書く。問題は集中力だといいながら。当
時喧しい守衛が一人いてね，組合のなんかっちゅうこともあって，夜勤のとき，自分が眠れんか
らと言って，岡崎先生のところに怒鳴り込んでいったらしい。ところが敢え無く撃退されてし
まって…。それから何もなく堂々とやっていましたね。なかなかこう比喩が上手なユーモアのあ
る言い方はインパクトを与えるものですよ。すでに紹介した森本六爾さんの奥さんの名前話など
もそうですよ。科研による東アジアの墓制の研究会で嘉穂のスダレ遺跡の人骨貫入石製武器の紹
介がなされたとき，武器の切っ先部分しか残ってなかったのでこの武器は剣か戈かと議論になり
それがしばらく続いていて，時間的に打ち切りごろになると，これ以上論議してケンカになって
も困りますからこれ位でと締めになった。結構こういうユーモアが，当意即妙に出ると場の雰囲
気もなごみますよね。
宮本
　なるほど。
下條
　愛嬌がある。
宮本
　最後，帳尻を合わせることがうまいですよね。
下條
　上手ですよ。
高橋
　（笑い）
下條
　（笑い）
宮本
　ほかにございますかね。
高橋
　私のほうでですね。あのー…。
下條
　あのねー…。あぁ……まあいいや。
高橋
　先ほども言いましたけど，学生が演習しても，発表しても，先生によってはこてんぱんに言わ
れる方もいるかもしれませんけど，岡崎先生はそういうところはない。まあ，そもそも聞いてた
かもわかりませんけど。閉じていた目を開けて，短いコメントをした後，必ず，まあ10年！「ま
あ10年それをやってみなさい」と言ってた。言葉かけとしては，いい言葉ではなかったかと思い
ますね。それはもう…。
下條
　口癖だから…。10年やれば必ず出来る，出来なかったらできない方が悪いと。
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中国甘粛省敦煌付近にて（1980年４月）

中国甘粛省踏査（1980年４月）
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高橋
　岡崎先生の「まあ10年」という口癖があって…。その口癖を過大に評価して，50年たっても自
分のやらんといかんことを延ばしている私ですが，あれはよかったですね。まあ10年。結局です
ね，目の前にいる人と細かい論争みたいなことはしたがらない，ということもあったんだと思い
ますけど。「先生，これこれは違うのではないでしょうか？」とか言ったこともありますが，そ
ういうとき，必ずですね「ふん，ふん，まあ，そんなこともあるかもしらん」と，上手にかわす
というか，あの……あれはやっぱし（岡崎流…）
下條
　侃々諤々って言うのはないですね。
高橋
　「まあ，そんなこともあるかもしらん」という言い方でしたね。
宮本
　あー…。
高橋
　そこで大体，終わるわけなんです。ああいう結びとしては非常によろしい。また，あるとき先
生に，海外の学界で発表したりすると，外国人はいろいろと質問するので大変じゃないですか？」
と聞いたことがあります。先生は，「いや，僕はね『Your question is very important. なかなか
いい質問だね』というふうに答えているんだよと。
　これも，私が聞いた岡崎語録の素晴らしいお言葉の一つ！と思って，未だにそれを使わしても
らってますね。
下條
　だからね，細かいことは言わん先生です。基本は。でもね，だらしないこととかいつまでも連
絡がつかない状態になると怒ることがありますね。ある学生のＳ君は，長い間研究室に出てこん
わけですね。もう４回生になっていたと思います。あるとき突然現れて，先生の所に出頭したら
ね，「こういうことじゃあね，卒業させません！」って怒られた。しかしその理由も聞いて，経
済的事情もあることを知って（本当は他の事情もあるのだけど学生は黙って言ってない）怒るだ
けじゃなくて，その学生は「トレースが上手い！」と言って先生が評価するわけ。特に地図のト
レースなんかが上手いと。それで，ちょうど立岩報告書のために，その基本図として嘉穂地方の
白地図を版下屋に頼んでいたところでした。それで先生は，天神の近くにあった版下屋に，ト
レースが上手い学生がいるから使ってくれと売りこんだのです。それでなんぼかでも経済的に足
しになるように計らってやりましたね。先生も学生時分は経済的に苦労されておられるから，人
情的にも機微を弁えておられましたね。むやみに怒ることだけはしてなかった。
　でもある時，さっきも名が出ていた名和洋一郎さんが，先生を訪ねてきて昼飯を食べようと，
生協の食堂に案内したときのこと。名和さんは小柄なおじいさんでしたが，座るべきところの椅
子に座ろうとしたら，どっかの学生が名和さんを押しのけるようにそこに座ってしまった。そし
たら先生怒ること。怒ると吃音を出て「きっきっきっき君！」と怒り声になり，「君は何をする
んだ！この…よそから来たお客さんに対して！」と言って，怒った。だから配慮に欠けるような
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こととかすると，怒る。「いろんな立場の人のことも考えてやれ！」とね。
　邪馬台国の道の巡回展の，熊本のデパートでのこと。展示舞台はデパートごとにそこの出入り
の業者さんがベニヤ板で作るわけです。かなり歳の行った夫婦が二人でぼつぼつやるわけです。
向こうは向こうで手順があるのだろうけど，我々が手を入れて欲しいところをちょっと先にやっ
てもらうと全員解放されて飲みに行けると思うのでイライラし，こっちを先にやってくれと代表
して業者にちょっと文句をいっていたら，先生やって来て「そんなこと言うものじゃない！」っ
て怒られちゃった。（笑い）。
　プライドがあるにしてもね，目線は低く，威張らないですね。おれは大学の先生だという権高
いところはなく，庶民派でした。出しゃばりや目立ちたがりのことを「俺が俺が・・」はねーと
冷やかし的に表現していました。よく目配りが効きましたよ。まあそういう意味では研究はもち
ろんですが，いろんなことを勉強させてもらいました。京都時代も愛媛時代も問題に直面した折
には先生ならどうしただろうかなと思いおこしました。
　その岡崎先生が体を悪くしかけられのころ，たまたま京都から帰ってきていて，町で一杯飲ん
でいた時「先生，今のような生活を続けていたら大変なことになりますよ，岡崎は戦死したって
言われますよ」って言ったら「君，関西ではそんな風にいっているのかね」ってなにか嬉しそう
に言うんですよ。今はそんなことを喜んでいる時ではないでしょうと思うのだが，先生好きなん
ですよ，そういう言い方がね。多分，自分の栄進栄達よりもあれこれ考古学を切り開く努力をし
続けられたことに対する自負がそういう反応をさせたと思います。
高橋
　（笑い）

座談会風景（2018年２月15日）
左より宮本一夫・下條信行・高橋徹
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宮本
　あのー，高橋さん，あの，あれでしょ。岡崎先生みたいな広いところからみる先生から言うと，
「木を見て森を見ず」というのはそういうことだったんですかね。
下條
　（笑い）
高橋
　卒論は「九州の埴輪研究」でした。不思議な話なんですけど，あれだけいろんな考古遺物に興
味を示す小田富士雄さんがやってない遺物は埴輪だけなんですよ。自分で埴輪窯を掘っているの
に。小田富士雄先生に埴輪に関する論文はないですよ。それで小田先生がやってない物をという
ので，埴輪を卒論に選んで…。まあ資料もないんで，本当は１年で書かないといけないのに２年
もかかって，やっと書き上げた。試問で岡崎先生が，まあ本当に読んだかどうかもわかりません
けど，一言。「木を見て森を見ずだね」って。
下條
　俺は…俺はね，わかる。岡崎先生がそういうの。この人，徹くんは鋭いところがあって，鋭く
見つけた一点をもって「こうだ！」と言う。一点突破型の人だよね。
高橋
　うん，だからまあ当たっとるんですよ。
下條
　その点に限れば多分はそうかもわからん。ただしそれですべてが開けたかというとそう簡単に
はゆかない。一点突破をしても全面展開できるとは限らない。学問だから全面展開するにはもっ
とコツコツコツと広くやる必要がありはしないか！と。
高橋
　そりゃあまあ…。
下條
　森にはまだいろんな木がいっぱいあるのにね。
高橋
　いやだからね，それはその…。
下條
　太くなれない！という教えでは。
高橋
　東洋考古学の広い砂漠を走り回った岡崎さんから見たらですね，もう私なんか…本当葉っぱの
裏ぐらいと…。それはそれで言われて当然だと思うし，未だにあの一言は，私にとって非常に財
産だと，前向きにとらえてますね。いや本当に。
下條
　君はカミソリのような鋭さをもっているから細い木は瞬間的にこうスパっと切り開くことが
きっとできよう。でもカミソリじゃでかい木は切れんぞ，という話で。（笑い）
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高橋
　（笑い）。
宮本
　はい，やはりあの…
下條
　もう一時間くらいになっちゃった。
宮本
　岡崎先生は，やっぱり東洋学と集成作業を武器にして研究をなさった，まさに森を。
高橋
　ですよね。森の塊のような考古学。
宮本
　森を求めてらっしゃったということで。
下條
　やっぱね，今の考古学がなんていうか…ひ弱に見えてしょうがないところがあるとすれば，自
分でコルプスを作らんところだね。先生はいつもコルプスといっていましたけど。
宮本
　そうですね。
高橋
　そうですね。
下條
　実際手間暇も金もかかる仕事です。あちこち走り回ってね。まあ，コピーすれば集成ができた
ような気がするがそれはまだ準備の一環に過ぎなくて実はそれからですよ。地図を作り，そこに
足を運び，頭を下げる，教えて貰う，そして訪ねたところの出土品を一つ一つ土地がらみで考え
ることを繰り返すことですよね。そうして考える考古学と土地とは離れて部屋の中で弄り回すの
とは見えてくるものが違うはずです。型式の整合性だけで事足れりとする考古学なんてものはも
うぺらぺらですよ。アナログとか思うかもしれませんが，土地，人，考古資料は離れがたく結び
ついた三位一体の関係であり，これが岡崎考古学のベースといえるものです。
高橋
　いや，その通りですね。
下條
　継承してなんとか活かしてほしいと思います。
　僕らを「蝶よ，花よ」と育てて下さった岡崎先生に，なにか少しでも恩返しできればと思い今
日は駄言を披露させてもらいました。
宮本
　本日は本当に長時間にわたりまして，ありがとうございました。

（2018年２月15日，九州大学箱崎キャンパス中央図書館館長室にて収録）
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　６年間の福岡市文化課・同歴史資料館の勤務を経て佐田助手のあとをうけて1975（昭和50）年
４月の33歳の時に助手に出戻り，その後３年＋１年の合計４年の1979（昭和54）年３月まで勤め
た。

１．在任中のフルメンバー
教職員　その時の教授は岡崎敬先生，助教授は西谷正先生で，1976年３月までは西嶋京子（現藤
好夫人）さんが事務担当として研究室に勤めていた。1977年４月には奈良国立文化財研究所の横
山浩一先生が併任期間を経て教授として着任され文学部付設の九州文化史研究施設に赴任された。
小生の退官までに上記３名の先生の変動はなかった。
学　生　着任時の学生諸君のメンバーは以下の通りであった。（　　）内は後の職業。
博士課程：藤口健二（故人・佐賀県立博物館）　東　潮（徳島大学教授）　岩崎次郎（大阪府教育

委員会）
　　　　　藤口君は韓国留学からの復学であるから，もっとも年長者であった。
修士課程：高橋徹（大分県立博物館副館長）　東中川忠美（佐賀県教育委員会）　大津忠彦（中近

東文化センター）
学部四回生：亀田修一（岡山理科大学教授）　田中良之（故人・九州大学教授）　藤好史郎（香川

県埋文センター所長）　宮内克己（大分県埋文センター所長）
　　　　　　亀田は大学院進学後，1977.7～1979.10の間，韓国に留学
学部三回生：小木野孝司　中山みさと　福尾正彦（宮内庁書陵部）
　秋には以下の諸君が進学してきた。
学部二回生：伊崎俊秋（福岡県文化財保護課長）　河村吉行（山口県教育委員会）　佐藤浩司（北

九州市埋蔵文化財調査室室長）　定森秀夫（滋賀県立大学教授）　白川博章　田崎博之
（愛媛大学教授）　長津宗重（宮崎県埋蔵文化財センター副所長）　水島念夫（故人・
下関市教育委員会）　山田成洋（静岡県教育委員会）

　　　　　この年から各研究室の所属学生数の平準化が図られるようになり，急増した。
1976年秋の進学組は以下の通りである。
　　　　　岩永省三（九州大学教授）　鮫島泰夫　沢下孝信（下関市立考古博物館）　杉山洋（奈

良国立文化財研究所）　為貞由紀　恒松篤　山田克己（のち足立，島根県教育委員会）

下　條　信　行

第２章　九大考古60周年（1975～1979）
　　　　　　　―ごく私的な助手四年間の感想―
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1977年秋の進学組
　　　　　井ノ上保　小野由美子　杉村幸一　種定淳介（兵庫県教育委員会）　田口真理
　　　　　村上順子
1978年秋進学組
　　　　　市橋重喜（故人・兵庫県教育委員会）　久保智康（京都国立博物館）　高橋学而
　　　　　田中秋郎　藤井伸幸　松永幸男（故人・北九州市立考古博物館）　御幸倫世
　　　　　矢野佳代子
1977年４月に東京教育大学から木下尚子（熊本大学教授）が大学院修士課程に進学する。大学院

に進学した福尾と同期となる。
内外からの留学生　韓国からの訪問研究員が多かった。
　慶尚北道大邱にある慶北大学校の教師である尹容鎮先生はすでに来日されていて，1975年の８
月18日に板付空港からの離日までの４ケ月強の短い関係であったが，後に記す共にした壱岐・対
馬旅行は濃厚なものがあった。
　韓国国立博物館考古課長姜仁求氏（韓国精神文化研究院教授）は学位取得を目指して提出論文
の日本語訳に集中しておれら，後年無事目的を果たされた。論文は『百済古墳研究』として学生
社から出版された。
　慶尚南道釜山の東亜大学校の沈奉謹氏（東亜大学校総長）は列島の初期稲作文化の資料を渉猟
し，韓国のそれとの有機的関係を追及されていた。歳も同じだし，やってることも近かったので
飲むことも多かった。
　ドイツからパートナーを連れて女性の研究者が来たが，あっというまにいなくなってしまった。
残念ながらというか名前も憶えていない。
　岡山大学助手の春成秀爾（国立歴史民俗博物館教授）氏が国内短期留学で在学していたのもこ
のころである。氏とは九大修士１年のとき，４ヶ月弱ほど同席した間柄であった。

２．初仕事―古代航海実験船（野生号）による半島―列島の渡海実験サポート
 （１）予備調査（1975.6.27～7.4）
　助手として大学に出戻りするにあたってこれと言った明確な仕事の説明を受けたわけではない
が，おおよそ察しがついていた。
　岡崎先生は西域―中国―半島―列島と中央アジアから東アジアにかけての広大な地域を研究対
象としていたが，半島から列島に関わる仕事としては魏志倭人伝に記載される邪馬台国を構成す
る「国々」を実証的に明らかにする調査・研究・出版が主で間断ありながらもずっと続けてこら
れた。敗戦後間なしの1948年の東亜考古学会による対馬調査，昭和40年代の長崎県教育委員会と
の対馬浅茅湾沿岸の調査，これも戦後間なしの1951～54年と1961年の壱岐原の辻遺跡とカラカミ
貝塚の調査，1956～57年と1965～66年の末蘆国（唐津湾岸周辺）の調査，福岡県飯塚市立岩堀田
遺跡など倭人伝をひも解く重要遺跡を一貫して手がけられてきた。このころ福岡県教育委員会は
三雲遺跡の再発掘を行っていたが伊都国の成果についても青柳種信の『柳園古器略考』復刻版に
「解題」としてまとめを行ったりしておられた。対馬や壱岐については一部すでに報告済みのも
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のもあるが，先生が中心的に手掛けられた立岩遺跡と唐津平野（末蘆国）と壱岐分の整理報告が
未着の課題として残っていた。すでに1960年代末から70年代にかけて進められていた玄界灘の沖
ノ島遺跡の調査整理が進み，出版への見通しがついてきたのか，次の事業として上記遺跡の刊行
へと向かわれていたのである。さしづめ立岩遺跡の刊行に向けての推進が主な仕事であろうと
思っていた。
　ところが直面したのはこの年の７～８月に行われる予定の半島から列島に「古代船野生号」で
渡海する実験航海の下準備であった。書店やメディアを含めて構成される委員会（倭人伝研究会，
事務局は東京の書店）があり，その代表が岡崎先生であった。ただ現実の舞台は北部九州であり，
様々の準備は現地で進めなければならないので朝日新聞社福岡総局企画部員などを事務局員とし
て九州事務局が設けられ，その事務局長を務めたのが三島格氏（福岡市歴史資料館館長）であっ
た。
　もろもろの準備はあるにしろこの実験航海を学術的にするために対馬・壱岐の遺跡地名表を東
潮君はじめ上級生とともに作成することとし，まず既知のものを拾いあげ，６月末から７月初に
行う予定の予備踏査で得られるであろう新規遺跡を加えることで完成の目途とした。そうして出
来上がったのが『対馬・壱岐島の遺跡一覧―1955年』（倭人伝研究会・九州大学考古学研究室編）
で，ガリ版刷り，全61ページの小冊子であった。
　予備調査は６月27日～７月５日の９日間とし，予算は確か30万円ほどであった。チーム構成は
下條，学生最上級生の東潮（D1），東中川忠美（M2），岡崎先生配慮での韓国からの訪問研究員
の尹容鎮氏の４名である。役割分担はキャップでこの調査のもう一つの仕事である渉外が下條，
日誌・図面・写真などの記録が東，会計・雑務が東中川で尹容鎮さんはフリーの立場で参加して
貰った。
　踏査の目的は新検出遺跡の確認であるとともに，壱岐・対馬の研究者への挨拶と協力依頼，そ
れら先生方を通じて実験船寄港各地の行政当局および寄港行政区長や漁協への歓迎行事のお願い，
寄港港での宿泊施設や食事提供の確保ないし可否の打診，近辺遺跡への案内や遺物の提示の依頼
など受け入れのための下準備を凝らすことであった。小生の仕事はむしろこっちが主であった。
この予備調査のあと九州事務局が正式に挨拶や諸要請に出向くための仲介依頼と一人一泊2,000
円位で，50人くらいの宿泊施設が確保できるかどうかの判断を頼まれていた。島の港であるから
決して大きな港町ではなく，そういうところで50人からの部隊を世話できる旅館があろうとは経
験的にも難しかろうと思われたが行って当たってみるしかない。
　寄港地の対馬はその北端上対馬町の鰐浦港―対馬東海岸中部の峯町佐賀港―対馬南部の島の中
心地厳原町厳原港で，壱岐島は北端勝本町勝本港，南端の石田町印通寺港であった。
　対馬
　まず博多港からそのころの唯一の輸送手段であったフェリーで対馬厳原に向かう。対馬は岡崎
先生らの戦後間なしの考古学的調査以来の関係から，僕らも対馬浅茅湾の調査や佐保シゲノダン，
同唐崎などの調査を通じて懇意にしてもらっている先生方がおられ，その先生方が対馬各地に分
散して学校に勤務しておられたので心強く頼もしくもあった。阿比留嘉博，永留久恵，原田源，
斉藤弘征，小松勝助の諸先生方である。お蔭で対馬各地に存在する旅館などもすぐに掌握するこ
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とができた。
　厳原（6.27）学術研究の一環としての実験航海であるから長崎県対馬教育事務所所長に挨拶。
郷土館で出土遺物のチェック，のち万松院。メモにはないが，阿比留嘉博先生にはいろんなこと
を相談依頼したと思う。ことに実験船の厳原入港時の事については。
　峰村（6.28）峰村平山熊雄助役，阿比留順方教育長などに協力依頼。峰村に属する佐賀港受け
入れはなんとかなりそう。
　木坂海神神社宝物館―三根の諸遺跡―吉田の諸遺跡を渉猟。
　仁位の宿舎つたやで永留久恵・斉藤弘征先生にあう。今回の対馬の南下は島の東回りコースで
あるのに対し永留久恵先生は西回りであるべきだと西回りコースを主張。これまでの調査では西
回りに圧倒的に遺跡遺物は集中しているのであるから無部なるかなと僕だっておもう。
　佐賀（6.29）仁位―曾―櫛―佐賀に到着。
　住吉平貝塚，小姓島，佐賀貝塚などを踏査。漁協に挨拶に出向いたが休み。宿泊可能なところ
をチェック。旅館は三軒あるも，いずれも収容人数20人以下の小ぶりの宿屋であった。
　佐護（6.30）上県町の千俵蒔山に登る。対馬北端で釜山を望める地は高麗山とどこかとここの
三か所である。生憎の霧で望見は叶わなかった。原田源先生に会い，協力方をお願いする。志多
留貝塚，万人塚，大将軍墳を踏査。佐護須川旅館泊。
　比田勝・鰐浦（7.1）佐護より上対馬町に入る。紹介を受けていた教委の平間雅哲氏に会い，
教委事務局長に挨拶。のち，列島最初の寄港地鰐浦に向かう。
　鰐浦で小島区長と漁協長にあって計画説明の上，協力依頼と相談。小島区長は宿舎として住民
センターの利用を提案，寝具，食事，予算，人数について詰めればよいと。人格者風の漁協長さ
んは入港時の船の出迎え，配置などを発言，町教委は入港時の出迎えや遺跡見学時のバスの提供
などを提案された。協力的でNHKや朝日新聞で取り上げられることを素直に喜んでおられた。
比田勝に戻って大浦上対馬町長に面談，計画説明の上，協力を要請。宿舎福田屋にて以上の経過
を踏まえ平間氏と話を詰める。
　上記経過を整理すると
　鰐浦―町・鰐浦とも大略了解，鰐浦での詳細の詰めを残すのみ。
　佐賀―峯町は了解。佐賀の区長と漁協長には説明と協力依頼が必要。
　厳原―阿比留先生に依頼。
　それと教育事務所，各町村には公文で依頼する必要がある。
　厳原（7.2）比田勝より厳原へ。我々が北上している間に，各教委，先生方の努力により，受
け入れ態勢の準備は着々と進行していた。佐賀では円通寺を宿所として，婦人会が賄を引き受け
る計画が，厳原ではビジターセンターを宿所とし，給食センターを活用する計画が進行していた。
　厳原港14：00着の船で三島事務長をはじめ，九州事務局の面々が来島。今までの経過と課題を
事務局の宿舎佐伯旅館で報告し，以後の処置を委ねる。
　今朝仁位で別かれた東・東中川・尹組と鶏知の国民宿舎“対馬”で合流し，永留先生と懇談す
る。これまで対馬では半島系良品を出土する墳墓の調査を行ってきたが，包含層調査などは手が
けられていない。対馬人の生活を知るためのそうした遺跡の候補地を整理すると洲藻のナカミチ
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ノダン，志多留の石庖丁出土地，佐護ハチマンダン，仁位の堂の内，豆酘保床山の下などが挙げ
られるとのこと。このうち保床山の下というのは初耳の遺跡であり，大方の場所と現地での連絡
先（豆酘公民館，厳原役場豆酘支所）を教えて貰い，翌日出かけることにした。
　厳原豆酘（7.3）遺跡は有名な赤米つくりの神田のすぐ上方，豆酘より久根浜に向かうアス
ファルト道路に面する緩傾斜地で，その傾斜地が道路側から開発を受けていて，開発途中らしく
掘削による崖面が粗らしく露出していた。その崖面を見ると落ち込みがあり，落ち込み中に土器
片が包含されている。よく見るとそれは弥生中期後半の袋状口縁長頸壺の口縁部や鋤先状口縁な
どであり，崩落土中には漢式土器らしきものもあった。これほどはっきりと土器の包含が確認で
きる遺跡は対馬では稀有のことであり，強く印象に残った。これが後に調査に繋がることになっ
た。
　この保床山古墳の下の遺跡（のちにオテカタ遺跡と命名）踏査後，久根―小茂田―椎根―矢立
山古墳の踏査を経て厳原に戻る。
　壱岐勝本（7.4）対馬厳原を出航，壱岐郷ノ浦にて下船，壱岐郷土館にて出土品のチェック，
西川福雄氏に会い，協力要請。郷ノ浦より母ケ浦に回り山口麻太郎先生に挨拶，武末城から勝本
港を遠望して勝本町教委に寄る。入港時に周囲の出土品を集めることや，座談会を開催すること
などを話し合う。その後，銅矛出土地の天ケ原―国分寺址―原の辻遺跡を経て，石田に到着，長
州荘に宿をとる。
　呼子・博多（7.5）印通寺からフェリーで呼子へ。呼子から加部島へ渡島，瓢塚古墳を踏査後，
呼子へ戻り，博多へ。岡崎・三島・土崎（朝日企画部長）・安部氏に報告のあと談話。
　７月７日，尹氏を除いて集合。関係者のリスト作成・保床山古墳下の遺物実測（下條），日誌・
写真の整理（東），地名・地図一覧作成（東中川）など事後整理の担当を決める。

 （２）本調査（1975.7.20～8.2）
　実験船やその伴奏船に西谷先生や藤口君，東君が乗船するというものの，研究室の構成員と一
緒に遺跡踏査を行い遺跡地名表の刊行の目途もついたし歓迎行事や宿泊所確保などの寄港のため
の仕込も終わったし助手の仕事は一応終わったと思った。本調査はそれこそ東京の事務局や九州
の事務局の仕事なのでそちらに任せればと思ったので，岡崎先生にどうするか相談するとやっぱ
り一緒についてきなさいということになった。ただ東京も九州も現地のことや前線で汗かいてい
る先生方のことはよく知らないので，その繋ぎでもしようかと同道することにした。
　7.20（日）博多→厳原
　一行四名（岡崎，下條，朝日２名），博多港で出来上がったばかりの『壱岐・対馬の遺跡一覧』
を受け取り，森貞次郎先生や木村幾多郎，東中川君の見送りを受けて，フェリー対馬（13：00
発）で厳原（20：10着）へ。宿所は立神荘別館。阿比留嘉博・永留久恵の両先生来。両先生の話
を聞いて鰐浦，佐賀，厳原の受け入れ等が完璧であることを確認。佐賀では区長，漁協長さんに
会えてなかっただけに，ほっとする。
　7.21（月）厳原→比田勝
　午前は長崎県対馬支庁（支庁長），同教育事務所，厳原町（助役，教育長），宿所のビジターセ
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ンター，郷土館などへ挨拶まわり。
　午後，厳原からバスで対馬北端比田勝に向かう。阿比留先生が同道下さる。この日，本隊は
10：45に釜山港を出航したとのこと。
　7.22（火）　鰐浦
　この実験航海の最大山場は『魏志倭人伝』倭人の条にある「初めて一海を渡る千余里，対馬国
に至る」で，今回の場合，この鰐浦への入港ということになる。南兄弟島を早朝に出発した実験
船がいつ入港するのか誰しもが気になるがはるか海上にあることとて確認しようがない。なんと
か方法がないかと思案し，鰐浦の裏山に自衛隊の観測所があるのでとそこに行って事情を話した
が民間のいるところではないとあっさり断られてしまったのは可笑しかった。ところがそうこう
しているうち，夕刻ころなんと実験船が入港がしてきたではないか。そして入管手続きを終え，
上陸してしまった。
　これにカンカンになって怒ったのはNHKで，翌朝入港時をTVで実況する予定だった計画が
大狂い。何故早く知らせないかと青筋たてて九州側事務局に文句を言っていた。マスメディアの
こうるさいことはもう一点あった。これは全国紙のある記者だが，宿で夕飯を食べているとその
場にやってきて，あれはどういうことだと岡崎先生に絡んできた。それは実験船が入港してきた
とき，入管手続きを終える前に誰かが「ごくろうさん」と船上で西瓜かなにかを手渡ししたのを
見ていて，入管違反ではないかと言ってきたのだ。別に岡崎先生が差し入れを指示したわけでは
なく，土地の見知らぬ人が厚意でやったことなのに。実験船は曳航したのではないかとか情報を
探りにでもきたのかとも思ったがそういう話にもならなかった。先生は手元にあった徳利を取り
上げ「まあ一杯」と進めたがさすがそれは受けなかった。しかしそれもゴニョゴニョ言っている
うちに帰ってしまってそのままに終わったが何しにきたのかな。
　7.23（水）鰐浦
　ご苦労さんなのは乗組員。NHKの放映に合わせ，朝から再入港。こんなこといつもやっとる
のかと思ってしまう。だが大変な歓迎には感じ入ってしまった。鰐浦の人口は350人だが，出迎
えはそれに数倍する人人。関係者はもちろんだが，港は大漁船旗を掲げた船10漕，四丁櫓船４漕
を伴奏させての出迎えであった。
　実験航海船として有意だったのは漕ぎ手の下関水産大学校のカッター部の学生を統べる廣瀬先
生の話であった。釜山牧島から対馬の御岳が見えて，目安とすることができた。しかし釜山―鰐
浦のコースはきつく，金海―鰐浦が渡海では妥当ではないか。潮より風の影響に左右されること
が多いとのことだった。一日６時間，20kmが限度で，夜間は不可能。梅雨時の夜は寒いと。
　7.25（金）鰐浦→佐賀
　実験船は鰐浦港を7：10に出発し佐賀港に向かう。我々は先回りして佐賀港に向かう。ここで
の宿所となる円通寺を確認し，また漁協長に挨拶に行ったりした。漁協長はなんと女性だった。
　ここではキリキリした時間を過ごすようになるとは思いもしなかった。予定では入港は17：00
前後とのことであったが，時間になっても姿を現さない。初めは余裕で待機していたが，焦りが
見えるようになってきた。なんとなれば迎えの漁船はこのあとイカ釣りに出航する予定となって
いた。この時期のイカ釣りは漁師の稼ぎ時であるのだが，出航のタイムリミットが近づいても船
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の姿が見えない。ジリジリしていると突然漁船が一斉に大漁旗を靡かせて港外にで，ほどなく実
験船に伴走して入港してきた。しかし時すでに遅し，夜の漁にでるには時間を逸していた。出漁
は取りやめとなり，多分大損を来したことであろうが，誰からも表だって文句がでることはな
かった。漁師の気概を目の当たりに見た。時は19：40のことであった。
　7.26（土）佐賀港→厳原
　ここでも船の出迎えには少し苛立った。予定の17：00になっても影も形も見えず，どこを走っ
ているのか見当もつかない。予定を大分過ぎたころ原田源先生が知り合いのモータボートを調達
してきたので，同乗させてもらい探索にでかけた。そうするとかなりの距離を残した地点で，波
風に翻弄されていてさっぱり前に進んでいない実験船を見つけた。この辺りは対馬の断層崖がえ
んえん続く辺りでそれに打ち寄せられるように，へばり付いて努力を繰り返しているのに。それ
でも18：20に入港したのだから良しとしなければなるまい。
　動力船以前のしかも帆なしの手漕ぎ船は準構造船と言ったって，風波にはおそろしく無力で，
まず予定なんてあてにならない。対馬をうろついていて聞かされ教えられるのは二点間を船で移
動するにも時間帯に関係して潮流，風波を知悉していなければ動きはとれないということであっ
た。タイムテーブルで確実に動く今日の動力船や陸上交通の感覚で想定する古代の海上移動なん
て茶番以外なにものでもないだろう。
　こののち壱岐勝本―印通寺に寄港し，最後に佐賀呼子に到着してゴールを迎えるのであるが実
験航海そのものは順調なものであった。呼子に到着後はちょっと時間をおいて早々に帰校した。
8.1か8.2のことであった。
　最後になるが，確か壱岐の石田（印通寺）宿泊の夜のこと。本屋が総大将の岡崎先生を外して
雑誌用の座談会を催したことがある。この時は先生珍しくも相当に荒れた。「なにか美味いもの
を食おう」とやけ食い？し，誰かが聞かなきゃいいのに「先生野球の監督は誰がいいですか」と
か質するから「僕は金田だ」なんてあのワンマンを志向するかのような答を返していた。その夜，
遅くまで三島事務局長が当たられ半分で話に付き合わされていた。ちょっと珍しい先生を見た。

３．研究室と行政発掘
　走り回った実験航海も終え，８－９月には本番の立岩遺跡の報告書に向けた打ち合わせなども
何回か開かれ，いよいよこれからと言う段階にまた新たな仕事が持ち上がってきた。それは福岡
市西郊の徳永古墳群の緊急発掘調査に関わる件である。いつから持ち上がった案件かは判らない
が福岡市が1974.７－９月に事前踏査を行っている経緯からすると前年から進行していた話なの
であろう。開発地内には31基の古墳があるが，福岡市と開発者の福岡教育開発とが協議し，進入
道路にかかる４基の発掘は已むをえないが，残りは保存すると相当文化財に配慮した計画に絞ら
れたものであった。こうした開発事業は本来は行政，つまり福岡市が担当すべきものであるが，
福岡市はどうにも都合がつかず，市の進言もあって岡崎先生のところに持ち込まれたものである。
　福岡市と研究室との関係は1967年の有田遺跡の調査から始まっていた。福岡市にまだ文化財担
当の部署や職員が無い段階で，森貞次郎先生がその調査を受け，大学の休暇を利用して研究室が
出動して調査を行ったもので小生も参加した。これは緊急発掘であったが，13世紀に元の再来に
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備え博多沿岸に20kmに渡って構築されたいわゆる元寇防塁の保存調査にも研究室は積極的に協
力していた。有田遺跡の二次調査に並行して生きの松原防塁，翌年は今津防塁の調査と転戦して
行った。これら防塁は工学部の土木の先生の協力を得て，その保存法を開発し，これが砂の上の
楼閣みたいな防塁を今日まで崩壊させることなく維持しているなど文化財保存の面でも協力関係
にあった。福岡市は一方で新幹線建設工事のための調査体制の整備が求められてもいたが，こう
した大学との実績の上で文化財セクションの設立を企図し，その体制作りに岡崎先生に協力を求
めた。こうして1969年に文化課が設立されるが，その第一期の文化財専門職員が三島格氏と小生
であった。６年たって僕は大学にもどったが，僕はしらなかったがこの異動には福岡市側に不満
があったことは岡崎先生とも親しいある東京の先生から聞いた。そうした雰囲気を察知していた
のか今更御礼奉公でもあるまいが，日頃「大学は救急病院とは違うんだ」と言っていた先生が引
き受けることに傾いたのであろう。また開発業者の教育開発株式会社は鏡山先生の息子さんが立
場にある会社であり，そちらからの頼みであるので義理を果たさざるを得なかったのであろう。
　メモによれば9.18には福岡市職員と現地踏査を行っており，10月にも再度現場に赴き，受諾と
実施に傾斜していった。ただ今回は開学中の発掘であり，調査体制の編成にはすこし苦労すると
ころがあった。
　研究室内に「徳永古墳群調査会」を設け，以下の面々がスタッフとなった。
　　会　長　岡崎敬　　主　任　下條信行
　　調査員　東　　潮（大学院博士課程）　東中川忠美（大学院修士課程）
　　　　　　大津忠彦（大学院修士課程）　眞玉秀樹（研究生）
　　　　　　福尾正彦（学部生）　中山みさを（学部生）　小木野孝司（学部生）
　調査期間　1975.10.20～1976.1.15　の３ケ月弱で調査を完了した。
　報告書刊行には少し手間取った。助手を退職する1979.3月までにあらかた脱稿し，一部は校正
にまで持ち込んだが，その後筆者が京都に移ったので1984年に西南学院大学に戻って来るまでの
４年間ブランクとなった。西南大にもどり，すぐ編集を再開し，次年度4.1日付けで下記のよう
な報告書を刊行することができた。
　『福岡市西区徳永　徳永古墳群発掘調査報告』徳永古墳群調査会　1985
　再度印刷費の支出に応じてくれた教育開発株式会社，印刷を長らくまたせた長島印刷産業株式
会社にははなはだ迷惑をかけたものだ。
　徳永古墳群調査の下話が進んでいたのと被さって，実はもう一つ緊急発掘の話が行政から持ち
込まれていた。これは佐賀県の高島忠平氏からのもので，佐賀県三養基町基山の駅裏の台地開発
に関わるものであった。高島氏は飯塚出身で，立岩遺跡との関わりで岡崎先生とも関係があり，
現に立岩遺跡の報告書では「甕棺」の項を担当している執筆者で，岡崎先生としても無碍にでき
ないところがあった。後に千塔山遺跡と称されるこの遺跡の発掘に反対する人が佐賀大におり，
地元にでかけ県立会いの下，このＩ氏と話し合いを持ったりもしていた。もしこれを受諾したと
すると，今から徳永古墳群を発掘しようと言うのに，どういう調査体制が可能か頭を悩まさざる
を得なかった。先生としては大学院の岩崎君を充てる予定のようであった。岩崎君をまずは嘱託
かなにかにし，次いで正職へとの就職戦略でもあったのだ。当時，今でもありうるケースだと思
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うが，まず嘱託，それから正職という就職コースは普通のことの一つであり，十分ありうること
であった。
　ところが変なことからこの話はお釈迦になった。というのはこの開発をおこなうゼネコンの現
場所長というのがとんでも野郎で，何か弱みでも握ろうと先生の身辺を探っていたということが
バレてしまった。これに激怒した先生は所長と県に引導を渡したと先生から聞いた。こんな無礼
なことをされたら怒って断るのは当り前だろう。これを聞いて発掘編成の悩みが解消されホット
した。岩崎君は大阪府の試験を受け，大阪府の文化財職員となった。
　もし，受諾していたら，体制作りが大変だが，弥生終末期の住居址と墓を一体で捉えれる集落
構成，終末期の土器，すごい鉄器など目を見張るような成果を得ることができたことであろう。
どちらがどうだとは言えないが，また別の人生を歩くことにも成っただろう。どのような職業で
も同じかもしれないが，考古学・文化財の場合は，住み着いたところ次第で確実に人生は変わる。
また変わるほど密着しなければやったことにならないだろう。そうした場所こそフィールドをも
つと言えるのである。営業で各地を掘り歩くなんて考古学の進歩には何も寄与しない。

４．科学研究費と学術調査
　岡崎先生を研究代表とする科学研究費（「東アジアよりみた日本古代墓制の研究」）による研究
の開始もこの年からだった。８月に古代船実験航海が終わり，立岩報告書に掛かろうかという一
方，10月に徳永古墳群の調査が始まって間なしの12月にこの研究会が立ち上がった。もっとも立
岩遺跡も古代墓制の重要な対象であったのでその執行は先行して始まってはいた。研究会では主
題に関わる発表や研究分担者の具体的役割などが決められた。
　この研究の一環として対馬厳原町豆酘の「保床山の下（のちオテカタ遺跡）」遺跡と壱岐勝本
町のカラカミ貝塚の調査に取り組むこととなった。
　（１）オテカタ遺跡の調査は筆者を主任として行われた。ここが選ばれた経緯は，実験航海船
の項で記したが，対馬では数少ない弥生時代の生活遺跡で，その一端を明らかにすることによっ
て，これまで蓄積してきた墓制との関連を解明しようとしたものである。
　土取り場なので遺跡のその後の変動が心配され，また土地所有者も判明していなかったので，
それらについての事事を永留久恵先生に調査依頼したところ先生から昨年踏査時と現場状況に変
化がないこと，地主も判明し承諾ももらえそうなこと，関連連絡先などを記した手紙を貰ったの
が歳開けた（1976）ばかりの１月のことであった。早速，現地に飛び，地主宅に伺って発掘承諾
書をもらったあと，手土産の菓子折りを差し出して辞去したところ，帰り道，同道して下さった
阿比留嘉博先生から「あんた下手糞ね，そんなものは初めに出すもんですよ」と笑われたことを
憶えている。
　調査は以下のような期間とメンバーで行われた。
　調査期間：1976.3.10-3.20
　調査隊員：下條信行（主任・助手），高橋徹（大学院・修士），田中良之（大学院・修士），
　　　　　　福尾正彦（学部生），眞玉秀樹（研究生），原俊一（聴講生）
　　　　　　眞玉君は国士舘大学を卒業し，1975年度から研究生となっていたが，当時として珍
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しくも自家用車をもっており，調査用機材の運搬，分担研究員の厳原から豆酘まで
の出迎えなどに大変助かった。原君は対馬の出身であり，「是非に」との希望だっ
たので加えた。

　　　　　　分担研究員の渡辺正気（九州歴史資料館），後藤直（福岡市歴史資料館）氏も調査
中現地を訪れた。

　　　　　　また，厳原小学校校長阿比留嘉博，鶏知中学校校長永留久恵の両先生，豆酘在住の
厳原町教育委員会社教主事主藤長太郎氏には大変お世話になった。長崎県教育委員
会の正林護氏の参加もえた。

　遺跡は豆酘と久根を結ぶ県道177号線に南面する緩傾斜地にあり，保床山古墳の西50mの地点
に位置する。この傾斜地は南の道路沿いから25m幅でもって，北北西に奥行長さ25mほど先端
が丸みをもったＶ字型に削り込まれており，この丸みの崖面に包含層があることが実験航海船の
予備踏査時に確認していた。そして包含層や崩落土中から弥生中期末ころの土器が採集されたこ
とは先に記した通りである。
　この丸みの崖部分に平行して幅1.5m，長さ15mのＡトレンチを設け，西から１m幅でⅠ区，
２区…15区とし，１，３，６・７，９・10，13～15区を発掘した。その結果，西端の１区では10cm
強の表土下は直ちに岩盤となり，東端の15区では表土・攪乱層の下に地表下50cmで岩盤となり，
両端は岩盤がせり上がっていた。岩盤はトレンチ中央の６～10区に向かって緩やかに深くなり，
９・10区では最深の -150cmを測る。この深いところに包含層が形成されている。Ⅲ層とⅣ層で
ある。その上部には60cmの攪乱層と10cmほどの表土層が全区に及んでいる。この攪乱層は10
区ではⅢ・Ⅳ層を切り込んでおり，その底は岩盤に達している。
　Ⅲ・Ⅳ層に弥生中期末～後期初の土器が出土するが，Ⅳ層には微弱でⅢ層に多く出土している。
跳ね上げ口縁の後期初の土器が多く，これに半島系の後期無文土器が６点伴っている。後期無文
土器の粘土帯は古式の断面円形ではなく丈が低い扁平な三角形か薄い帯状で無文土器の最終段階
のものとみられる。金貝会峴里貝塚出土品と類似するが半島では瓦質土器と併存する段階のもの
で，列島の後期初前後に相当することが判った。
　Ⅱ層の攪乱層がⅢ・Ⅳ層を切り込んだところから弥生中後期土器や陶質土器が出土した。包含
層を抱えるこの溝状落ち込みの残存具合を見極めるためにＡトレンチの奥側約10mのところに
Ｂトレンチを設けて発掘したがすぐに岩盤となり，落ち込みは伸びていなかった。
　この遺跡の整理もかなり進んでいて土器・石器の実測，文章も大方完了しており，あとトレー
スなどを残すのみであるが，もっか未刊行の状態にあるので，すこし詳しくこの場を借りて報告
して置く。

　（２）カラカミ貝塚の発掘調査は西谷先生が宰領し，主任として行った。
　二次に渡って行われたもので，この科研による調査の中心的な事業であった。九州大学考古学
研究室の総員が参加するとともに，多くの分担研究者も関わった。
　一次調査：1977.3.13‒3.22
　二次調査：1977.7.20‒7.29
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対馬オテカタ遺跡の地元中学生への現地説明風景（1976年３月）

対馬オテカタ遺跡の発掘調査（1976年３月）
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　この調査の簡単な経過と成果については，その後の調査と合わせて以下のように宮本一夫氏に
よって公表されているので詳細については参考にされたい。
　宮本一夫編　2013.3『壱岐カラカミ遺跡Ⅳ―カラカミ遺跡第５～７地点の発掘調査（1977・
2011）』

５．立岩堀田遺跡の報告書の作成
　75年度の後半から76年度の中盤にかけてが立岩遺跡報告書作成の主な対応の時期であったろう
か。上記諸事業のあいまでの仕事であったが，個々の執筆分野の図は担当執筆者が作成するにし
ても，それを越える諸々の分布図の版下作成や広域編年の素案の作成が一仕事であった。各先生
が長年かけて作成した資料を総合して一枚の図にまとめて行く作業である。
　また，カラー図版用の遺物撮影の立会いや当時すでに進行していた重文指定に向けたリスト作
りなども同時に行った。
　1965年３月の最終調査（第３次調査）の終了後，鏡を除いて大方の遺物は研究室に持ち込まれ
ていて，土器や石器などは学生が分担して実測したものであるが，同年末に立岩収蔵庫が建てら
れ，展示用に貴金属類から順次収蔵庫に戻されていった。甕棺は容量が大きいので，初めから現
地におかれ，黒野肇さんがその復元を手がけられていた。つまり，1975年同時はほとんどの遺物
は立岩収蔵庫にあったので，チェックするにはその度に一一現地に出かけねばならなかったのは
正直まどろこしかったことを憶えている。
　この報告書は河出書房から出版されることとなり，その編集に同書店の福田啓三さんが付かれ
たのは「本」作りがどんなものか知るうえで勉強になった。やたらと文章を追い込みで詰め込み，
余白や間がなく読みづらい「行政報告書」と商品である「書籍」との違いをありありと知ること
になった。レイアウト，活字の使い分け，図版構成など読みやすさも見やすさも違うものだ。
　福田さんもしばしば福岡に来られ，岡崎先生や藤田等先生も東京で校正に当たられるなどして
1977年３月付けをもってA4判ハードカバー，429ページの『立岩遺跡』（飯塚市・立岩遺跡調査
委員会編）が出版された。こうした出版が許されたのも，飯塚市が一定部数の買い上げ予算を計
上したからであるが，児島隆人・岡崎敬の両先生が働きかけた結果であることは言うまでもない。
　この６月，立岩遺跡の出土遺物は国の「重要文化財」に指定されることになり，秋にはこの出
版もあって，岡崎先生は西日本新聞社発する「西日本文化賞」を受賞された。

６．倭人伝と展示会
　倭人伝絡みのデパート展示会への関わりも３度ほどあった。いずれも朝日新聞社西部本社企画
の仕事で，実験航海時の協力関係が続いているようなものだ。
　その１回目は実験航海終了後に開かれた，それそのものの写真展で一二度チェックに行けば済
むようなものであった。それでも撮影のために飛ぶヘリに同乗し，壱岐・対馬の地形を空から鷲
づかみできたのは勉強になった。その時に同乗し，撮影対象について話した朝日の航空部の方が
のちヘリ墜落事故で亡くなられたのは何とも痛ましい限りであった。乗機するに際し，事故が
あっても自己責任ですと言った書類に署名をさせられたが，その時は単なる型式だろうとしか思
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わなかったがリアルな覚悟がいることがよく判った。
　２回目は「古代を掘る―博多の地下2000年」と題した天神の西南角にあった岩田屋での展示会
であった。ここ一回限りの地方展で開期は1978年１月である。福岡市が地下鉄建設に掛かってい
て，それに伴う発掘調査が一部進行しており，その成果を世に問おうという企画である。本格調
査はまだ藤崎，西新，赤坂など予定路線の西側で続行中であったが，今後箱崎地区での元寇防塁
とのからみが予想されるので，一応弥生・古墳から古代（鴻臚館），中世（元寇防塁，博多町），
江戸時代（福岡城）に及ぶ展示であったが，資料的に中心をなしたのは本格調査が施行された藤
崎，西新の弥生時代の甕棺を中心とする墳墓群やそれに伴う人骨などであった。
　地下鉄路線は福岡平野―奴国のフロントにあたり，調査はまだその西側に限られた状態であっ
たが沿岸部での弥生人の生活実態が明らかになればいいなと期待されていた。展示構成は福岡市
文化課の地下鉄担当技師折尾学氏をはじめ，同課技師連中と一緒に進めたが，面白かったのは甕
棺の出土現況をそのまま展示フロアーに再現できたことであった。通常文化財の展示と言えば箱
モノの中でしかも固定ケースの中への押し込み展示であるからまず大物件の展示はやり難い。こ
とに遺跡レベルの伝え方となると模型か写真などの二次資料になるため，解説の補助財でしかな
く，観覧者が等身大の迫力を五感を動員して感じるという感覚レベルの感動が生みにくいように
なっていた。小生の前職は赤レンガの福岡市歴史資料館であったから箱もの展示の限界を感じて
いただけに日頃の鬱憤から解放されたようで気持ちよかった。これがデパート展示のいいところ
なのだ。今では長野県森将軍塚古墳，天理市黒塚，今治市妙見山古墳の展示施設のよう出土の竪
穴式石槨が実物大で展示されるような例もでてきて，一定の迫力を享受することができるように
なったのは喜ばしいが，それを見せることによって何を伝えたいのか明確になっていないところ
は画龍点睛を欠いていて惜しい。上述の甕棺出土状態展示も今から考えると同断であった。
　この展示には監修委員として岡崎，西谷先生はもちろん鏡山猛先生や森貞次郎先生も名を連ね
られていた。古代史の田村円澄先生，中世史の川添昭二先生も協力され，医学部の永井昌文先生
は弥生人骨（頭骨）をズラーッと展示された。我々は実行委員として現場担当であった。この展
示には同名の図録が出版されている。全120頁の変形版であるが，やっと文化財的にも自立し歩
み始めた県市状態や当時の情景などがいろいろ載っている。
　この60周年記念用原稿に添える写真も頼まれているのでこの正月太宰府の家に戻った時，屋根
裏部屋を探索しかけたらこの図録が十数冊出てきた。要る人があれば差し上げます。写真の探索
は一週間くらいかけないと整理がつきそうにないので諦めました。
　３回目はさらに規模を大きくした「邪馬台国の道展―古代日本のナゾとロマン」と題した名古
屋を皮切りで，東京，宮城，京都，大阪，福岡，熊本と全国を回る巡回展である。皮きりの名古
屋が80年８月スタートであるから，退職後の巡回であるが，78年の後半あたりにはすでに下準備
と仕込が始まっていた。基本構想は①邪馬台国への道，②倭人伝の世界，③邪馬台国時代の日本
の三部構成で，各部ごとに詳細の構成，それに応じた展示品・写真・図の選択，それをどのよう
に展示するかの絵コンテを作らねばならず，79年３月には退職となるのが判っており完了するは
ずもないのにこの作業を続行していた。３月に退職し，しばらくは福岡にいたのでお手伝いをし
ていたが，秋から京都に行ったので，朝日の平野さんはしばしば京都に出かけることになり，二
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人して京の宿屋で首っ引きで案や想を練ることになった。主催は朝日新聞であるが，それにお墨
付きを与えるのは「倭人伝の道研究会」でその代表に岡崎先生が座り，顧問や監修委員に錚々た
る研究者が顔をそろえていた。在職中は監修委員である横山浩一先生によく相談に乗ってもらい，
京都では佐原真さんに相談相手になってもらった。巡回が始まっても小生を引っ張り出さざるを
得ないので朝日の方で在職先の古代学協会専務理事・平安博物館角田文衛館長に顧問就任の願い
に行って了承は貰えたが，後で角田館長には「私は邪馬台国話は嫌いです」と言われた。
　この展示でも九州の甕棺出土状態と近畿の実大方形周溝墓（瓜生堂遺跡）の対比展示なども
やったが，面白かったのはテーマや課題に応じて大きさ自在のベニヤ板展示ケースがどんどん作
れたことだった。大小だけでなく奥行もそれなりに対応して作ってくれるので，展示意図が明確
になり，展示品の大きさに応じた見せ方もできた。今でもあの方式が展示としてはベストだと
思っている。どこに区切りがあるか判らない大形固定ケースでダラダラ流し陳列をしているのを
見るとイヤハヤという気になる。大学で教えている博物館展示なんてのも同断だね。

７．本命『末盧国』報告書作成準備
　本命の末盧国の報告書作成に向き合えるようになったのは在職最終年度の1978年の夏以後のこ
とだったと思う。
　それまでに岡崎先生は報告書の出版環境を整えておられたようで，1982年に迎える唐津市制50

倭人伝の道研究会の打ち上げ（1978年１月７日）
（前列右から２人目が岡崎先生・中央が三島先生・左端が筆者）
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周年記念事業の一環として『末盧国―佐賀県唐津市・東松浦郡の考古学的調査研究』を刊行する
ことを1978年に唐津市と調整した。そのための推進機関として唐津湾周辺遺跡調査委員会を立ち
上げ，先生が代表に就かれた。そのころのことだったと思うが，唐津市に行くのでついておいで
というので，同行したが，夕刻市のロビーでジ―と待つこと30分強，ある人が外から戻ってくる
と先生立ち話すること２～３分，それで用件は終わったらしく，すぐ博多に戻った。相手は助役
だったらしいが，先生全く説明しないので意味がよく判らないままであったが，唐津焼の有力陶
工を動かしたり，唐津市との話を詰めるのにいろいろ苦労をなさっていた。原稿書いて，印刷し
て終了といった単なる行政報告書としてではなく，報告書を「作品」として作ろうとする姿勢は
立岩遺跡の報告書に次ぐもので，そのためには調査・研究費，編集者，出版費などを工面しなけ
ればならず，それにむけてのアクティヴさには面目躍如たるものがあった。
　本報告が対象とするところは1956・57年（京都大学），1965・66（九州大学）の調査にとどま
るものではなく，唐津・東松浦全体に関わるものであるから，夏休みに入ると先生ともども直ぐ
に唐津にでかけ，泊まり込みで借り出してきた松浦史談会刊の「末盧国」を捲って地元の学史の
整理を行い，一方唐津城はじめ幾つかの中学校，個人の所蔵資料のチェックをはかることから始
めた。しかし８月には先生中国に出かけ，しばらく不在の期間が続くがどういうスタイルにする
か案作りを求められていたので，少し時間をかけ，案作りと執筆者選定を進めることにした。
　ここで考えた小生のコンセプトは末盧国は平野（唐津平野）と海（沿岸部と島嶼部）と山（西
に開ける台地，通称唐津のチベット）との三者から構成されており，これの有機的結合体が松浦
だとの考えで，これを骨格として案の具体化を進めようとした。しかしその具体化も詳細に及ぶ
ことなく，退職を迎えた。後に「山」はあきらめたと聞いたが，確かにまだ資料蓄積が，特に弥
生・古墳期のそれが貧弱であったのは確かで，時期早尚だったかもしれない。でも日本の考古学
は平野，海，山を分けて考え，別々に扱うばかりで，それらの有機的関係に及ばないだけに惜し
かった気がする。退職しても在福岡に居るかぎりやり続けるつもりであったが，そうはいかな
かった。

８．九州考古学のこと
　筆者が在職中担当したのは51～54号までの４巻であった。一年１巻のペースであったからそう
なるのであるが，少しだけ従来のものに手を加えて刊行するようにした。
　その一つは表紙である。それまでのものは表紙上部に目次があり，すぐその下に本文が始まっ
ていた。これはこれとして台所事情をはじめ時代の状況を示す味わいあるものとして尊重される
べきものではあったが，他の考古学関係の雑誌を見ても，一般の各種雑誌をみても表紙はそれだ
けで独立しているのが普通になっていた。その現状に鑑み，担当第一巻であるNo51号から表紙
は誌名，号数，目次，発行年，発行主体を表示する場に変えた。
　その二は小論や優品，希品の紹介は言うまでもなく専門雑誌の生命線として重要であるが，そ
れだけでは掬い取れない面も出てきていた。1960年代に始まった新幹線や自動車道建設などの
「国土開発」に対応する埋蔵文化財調査は同年後半には福岡県を筆頭に遅速はあれ九州各県に及
び，1970年代には各県において当たり前の現象となっていた。それに対応する文化財調査員の充
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実は各県単位で進行し，それがまた各県考古学に終始する傾向となり，案外に相互の考古学情報
の流通は芳しくはなかった。その壁をクリヤーし，少しでも「九州考古学」を通じて九州内各県
の情報共有ができないかと考え，順次各県考古学の現状を報告してもらうことにした。51号が大
分県（執筆者・後藤宗俊），52号が熊本県（島津義昭），54号が鹿児島県（池畑耕一）で，その後
も継続されたかは判らない。当時の九州考古学の発行は助手職の合間に原稿依頼，編集，校正，
発送，会費の収受から記帳まで行う家内制手工業体制であったが，それはそろそろ限界にきてい
たのかもしれない。
　九州考古学についてはもう一つ思い出がある。言うまでもなく九州考古学は独立採算であり，
足をだすことは許されない。それで一番困るのは一定数の滞納者の存在である。超零細企業の存
続を危うくしかねない存在なので，それである段階で３年以上の滞納者には発送をストップし会
員の整理をしたことがある。それである該当者からお小言を頂戴したこともあったが，そういう
のに限って結局は滞納分も払わず退会した。

９．おわりに―雑感
　在職四年間を振り返ると三年目は少し余裕があったような気がする。もっとも慌ただしかった
のは，四年目で数種の仕事が平行ないし輻輳して進行した。仕える身での仕事であるから自己裁
量分は限られており，計画を立ててなどの様のいい進行はあり得なかった。以下，この頃の仕事
を簡単に列挙してみよう。
・上記の「末盧国」の調査，立案
・上記の「邪馬台国への道」展の借用品リストアップ，展示構成，展示用絵コンテの作成
・「古代の博多」の出版計画―考古学雑誌に連載された中山平次郎先生の論文を一書に纏めよう
とする計画で九大出版会から岡崎先生に持ち込まれた企画である。出版側から言えば中山論文
をまとめ，ちょっと解題でもつければ良いと思ったかもしれないが，受ける側からすればその
後新たに石築地（元寇防塁）の発掘成果を積み上げていたこと，地下鉄工事による新知見が増
えつつあることなどの新資料の蓄積があり，古代に限らず中世が課題になることから中世史と
連携して進めなければならない事など対処を要する課題がありトントンとは行かない。先生の
あの忙しさもある。時に中世史も入れて打ち合わせをしたが，眼に見えては進まない。地元の
Ｎ新聞社上がりの担当のオジサンは苛立って，これがいいのか悪いか先生とは旧制高校の同級
生だったので気安さもあるのか怒り出して，こっちが当たられたりすることもあった。一杯飲
みながらだったけど。岡崎先生も人が悪いところがあって，自分で直接相手の意向を聞きづら
いことがあると，「ちょっと何々君に連絡とってとか会ってきて」とか言われることがたまに
ある。電話で聞くなり，会いに行くと大概不平不満をぶつけられることになり，それを伝える
と不満の所在箇所を探り対処していたようだ。先生のダミーで文句言われることや怒られるこ
とに言う相手に対し「自分で言えよ」とはじめ少々腹もたったが，仕事の一環かと思えばのち
割り切れるようになった。

・「日本における古鏡地名表」の作成―岡崎先生は1973年以来毎年地域毎の古鏡地名表をあちこ
ちの発表誌やガリ刷版で公にしていた。これの出典確認や校正は「沖ノ島」遺跡報告書作成の
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整理補助でそちらの方で雇用されていた井上嬢がずっと担当していた。ところが報告書の見通
しもつき，彼女も結婚することになって，職を辞したため，結局はこちらに回ってきた。エッ
と思ったが仕方がないのでそこそこにチェックをしたが１～２か所所在確認を怠ったところが
あったがこれについては注意をされたことを憶えている。突然もってきて，僕は今から中国に
行くのでその間にやっておいてくれだからねー。岡崎先生はこの地名表をまとめ一冊の本とし
て刊行するつまりだったらしく，『沖ノ島』出版で縁ができていたＹ社に行って話をしてきた
と語っておられた。この地名表の大部分は学会，研究会，集中講義，発掘指導などいろいろ出
張の度に少しずつ積み上げて出来上がったものであるから，自分で蒐集したという自負があっ
た。忙しいのによくあんな辺鄙な大学にまで集中講義に行くなと思っていたが多分に鏡の資料
収集を目的に引き受けていた可能性がなきにしもあらずだ。のちにその土地の僕と同年代の研
究者に会うと，岡崎先生に頼まれたと言う話を聞かされたことがある。だから，立場利用で出
版された類似本なんかが刊行されるとあれは権力でできた本だなどと皮肉を言っていた。

　以上のように在職終わりの頃の日々は多分に慌ただしく，忙しい日々だったが，そのことはた
いして苦ではなかった。むしろ面白がってやっていたような気がする。土日なんてないと思えば
何とかなるし，９時～17時なんて機械的な勤務の枠を外しておけばどうにかなるものだ。
　岡崎先生は夜遅く研究室に光が点いていると「考古学は不夜城だ」と誇るし，忙しい合間に良
く原稿をものしておられたが「問題は集中力」が口癖で，走りながらも時間を見つけて仕事をす
るというやり方が身についてしまった。僕自身は満足な四年間であった。
　しかしそのなかで残念なこともあった。これは書いておくかどうか躊躇しているが，実は陳列
室の展示品の幾つかが何と表現するのが的確か苦しむが蒸発，すなわち無くなってしまったこと
がある。鏡をはじめ数点の青銅器などで骨董価値の高いものである。慌てて写真付のリストを作
り，鍵の厳重な管理を学生諸君には伝えたが，なんせ不夜城だから頼りない話である。一度では
なく，複数に渡る蒸発みたいだけど記憶だけに頼る確認だから覚束ない。長い間の蓄積による貴
重な資料であるが，それは知る人は知るだけの記憶だけで伝承され，助手交代に伴って引き継確
認もないのだから，時間が経つほどに記憶は曖昧になっている。この時ほど台帳整備の必要性を
感じとことはなく，前職は資料館勤めだったから容易に台帳モデルは想定できたが，合間仕事に
するにしては膨大過ぎてあきらめざるを得なかったのは今でも心残りである。
　先生方の講義や演習などの座学教育については関知するところでは無かったが，岡崎流教育の
面白さは僕の学生時代からそうであったが，教壇教育を離れたところにあった。研究室の演習室
でもあり学生の溜り場でもある唯一の共用部屋で，偶に５時過ぎから酒盛りをすることがあった。
学生の誰かが誘いにゆくとよっぽどのことが無い限り，もらい物の酒（洋酒が多かった）をぶら
下げて参加し，一緒に楽しんだことが多い。先生は抽象的観念的な話はしないし，また人の悪口
話は言わず，主に考古学畑の先人のエピソードなど人に纏わる具体的な話が多かったがほとんど
知らないことが多かったので面白かった。先生曰く「エピソードを知ると親しみが出て，著書や
論文も手に取りやすいだろう」とのことだったが来訪者があれば必ず学生溜り場に案内し紹介を
するのも「顔をしれば親しみが出て，著書論文が読みやすいだろう」と言うのと同じで，機微を
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弁えた一種の教育であった。教育を教室でするものだけと限定的にしかとらええない学生もいた
かもしれないが，あんまり不平を耳にすることはなく，先生の物まねをして楽しんでいる不埒な
学生もいた。
　学生諸君と街で酒席を共にすることもあった。僕の夜の主戦場は市役所勤め以来中州天神辺り
が多く，大学からはちょっと距離がありそうしばしばという訳には行かなかったが，先生には
「女性を侍らす店に学生は連れて行ってはダメだ」と言われていたので，そうでない店を選んで
のことであった。
　健康的に飲んだのはソフトボールの後の懇親会であった。これは他所とソフトボールを行い，
終了後一杯飲んで懇親を深めるという趣旨であるが，その時のビール代は負けた方がもつと言う
約束での懇親会であった。たしかその時の緒戦は美学美術史であったが楽勝，国史学研究室とも
やったが連勝。学部内に相手がいなくなったので市役所ともやったが，これも勝。十数連勝した
ような記憶があるが，諸方にはただビールをよく飲ませて戴いた。
　その時のメンバーを以下に記して置こう。これを書くために相当電話取材をしたが，みんな結
構うろ覚えだ。みなそれなりに忙しいから守備位置が固定しないところがあるが，記憶にあるぶ
んを記して置く。
投　手：宮内克己（主戦投手。球は遅いが何故か打たれない。もっぱら顔で投げていて，それが

効いているのだと評判だった）
　　　　東潮（結婚したばかりで，新居として東屋に住んでいて，朝から晩までバイトに明け暮

れていた。ために時にしか参戦できないが，中学まで野球少年で甲子園で投げたとのこ
と，球はめっぽう速かった）

捕　手：これがなかなか出てこない。小生もちょっとはしたことがあるけど。
一塁者：岩崎次郎（不動の一塁手。サイレント岩崎なので，連携が難しいところがある）
二塁手：東中川忠美（薩摩っぽの割には剽軽なところがあり，飄々と務めていた）
三塁手：小生
遊撃手：藤口健二（投打においてなかなかの巧者であった）
左翼手：田中良之（口の方が多いけど，後の研究の通り堅実な守備であった）
中堅手：小木野孝司（柄は小柄だったが，足も速く，一番スポーツマンらしかった，考古学・文

化財に行かなかったがどうしているだろう）
右翼手：福尾正彦（ここらになると殆ど覚えてないが，本人が時々出たというから）
　打順はほとんど覚えてないが自分が職権で一番だったことは記憶にある。職権の意味は負ける
とビール代は僕持ちなので酒がらみで言うと九州史学会の現場レベルでの運営は実に滑らかだっ
た。と言うのは，史学科の文化史のＫ，朝鮮史のＩ，西洋史のＯなどの助手は結構年取っていて，
酒もよく飲んでツーカーの関係であった。九州史学会の実務はすべて助手がやっていたが何も問
題はなかった。だけど史学会の委員会になると何にもしないのに一匹ヤジラミのように何時も一
言言う教官がいてムカッとすることもあった。当時の委員会は助手も出席するが陪席で発言は助
教授以上に限られ拝聴するだけの立場だった。それで我々助手は「士農工商…助手」と自嘲気味
に呟いていたりもした。岡崎先生が委員長のとき，先生もいろいろあって件の教官との関係はあ
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んまり芳しくなかったので心配し，実務を担当する助手を掴んでおこうと思ったのだろう，丁度
史学科の助手の集まりがあるのを知り，二次会行くなら先生も時々行く中州の上品なクラブ？を
使ってもいいよとの気配り戴いた。そこのママは財界人とゴルフをするようなセレブ振りで，た
またまママの弟が僕と高等学校の同級生であったこともあって憶えて貰っていた。集まり後の二
次会で早速お言葉に甘え，出かけ，御馳走になった。みんな初めて行くレベルの店であったのだ
ろう，ボーとしていた。先生大分使ったのではなかろうか。もちろん九州史学会が無事終了した
ことは言うまでもない。
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１．はじめに
　2017年12月９・10日の九州史学会に参加した。箱崎キャンパスで史学会が開催されるのは今年
が最後ということで，初日はシンポジウム「九州大学箱崎キャンパスの百年　さよなら箱崎キャ
ンパス」が行われた。私自身は大学院からの入学なので箱崎キャンパスの思い出が主であるが※，
在学・在職をあわせて13年間（1969年４月～1982年３月，その内４年半は馬出医学部キャンパ
ス）過ごした場所となる。

２．思い出の建物
　九州史学会シンポジウム資料（堀賀貴氏発表要旨）に箱崎キャンパスの建築群の建築年代とそ
の建物評価を示した図があった。91～100点の評価は本部建物（本部第一庁舎）・工学部本館，81
～90点は正門・門衛所，本部第三庁舎，旧図書館（取壊し予定に入っている）などで，そのあた
りを九大として保存すべきと考えているのだろうが，その点についての言及は一切なかった。
3D撮影記録保存を強調されて発表されていたが，3D撮影が保存の手段の一つであることは間違
いないが，取壊される建物の構造物としての記録保存とはなにかという事を文化財保護の観点か
ら考えているのか気になった（恐らく考えているのだろうが）。正門から地蔵の森の範囲は九州
大学の歴史を残す地区として保存されるべきであろうと思うが，もし将来この地区の保存が決
まった場合，もし残存していればと残念に思われる建物がある。
　この地区に工科大学が設置された当時の建物が，私が大学院に入学した当時（昭和44年４月以
降）残存しており，なぜか今でも印象に残っている。建物としてあまり評価されなかったためで
あろうか，取り壊されて現在は工学部創立75周年記念庭園になっている。明治44年６月に建設さ
れた工学部事務棟（事務室及付属屋）で，木造平屋造りの擬洋風のこじんまりした建物であった。
地蔵の森に隣接して存在し，そんなに目立ってはいないが，大学創設当時の建物であり残すべき
建物であったと思っている。1969年５月からの全学ストで法文系校舎が封鎖されたため，文学部
事務室が一時仮住まいしていた建物でもある。記念庭園が1986年２月に完成しており，それ以前
に取り壊された事になる。庭園の記念銘板には，“創立以来の木造建築であった旧工学部事務室
跡地”とあり，工学部最古の建物と認識をしていたようであるが。
　木造平屋の建物で，考古学研究室に関係のある建物が農学部に残っている。淡いピンク色の板
壁の建物は今も農学部の鉄筋コンクリート建物群の中で異彩を放っている。昭和６年建築の農学
部熱帯農学研究センター（旧演習林本部）である。1981年７月２日熱帯農学研究センター井上準
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助教授に部屋を借りる挨拶に行き（事前に上で話がついている），翌７月３日に京都大学人文科
学研究所から唐津市宇木汲田遺跡の甕棺が送られてきて，それをそのまま熱帯農学研究センター
に運び込んだ。私には運び出した記憶も，それに関するメモも無いことから，私の退職後に運び
だされたものと思われる。
　この文が冊子になった時には既に取り壊されて存在しないかもしれないが，三畏閣も思い出深
い建物である。昭和12年に建てられた，書院風広間や茶室，庭園のある，和風建築で，郭沫若
「實事求是」（1955年冬）の扁額が一時掲げられていた事でも知られていた。大学構外にあり，保
存利用検討の対象にならなかったとのことで，既に売却済であるという（九州史学会の後で三畏
閣をのぞいたら，玄関にあった「三畏閣」の額は既に外されていた。2018年１月５日より取壊し
が始まっているらしく，１月22日には完全に取り壊され廃材を運び出していた）。この三畏閣は，
学生の時のコンパは必ずと言ってもよいほど利用した建物であった。医学部から戻っての在職三
年間に新入生・進学生歓迎コンパ，追出しコンパは８回行われている。そのうち三畏閣は４回，
残りの４回は蓮池にあった“太陽”で，私の在学中より三畏閣の利用度が減っている。記憶して
いないが，考古学では両者に使い分けがあったのか，“三畏閣”利用は追出しコンパが３回，新
歓コンパが１回であるの対して，“太陽”利用は新歓コンパのみ４回であった。この時の熱源が，
コンロに炭火であったのか，プロパンガスであったのかは記憶にないが，学生の時はコンロに炭
火であったはずで，調理人が居ないので料理は提供出来なく，もっぱら鍋物（すき焼き）であっ
た。蓮池電停前の“太陽”は，しばらく前から利用されるようになった筈で，鏡山猛先生のご長
男が関係していたビル（日本教育開発ビル）に入っていた店である。山間に忽然と出現した高層
マンション群と見まごうばかりの伊都キャンパスに，三畏閣と庭園とを移築すれば，料亭風建物
ながら潤いを与える空間となったかもしれない。
　箱崎キャンパスの重要建物の存廃の結果が，大学の努力の上での結論なら仕方がない事であろ
う。ある友人は，工業高専時代の教授が九大の出身で，“白砂青松”の環境の素晴らしい大学だ
と云われて受験して九大にきてみたら，砂浜はもちろん，殆ど松原も残っていなかったと云って
いたが，大学の発展のためには仕方がない事だったのだろう。もう一つ思い出される事例がある。
医学部解剖学教室が取壊しになる時，医学生全員が学んだ解剖学教室を，1976年永井昌文先生は
せめて講堂だけは残そうと医学部同窓会の協力を得て，曳家工法で医学部構内緑地に残した。そ
の時同じ教室員として嬉しく思っていたが，いつの間にか取り壊されて無くなっていた。最近に
なって医学部医学歴史館を建設し，建物の外観は医学生が全員学んだ解剖学教室講堂をモデルに
したと云う報道がなされた（2015年４月４日開館）。失ってから知るその価値ということであろ
うが，箱崎キャンパスの建物にそのような悔いが残らないようにしてほしいと願っているだけで
ある。
　山野善郎氏が『九州大学百年の宝物』（2011年発行）の中で“宝物は失って初めてその価値に
気づくというが，時流の変化で陳腐化した契約を墨守し全建物を除去するような愚行は，世界文
化遺産登録の見地からも絶対に避けて戴きたいと心から願う。（p203）”と書いている。
　※既に売却され，再開発の進んでいる六本松地区は，1969年10月14日の教養部封鎖解除を正門の対岸の歩道か
ら見ていたのと，1981年４月以降教養部の非常勤講師として週一回通っていただけの思い出しか無く，六本
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松の校舎群が無くなっても何の感情も起こらず，かえって早く売却できてよかったと思っていたが，箱崎キャ
ンパスとなるとその日々荒れていくキャンパスを見るのはつらいものがある。九大の移転が本格的になり，
工学部の校舎群が廃屋になり，入口がベニヤ板で閉ざされ，窓にもベニヤ板が貼られた建物群は，廃墟マニ
アなら好む風景であろうが，大学の発展のためには仕方がないことであると思ってもやはり寂しかった。そ
れも既に無い。

３．1979年４月～1982年３月の出来事アラカルト
　1979年４月から1982年３月の三年間が，私の考古学研究室在職期間である。
　その前の４年半（1974年10月～1979年３月）は医学部解剖学第二講座永井昌文教授のもとに助
手として在職していた。永井昌文教授の元で1979年１月26日～３月12日の間，鞍手町新延貝塚の
発掘調査，それが終わってすぐの３月14日から山口県吉母浜遺跡の調査に関わり，そのさ中に医
学部解剖学教室から文学部考古学室への異動が告げられた。そして４月２日（月）から文学部に
出勤した。当時，考古学講座には岡崎敬教授，西谷正助教授，九州文化史研究施設に横山浩一教
授が在籍されていた。
　さて，依頼の主旨からいうと助手時代を編年的に記述することが求められているのであろうが，
その準備も無いので，アラカルト的に備忘録的な文を残しておきたい。ただ，本文は，私の記憶
と手元のメモに基づいたもので，他の人に問い合わせなどをして調整したものではない。従って，
記憶違いもあるかもしれない。
　この世には，個人が関係した事で，個人の記憶とともに滅びてしまうことも，多数存在する。
なかには，学会にとって重要事項もあるだろうし，だからこそ先人たちへの聞き書き調査も行わ
れる事に意義があるのだろう。しかし，ここに記載する事項は，個人の死と共に忘れ去られても，
学会の動向には何の影響もない事項ではある。

【九州大学文学部考古学研究室移転の事】
　考古学研究室卒業生のなかで，旧考古学研究室を知らない世代が卒業生総数の大半を占める事
態となってきている。私自身は，旧研究室時代に在籍・在職しており，旧研究室の陳列室での諸
先輩の武勇伝には立ち会っていないが，甕棺がずらっと並ぶ風景は，東日本から来た自分だけに
印象が非常に強かった。その旧研究室（陳列室）の形態が維持できなかった事を残念な記憶とし
て残っている。
　ある日，岡崎教授から研究室を移転する事に決まったから準備をするようにと言い渡された。
総面積は三分の二程に減らされるとあって，何とかならないかと聞いたが，決定事項であるとし
て，変更は叶わなかった。当然陳列室の現有面積の確保は無理であり，そうであるなら，遺物陳
列棚は最小スペースとして，他は収蔵庫としてスチール棚にパンケース（遺物収納）を置き面積
を減少させ，その分学生のいるスペースを現在以上に確保する方針として，計画を立てた。医学
部に在職していた時，自然光も取り入れられる写場が便利だったので撮影台を購入し，暗室とと
もに新たに設置した（現在は倉庫になっている模様）。書庫にも学生が調べ物をできるスペース
を確保できるようにした（本を置くスペースになっている模様）。しかし，以上は計画に基づい



― 57 ―

第３章　1979年４月から1982年３月の考古学研究室の事ども

て部屋割工事をした迄であって，実際に移転を実行したのは，田崎博之氏であり，実際に新しい
研究室での経験はない。
　以上は，横山浩一先生の追悼文集に載せるつもりで2006年に記憶に基づいて書いたものである
が，今回調べなおしてみると，経緯に若干の思い違いがあったようである。メモに依る経緯は，
1980年２月３日に岡崎先生に移転計画を知らされ，岡崎・西谷先生と共に移転計画を立て，翌２
月４日に恐らく学生？に計画を説明しているようである。５月13日に移転先の部屋割り図面を作
成し，移転にかかる経費（物品の経費）などを計画に基づいて計算し，12月１日に見積書を提出
している。1981年５月16日先の見積に基づいて実際に購入する物品のカタログを会計課に提出し
ている。1982年３月１日になって移転のための荷造りを始めている。研究室分は３月６日までに
ほぼ形がついたようで，３月８日には岡崎教授室の荷造りをしている。３月16日研究室荷物の引
越作業を行っている。以上は，研究室の移転作業の経緯であるが，陳列室の移転作業には取か
かっておらず，その作業は次期助手の田崎博之氏によるものである。ただこの移転作業は，私が
その３月で退職するための荷造りとも重なりかなり大変だった事も思い出した。
　私が退職した次の年度（1982年４月以降）から旧研究室は文学部会議室になり，移転した新し
い研究室も36年５ヶ月で箱崎キャンパスから伊都キャンパスに移転するという。前回は同じ建物
内での移動であったのでそれほど違和感はなかったが（移転は退職後であるので部外者としての
感想となるが），全く新しいキャンパスで，なおかつ箱崎キャンパスが消滅してしまう事に寂し
さを感じるが，新しい創造と発展に希望を託す以外にない。

【在職中に調査した遺跡の事】
　在職三年間で以下の遺跡の調査を考古学研究室として行っている。
大友遺跡（佐賀県呼子町）　　　　　1979年７月22日～８月12日
松崎遺跡試掘調査（長崎県勝本町）　1979年10月５日～10月７日
浜崎貝塚（熊本県津奈木町）　　　　1979年10月22日～10月26日
壱岐鬼屋久保古墳・松尾古墳石室実測調査（長崎県）　1979年12月14日～12月20日
串山ミルメ浦遺跡（長崎県勝本町）　1980年10月16日～10月27日
唐津・東松浦離島調査（佐賀県）　　1981年７月21日～８月８日

①考古学研究室に異動になる直前まで（1979年１月26日～３月12日）
　医学部永井昌文教授の関係で鞍手郡新延貝塚を考古学研究室の学生の協力を得て発掘している。
終了直後考古学研究室に異動したため，考古学研究室で遺物整理と報告書作成業務を行うことに
なった。幸い発掘調査に従事してくれたのが全員考古学研究室の院生・学部生であったので考古
学研究室で行うことができた。ただ，全て土嚢に入れて持ち帰った貝層は考古学研究室で処理す
るには能力を超えていたので，一部解剖学教室で行ったが，大部分は当初から関係していた県文
化課栗原和彦氏の配慮で，九州歴史資料館で行った。1979年８月21日九大から4.5ｔトラックで
二往復して貝層を運び，九歴の岩瀬正信氏の指導の下で貝類洗浄と遺物抽出を行った。私も週一
回ほどの頻度で九歴に通ったが，殆どの貝類の処理は学部学生の田口真理・矢野佳代子さんに
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壱岐松崎遺跡調査（1979年10月６日）

壱岐松尾古墳調査（1979年12月５日）
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行ってもらった。洗浄・遺物選択が終わった貝類は，九歴隣の九州国立博物館誘致予定地の谷間
に廃棄し，1980年１月21日選択した遺物を考古学研究室に運んでいる。貝を大量廃棄した場所は
現在九州国立博物館の敷地になって埋め立てられている筈である。報告書は田中・宮内君が中心
になり研究室学生のほぼ全員の協力で完成し，1980年７月30日に完成納品されている。（発行年
月日は1980年３月31日付）
九州大学考古学研究室1980『新延貝塚　福岡県鞍手郡鞍手町新延所在縄文時代貝塚の調査』鞍手町教育委員会。
［発掘調査参加者］助手：木村幾多郎・那須哲夫，院生：田中良之・宮内克己，学部生：沢下孝信・山田克己・
鮫島泰夫・田口真理・杉村幸一・松永幸男，為貞由紀・小野由美子・村上順子・市橋重喜・久保智康・御幸倫
世・高橋学時・田中秋郎・藤井伸幸。
遺物整理に加わった者：矢野佳代子・河野真理・仁田脇伴代（学部学生）

②大友遺跡第３次調査（佐賀県呼子町）1979年７月22日～８月12日
　呼子町の大友海岸の砂丘上に在る弥生時代前期からの埋葬遺跡で，藤田等先生が調査主任とな
り，九大からは永井昌文教授・木村幾多郎・田中良之（助手），岩永省三・田崎博之（院生），種
定淳介・市橋重喜（学部生）が参加している。人類学として永井昌文教授が調査指導委員に名前
はあるが，調査委員長である長崎大学内藤芳篤長崎大学教授が実質担当している。私は人骨の実
測取上げに関係はしたが，報告書では埋葬人骨が着装していた南海産貝製貝輪の報告を担当して
いる。但し，貝輪の実測図作成は木下尚子さんにお願いした。第４次調査（1980年８月５～21
日）も実施されたが私は実質参加していない（名簿には載せられているが）。九大からは田崎博
之・中山豪君が参加したことになっている。調査には佐賀県文化課に就職していた東中川忠美氏
（1976年修士修了）の支援が大きかった。
九大参加者：木村幾多郎・田中良之，院生：田崎博之・岩永省三，学部生：種定淳介・市橋重喜。
呼子町教委1981『大友遺跡』呼子町文化財調査報告書第１集。

③松崎遺跡試掘調査（長崎県勝本町）1979年10月５日～10月７日。宿舎：国民宿舎壱岐島荘。
　勝本町の委託で試掘調査したもので，勝本町教委の須藤資隆氏（後の壱岐市教育長・壱岐国博
物館館長）に大変世話になっている。港湾関係工事の事前調査のための試掘調査である。海面下
の遺跡で，干潮の間を縫っての調査であったが，縄文土器片は採集できるものの，明確な縄文時
代の包含層は検出出来なかった。
　この時，業務終了報告に以前採集されて曽畑式とされてきた土器小片の拓本も掲載したが，こ
の土器片は田中良之さんが韓国の櫛目文土器そのものであると初めて認定した土器片で，当時と
して画期的なことであった。その説明は十分説得力のあるものであった。韓国の櫛目文土器の出
土は壱岐では唯一の例となる。九州本島にいちばん近い例としては，佐賀県小川島貝塚出土例が
ある。
参加者：西谷正・木村幾多郎・田中良之，院生：宮内克己，沢下孝信，学部生：山田克己。
地元参加者：須藤資隆・横山順・中上史行・松永泰彦。
木村幾多郎1979「松崎遺跡試掘調査概要報告」（手書の業務終了報告）
（勝本町教委2003『松崎遺跡　湯の本漁港地域水産供給基盤整備工事に伴う緊急発掘調査』勝本町文化財調査報
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告書第11集の７～14ページに「第Ⅲ章試掘調査の概要」として再録されている）。

④浜崎貝塚（熊本県津奈木町）1979年10月22日～10月26日　宿舎：湯ノ児温泉苓洲旅館
　大雨で家の後ろが崩れて貝層が露出したので調査をしてほしいと熊本県文化課を通じて依頼さ
れたもの。崩壊した貝層面の調査と，貝層の広がりが予想される地点にトレンチを開けた。縄文
時代後期中葉の貝塚でそれほどの広がりは確認できなかった。未報告。
参加者：木村幾多郎，沢下孝信，市橋重喜。（熊本県文化課）松本健郎。

⑤鬼屋久保古墳・松尾古墳石室実測調査（長崎県壱岐勝本町・郷ノ浦町）
　1979年12月14日～12月20日　宿舎：旅館亀岡。
　勝本町と壱岐郷土館の委託で，壱岐国研究会が古墳石室実測調査したもので，勝本町須藤資隆，
壱岐郷土館横山順氏に大変世話になっている。壱岐国研究会は岡崎敬先生が壱岐島調査のために，
九州大学考古学研究室と地元研究者とで組織したものである。鬼屋久保古墳の線刻画について，
一般的は鯨伏の地名とあわせて捕鯨の様子を描いたものとされてきたが，古墳と同時代の線刻画
とすれば在り得ず，大形魚捕獲の様子を表したものと報告したが，ある高名な先生からロマンが
ないと否定されてしまった。考古学は，やはりロマンだったのだ？
参加者：木村幾多郎：福尾正彦・岩永省三，松永幸男・田中秋郎・福元寛・中山豪。
壱岐国研究会・九大考古学研究室1981『郷ノ浦の古墳　鬼屋久保古墳・松尾古墳石室実測調査報告書』壱岐郷
土館報第２集。

⑥串山ミルメ浦遺跡（長崎県勝本町）1980年10月16日～10月27日　宿舎：一富士旅館。
　本来私が現場担当すべき遺跡であったが，朝日新聞社主催（岡崎敬教授ほか監修）「邪馬台国
への道展」の関係と，鏡山猛先生古稀記念論文集献呈式が行われるため，調査予定の全期間壱岐
に滞在することが不可能であったため，聴講生平川敬治君に現場を任せた。私自身は10月16・17
日，10月23～27日現地に滞在した（10月19日鏡山猛先生古稀記念論文集献呈式，10月20日「邪馬
台国への道展」岩田屋（展示撤去），10月21日熊本鶴屋（展示作業），10月22日岡崎敬・佐原真氏
の講演会，10月27日壱岐→博多→熊本鶴屋展示撤去）。
　九大の調査では目ぼしい遺構・出土品は無かったが，長崎県文化課が行った第２次調査（1988
年10月13日～11月17日）では，九大発掘区の直ぐ隣から，亀卜関係や漁撈関係の良好な資料が発
掘されている。
参加者：西谷正・木村幾多郎，院生：田崎博之・岩永省三，学部生：市橋重喜・石本昌義・唐沢陽司・河野真
理，副島康司・寺師雄二・中山豪・仁田脇伴代・福元寛・矢野佳代子。聴講生：平川敬治。
勝本町教委1985『串山ミルメ浦遺跡　第１次調査報告』勝本町文化財調査報告書第４集。

⑦唐津市・東松浦郡離島調査。1981年７月21日～８月８日，宿舎：国民宿舎呼子ロッジ。
　この調査では，離島調査班と，古墳調査班（担当：院生沢下孝信）が組織された。縄文時代研
究者である沢下君に悪いと思いながら古墳調査班を担当してもらい，私はかねてから望んでいた
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離島調査班の担当として調査に加わった。この時も，調査には佐賀県文化課の東中川忠美氏の支
援が大きかった。調査した島々は，馬渡島，加唐島，加部島・小川島・神集島である。なお，松
島も踏査をしたが遺跡遺物は発見出来なかった。それらの島々は地元の考古学研究者・唐津東高
校などが調査を行ってきた地域で，調査の主眼は既出土遺物の実測資料化と，全島の踏査であっ
た。
　ただ，神集島学校東２号墳は石室の開口・実測調査を行った。事前に把握していた情報では竪
穴式石室と認識していたので蓋石を外したが，天井石を開けてみると竪穴系横口式石室であった。
天井石を外したとき，集落の方から手に鎌を持ち怒りの形相をしたご老人が駆け上ってきた。理
由を聞くと，“神功皇后様が三韓征伐に向かうとき腰かけた石”と伝えられているもので，それ
を動かすとは何事かという事であった。こちらの全くの情報不足からきたもので，謝って何とか
許してもらった。
　加部島の瓢塚古墳は前方後円墳とされていたが，調査記録・現地踏査等を検討して円墳の可能
性が高いと報告したが，未だ一般には前方後円墳と認識されているようである。
　小川島貝塚は唐津東高校の調査（1975年８月５～９日，富桝憲次担当）に木村・田中が参加さ
せてもらった遺跡で，唐津東高校から報告書が出版されているが，再度整理しなおして報告をし
た。韓国新石器時代後期土器片（無紋・把手付，搬入品，九州本島に一番近い場所での出土品）
が出土しており，注目される遺跡でもある。この土器に関しては無紋の把手付土器で発掘当初か
ら気になっていて，当時韓国の土器に関して身近で一番詳しい藤口健二さん（1978年３月博士課
程中退，故人，当時佐賀県立博物館勤務）に，韓国の土器ではないかと尋ねた。藤口さんは慎重
な人でそれらしいニューアンスを示しながら明確に韓国の土器だとの返事は貰えなかった。しか
し気になっていたので人に聞いたり報告書を見たりして，韓国新石器時代後期から晩期の土器と
確信をもつことができた土器である（木村1982・1992）。なお発掘の成果は朝日新聞社主催『邪
馬台国への道展』でも利用させてもらっている。
　仁孝宰先生の項でも記述しているが，先生は全調査に参加され，加部島田島神社宝物館での遺
物実測調査では，先生が実測参加を希望したので，田崎博之君の補助で実測図を作成してもらっ
ている。
　報告書は退職後の４月に刊行されている。編集者福田啓三氏の話では執筆者には三冊贈呈する
といわれていたが受け取ったのは一冊のみであった。岡崎先生からは二冊は他の人にやったから
と，いとも簡単に言われてしまった。執筆者でないと本は貰えないだろうということで，唐津地
域で世話になった先生方の名前を実際の執筆者と連名で入れておいた。当然先生方は三冊受け
取ったと思われるが，それはそれで良いのであるが，先生方に敬意を表して連名の最初に名前を
載せておいた。ところが，他の人が引用する時に“Ｔ（筆頭に載せた先生の名前，実際には報告
書作成に関与していない）ほか1982”となってしまった。気が付いてから以後は，実際の執筆者
を最初に載せるようにしている。
離島調査班
参加者：木村幾多郎，仁孝宰，院生：福尾正彦・田崎博之・藤尾慎一郎，学部生：田中秋郎・副島康司，聴講
生：平川敬治。地元：富桝憲次・原口泱泰・可児哲司。地元手配：東中川忠美。
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木村幾多郎ほか1982「Ⅶ．島嶼の遺跡と生活」『末盧国　佐賀県唐津市・東松浦郡の考古学的調査研究』唐津周
辺遺跡調査委員会，六興出版。
木村幾多郎1992「把手付土器の二者」季刊考古学38，p74，雄山閣，東京。

　以上の諸遺跡の内，②大友遺跡（谷直子），⑥串山ミルメ遺跡（関戸秀樹），⑦唐津湾沿岸の離
島の調査（鈴木克・山口小百合）の遺跡は，九大総合博物館公開展示図録に解説が載せられてい
る。
九州大学考古学研究室2004『倭人伝の道と北部九州の古代文化　九州大学所蔵考古学資料展図録』平成16年度
九州大学総合研究博物館公開展示，福岡。

　以上の発掘調査以外にも三件の遺跡調査指導委員会に関係していた。医学部解剖学教室時代か
ら引継いだもので，行橋市前田山遺跡（1977～1979年頃），下稗田遺跡（1979～1985年頃），宇美
町観音浦古墳群（1979年頃）である。行橋市の遺跡は，同市竹並遺跡に考古学研究室（佐田茂助
手）が当初から関係していた流れからである。私自身は永井昌文教授が人類学者として埋葬人骨
に関わっていたため，先生の代わりに委員に加わっていたようなものである。前田山遺跡では遺
跡調査には九大から田崎博之・水島稔夫・長津宗重・伊崎俊秋・福尾正彦・杉山洋君等が調査に
参加している（殆どの期間は，私が解剖学教室在職中）。整理作業には田崎・水島君が参加し，
また1978年～1980年には弥生時代貯蔵穴出土の貝層の洗浄選別を学部学生の田口真理さんにお願
いしている。
　下稗田遺跡発掘調査には考古学研究室の学生は参加していない。
木村幾多郎1982「北部九州の弥生時代貝塚」『森貞次郎先生古稀記念古文化論集』pp385～411，福岡。
行橋市教委1987『前田山遺跡』行橋市文化財調査報告書第19集，行橋。

　考古学研究室在職中ではなく下條信行助手時代の調査で，本来私が記述すべき事柄ではないが，
解剖学教室の永井昌文教授にちょっと遊びに行って来いと言われて参加した遺跡がある。岡崎敬
教授の文部省総合科学研究費「東アジアよりみた日本古代の墓制の研究」の調査で，カラカミ遺
跡第1次調査（1977年３月13～22日）である。従ってお客さん（研究分担者では無いという事）
としての参加の筈で，私もその心算で日程をこなしていた。ただ終盤になって第７トレンチで良
好な貝層が検出されお客さんとも言っていられない事態となった時点で時間切れとなり調査に一
応の決着をつけ終了した。貝塚部分の調査が不十分だというので第二次調査（同年７月20～29
日）が計画された。調査責任者は西谷正助教授であり，現場担当者は下條信行助手であった。私
は第1次調査のからみと，永井教授に夏休みのつもりで行って来いと言われ参加した。参加者は
教官として西谷・下條氏，学生として岩崎二郎・田中良之・田崎博之・佐藤浩司・山田克己君と，
お客さんとしての私であった。しかし全期間調査に従事したのは木村・田中・田崎・山田であり
（岩崎・佐藤君は途中で抜けている），西谷先生は最初と最後の二日間ずつ，下條さんは24～27日
の三日半であった。そのような状況で，お客さんの私がいつのまにか現場担当者のような立場に
なってしまった。そして，1977年12月11日昭和52年度九州史学会大会発表の任まで負わされてし
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まった。発表の準備では，地形図のトレースから，整理の終わった代表的な土器の実測図まで，
田崎博之君に行ってもらった。解剖学教室の那須哲夫助手に写真撮影をお願いしている。
　ただ，動物遺存体の整理は解剖学教室の解剖実習室で行い，第１次調査分の整理中にシカ肩甲
骨破片に焼灼痕を見つけ，破片を繋ぎ合わせると一点の卜骨となった。第２次調査では発掘中に
卜骨を検出できた。解剖学講座に在籍しており，動物遺存体の整理（報告書が刊行される前に退
職したので報告は行っていない）と，卜骨の報告は担当者では無いものの，自分の仕事として
行った。卜骨の単独報告は，学部学生の頃から知っていた東京国立博物館の野口義麿先生に依頼
されて「考古学雑誌」に投稿したが，もちろん岡崎・永井先生の勧めもあった。
　第２次調査で，下條さんが帰博する前日の７月26日調査終了後，下條さんが泳ぎに行くぞとい
うので，借りた車（おそらく宿舎の笹塚山荘の車）で西海岸の方に向かった。谷合から海が見え
ると，下條さんはここが良いといったので，谷を下って海に出た。そこは砂浜ではなく砂礫海岸
であったが下條さん一人が海に入った。この時，小礫にまじってサンゴのようなものが沢山あっ
たが，サンゴは沖縄に生息するものだと思っていたので不思議だとは思いながら拾って帰った。
かなりたってから，海流の関係で壱岐にもサンゴが生息することを知り，やはりサンゴだったの
だと知った。下條さんの言がなければその海岸に行くこともなかったし，壱岐のサンゴを認識す
ることも無かったはずである。
木村幾多郎1977「壱岐カラカミ遺跡の調査」昭和52年度九州史学会大会研究発表要旨，p24，福岡。
木村幾多郎1979「長崎県壱岐島出土の卜骨」考古学雑誌64-4，pp1～22，東京。

【集中講義に来られた先生方の事】
　在職中の間に集中講義に来られた先生は以下の通りである。
1980年１月28日～２月２日　近藤義郎（岡山大学教授）「製塩土器について」
1980年６月30日～７月５日　近藤喬一（山口大学助教授）「平安京の古瓦」
1980年12月15日～12月20日　小林達雄（國學院大學教授）「縄文文化」
1981年２月２日～２月７日　近藤喬一（山口大学助教授）（講義内容は失念した）
1881年６月８日～６月12日　鈴木博司「博物館学」
1981年12月14日～12月19日　高宮廣衛（沖縄国際大学教授）「南島考古学」
　個人的な話でいえば，集中講義に来られた先生とほぼ一週間おつきあいをした事は大変有意義
であったと思っている。
　中でも，小林達雄先生は私の卒業した大学の先輩であり，一週間講義の準備を手伝いながら聴
講し，夜も付き合いをさせて貰った。夕食の後，中洲の大砲ラーメンに二度ほど行ったが，そこ
で飲んだ焼酎“伊佐美”がうまかったといって，今度東京に出てくるときに一本持ってくるよう
に厳命された。当時その焼酎は一般の酒店では販売しておらず，大砲ラーメンのご主人に頼んで
一本用意してもらい，次の年の日本考古学協会の折，先生の自宅に持参している。その当時，日
本考古学協会総会の前日，全国の多くの考古学者がそれぞれ地方の手土産を持って先生の自宅に
集まり，宴会をしてそのまま雑魚寝をして泊まっていた。私もそれに倣ったわけである。
　高宮廣衛先生は南島考古学の講義をされ，講義前後のお手伝いをした。永井昌文教授のもとで
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南島産貝製貝輪の勉強をしただけで，沖縄の考古学には特別の興味を持っていなかったが，講義
ノートが残っている。その後九州博物館協議会総会の関係で那覇を訪れた折にお会いしただけで，
定年退職後陶磁器に興味を持ち何度も沖縄を訪れているが，病気療養中で会うことは叶わなかっ
た。雑誌「南島考古」36号（2017年７月14日刊行）の先生の追悼号には追悼文と小論文を投稿さ
せてもらっている。

【考古学研究室来訪者（岡崎敬教授訪問者）の事】
　岡崎敬先生のもとには多くの研究者が訪れている。先生は，多くの場合その先生方を学生のた
むろしている研究室につれて来られ，学生に紹介されている。私の在職中に岡崎先生を訪れたお
もな先生方は以下の通りである。
［主な来訪者］
1979年６月22日（金）　アービング・ラウス（エール大学教授），バーンズ女史。
1979年６月28日（木）　斉藤忠
1979年９月25日（火）　小林行雄
1979年10月13日（土）　宮本常一
1979年10月31日（水）　常書鴻（敦煌文物研究所所長）歓迎レセプション。
1979年11月17日（土）　渡辺誠
1980年９月10日（水）　李健茂（韓国国立中央博物館）
1980年11月１日（土）　中国科学院（西安）馬得志・韓債彬・王仁波
1981年２月25日（水）　中国科学院代表団　歓迎会：全日空ホテル。
1981年５月16日（土）　リチャード・ピアソン　市歴に案内。

　殆どは通常の紹介にとどまり，会話をすることは無いのであるが，1979年６月22日はアービン
グ・ラウス教授とは，岡崎先生他の人達と文学部長室でラウス氏の編年について話あっているよ
うで，その夜は永井昌文・横山浩一教授を交えて，沖縄料理“加那”で会食している。
　メモには無いが，良く覚えている先生に宮本常一先生がいる。1979年10月13日見えた宮本常一
先生と漁 関係の話をしているなかで，北九州市貝島古墳出土の鉄製漁 具を例に出して説明し
たが，後で報告書有無を問われたが，手元に一冊しかなかったので，コピーを先生の元に送った。
　1979年11月17日にこられた渡辺誠先生は，大学は違うが私にとって最も重要な恩師の一人と
いって良い先生である。この時は何の用事で来られたのかは記憶にない（もちろん主目的は岡崎
教授に会う事であったはずであるが）。先生にはこの時以外にも，何回もお会いしているので特
別のメモも残していない。

【『邪馬台国への道』展の事】
　“岡崎巡業団，岡崎サーカス”とも揶揄されたこともある，朝日新聞西部本社企画部主催の全
国６会場をまわる特別展は，前任者の下條信行氏の時に企画されたものらしい。私が関わったの
は1979年12月８日（土）九州史学会懇親会終了後に開かれた「邪馬台国への道展」打合せ会から
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である。下條氏から引継いだわけではなく，監修委員である永井昌文・岡崎敬両教授の助手とし
ての役割で実行委員になったようなものである（下條氏が実行部隊の主体であることには変化な
し）。全体のマネージメントは朝日新聞社企画部の平野公憲氏がおこなっており詳細は平野2012
に詳しい。展示構想・実施に関して実際かかわったのは，“倭の水人，衣と飾り，占いの風習”
の分野で，“倭の水人”では発掘調査に関わった小川島貝塚出土品をメインに，出土遺物を使っ
て海女や漁撈の様子を展示，“占いの風習”では壱岐カラカミ遺跡出土卜骨を中心に写真パネル
も含めて全国的分布を展示した。鏡のコーナーでは大学院生田崎博之君に，須玖岡本遺跡で中山
平次郎が採集した鏡片（星雲文鏡）を，発泡スチロール製板に転写した復元図に鏡片を埋めこん
で鏡を復元してもらった。展示図録は朝日新聞社のカメラマン池松隆一郎氏他撮影の写真を中心
に構成され，それに監修委員の先生方の論文風解説が掲載されているが，以上のような展示内容
そのものは反映されていない。“倭の水人”に関しては，監修委員佐原真先生のアドバイスが大
きく，海中の様子を展示し釣針を実物大の魚（図鑑の写真を切抜く）の前に垂らし，海女は出土
品を持たせて潜りの状況を示した。海中の魚は魚類図鑑に載っているような姿だけでは面白くな
い，正面から見た魚の顔をというアドバイスで，パネルにして吊り下げた。ただ，正面からとっ
た魚が魚類図鑑に載っている筈もなく，池松氏が水槽のマダイの写真を撮ってパネルにしている。
是等は欧米の博物館では普通に行われている展示法だというアドバイスで再現したものである。
実際1982年９月４日にデンマークのオーフス市郊外にある博物館で，佐原先生の言っていた展示
とはこの様なものかと確認している。当時すでに国指定文化財のデパートでの展示は規制されて
いたが，まだデパートで文化財の展示が出来た時代で，平野2012によれば，名古屋・東京・大
阪・京都・福岡・熊本の６会場で172,193人の入場者を数えている。開会の前日に，一日で展示
しレイアウトをして，終了した日の夜展示物を撤去し次の会場に運ぶというかなりハードなスケ
ジュールであった（展示装置は業者が事前に準備し，展示物搬出後に撤去している）。今ではこ
のような展覧会は許されないかもしれない。展覧会の名称「邪馬台国への道」は，恐らく初めて
使用した熟語で，その後多くの展覧会，書籍などで使用されるようになっており，岡崎先生は
“商標登録でもしておけば良かった”と，よく冗談で言っておられた。
平野公憲2012『私の展覧会クロニクル1978‒2009』論創社，東京。
朝日新聞社企画部1980図録『邪馬台国への道』朝日新聞社，福岡。

【仁孝宰先生の事】
　1981年６月11日に仁孝宰（当時ソウル大学校副教授）先生が留学のため考古学研究室に来られ
た。その時研究資料として，先生が発掘調査された鰲山里遺跡出土遺物を持参され，その後帰国
にあたって，考古学研究室に遺物を寄贈された。留学終了は1982年３月で，私の助手任期終了と
同じで，３月20日に“平和楼”で一緒に送別会を開いてもらっている。先生の持参された資料は，
結合式釣針の石製軸部と，曾畑式土器に類似した土器片であった。石製軸部は東三洞貝塚出土品
をサンプル氏の報告（L.L.Sample1974）で知ってはいたが，実物を見ての最初の印象はこれで釣
針になるのか？と思ったのも事実。その当時，私が後で韓国結合式釣針に関して論文を書くとは
想像すらしていなかった。
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　先生が留学中，1981年７月21日～８月８日の全期間，考古学研究室の唐津・呼子地域の離島遺
跡遺物調査に参加された。夏場の気温は，韓国ソウル付近とは大分違うらしく，頻繁に“オー・
アイゴー”と言い，かなり大変そうだったが，それでも船に乗って各島々を回り，遺跡を踏査し
たり，遺構・遺物を実測したりした。先生にとっては遺物の実測は慣れていないらしかったが，
積極的に実測を習おうとしており，指導は大学院生の田崎博之君にお願いした。先生は，ソウル
大学校の海南島調査の経験があり，積極的に動けたのだろう。期間中外に飲みに出ることが何回
かあったが，その時先生は必ずHineken ビールであった。その当時日本のビールに比較して高
かったが，支払いは当然私になった。ただ，その貸？はその後の訪韓の度に返してもらい？それ
以上の恩恵に被っている。
　先生が，留学を終えて帰国後，鰲山里遺跡を見に来ないかとの誘いがあり，文学部を退職して
暇になっていたので，1984年10月に親友の島津義昭氏を誘って初めて訪韓し，鰲山里遺跡を案内
してもらった。鰲山里遺跡から住居址が検出されており，それが層位的に重なった状況で住居址
が検出されたことを報告書で拝見し，砂丘の中でこんなにうまく住居址が検出できるのだろうか
と些か疑問に思っていた。しかし，現地で発掘された住居址を見ると，床面が円形に粘土で固め
られて中央に炉があり，これでは間違い様がないと納得した。
　訪韓の度に，先生にはお世話になったが，1988年９月韓国烏耳島貝塚の見学に誘われ，島津氏
と訪韓し，仁川国際空港建設予定地の広大な敷地内の小島の貝塚の見学後，近くの鮮魚店で魚を
購入して，先生のお宅で島津氏が包丁さばき良く刺身に料理して飲んだ事は印象に残っている。
　1983年12月11日に木村・島津義昭・田中良之・新東晃一・松永幸男・中村修身・高木正文・小
池史哲の８名（そのうち田中・松永両氏はすで物故者になっており，相談したファミリーレスト
ラン“サンデーズサン”も既に無い）で立ち上げを相談した縄文研究会（発足時は“九州”を冠
していない）が，日韓新石器時代合同研究会を1995年８月26日対馬で第一回大会を開催し，その
後隔年交互に開催するようになった事については仁孝宰・鄭澄元両先生によるところが非常に大
きい。

【中国旅行の事】
　在職期間中，以下の二度の中国旅行に参加している。
①1980年９月30日（火）～10月12日（日）　九大文学部友好訪中団（西安・敦煌）旅行
②1981年10月２～14日　日本考古学者友好訪中団（中国東北地方）旅行
　①は，文学部の教官を中心に組織された旅行で，私の初めての海外旅行であった。当時は特定
の旅行社しか中国旅行が組めない時代からやや緩和された頃で，日通渋谷航空支店（日通旅行
社）がツアーを組んでいる。とは言っても“友好訪中団”という冠を付けないと中国旅行が難し
かった時代でもある。中国文化大革命（1966～1976，終息宣言1977年）から３年程しか経ってお
らず，文化財に対する破壊の爪痕も生々しく残っていた頃である。参加者は今井源衛（文学部
長）先生を団長に，鈴木広（社会学），越智重明，川本芳昭，冨田健之（東洋史），三枝壽勝（朝
鮮史），西谷正，木村幾多郎（考古学）に，一般の方三名（今井先生の奥様，横山善光夫妻）で
あった。上海（上海市博物館ほか）・敦煌（莫高窟ほか）・酒泉・蘭州（甘粛省博物館）・西安
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中国西安華清池（1980年10月10日）

中国社会科学院考古研究所（1981年10月13日）
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（陝西省博物館・秦始皇帝陵・半坡博物館ほか）など盛りだくさんの行程であった。敦煌月牙泉
では砂に埋もれた文革の破壊の址を目にしたが，三日月湖は砂漠のオアシスそのままの姿を見せ
ていた。越智先生は海外に出かけたら必ず？現地の散髪屋に行くのだといって，今回の旅行でも
何処の都市であったかは覚えていないが散髪屋にいっている。言葉が通じれば，現地の民情を知
る一番良い手段だったのだろう。
　②は，岡崎敬教授を団長に訪中団を組織したもので，考古学の西谷正助教授がすべてのマネー
ジメントを行っている。参加者は岡崎敬団長，西川宏副団長，西谷正秘書長，漢鄭徳，工藤雅樹，
菊池義次，永島暉臣愼，春成秀爾，東潮，大貫（小川）静夫，早乙女雅博，松村一良，常松幹雄，
赤崎敏男，木村幾多郎であった。
　旅行は中国東北三省の博物館（吉林省・遼寧省・黒竜江省他の博物館で館長などの研究者と懇
談している）や遺跡（双陀子遺跡，営城子壁画墓，北陵・瀋陽故宮博物院・新楽遺跡・顧郷屯遺
跡など）を見学する旅行であったが，最後に中国科学院考古学研究所を訪れ，岡崎先生の人脈で
夏鼐所長ほか，王仲珠，安志敏氏らとお会いすることが出来た。その席に北京大学に留学中の河
上邦彦（橿原考古学研究所），岡村秀典（京都大学），谷豊信（東京大学）氏ほかが同席していた。

【九州考古学会の事】
　私が，九州考古学会の事務をし，雑誌を刊行したのは，1980年から1982年間九州大学文学部考
古学講座の助手として勤務していた三年間である。初年度（55号）は，従前の体裁（創刊以来，
秀巧社印刷・福岡印刷の活版印刷。下條信行氏により内部の体裁・活版印刷はそのままで，表紙
が付けられた。）のまま発行したが，活版印刷では経費がかさむのが悩みの種となった。しかし，
当時すでに発掘報告書は写植印刷になっており，活版と殆ど差の無いまでになっていた。小田富
士雄先生が担当されていた時代は，活版印刷でないとすれば，タイプ印刷であり，やはり雑誌の
品格を維持するには活版以外にはないと考えて活版印刷を維持し続けてきたのであろう。編集後
記に“創刊以来続いてきた体裁を変える事に，異議を感じる会員もおられるでしょうが，経費と
の関係・印刷技術の進歩もございますので御了承願いたく思います。”と書いているように，活
版印刷に私自身何らかの重圧を感じていた事も事実。
　字数など体裁は，当時購読していた『民族学研究』に採り，各原稿初頁に著者のローマ字表記
と肩書きを入れ，各ページ上に号数と論文名を記載した。雑誌裏表紙には英文表記のタイトル
（JOUNAL OF THE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY OF KYUSHU）・論文名を印刷した。また，
表紙には当時国立国会図書館から案内がきていた ISSN 番号を記入して，活版から写植へと質を
落とした代わりに，体裁だけでも学術雑誌風にしたつもりであった。
　さらに，表紙の「九州考古学」のタイトルが，活字体ではあまりにも味気ないので，中山文庫
に入り込んで中山平次郎先生の自筆文から採字しようと試みたが成功せず，その話を飲み屋の席
で当時県文化課に勤務していた柳田康雄氏に話したところ，うちの母親が書道をしているので書
いてやっても良いというので依頼した。そのうちに忘れている間に編集の任から下りることに
なってしまった。忘れていた頃，次の編集者による号（58号）が送られてきた。タイトルをみて
驚いた。活字体から墨書体に変化しており，了解した。編集の田崎博之氏の話によると，柳田氏
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から突然渡されたという。

【九州史学会と九州考古学会の関係の事】
　九州史学会と九州考古学会はその拠って建つ基盤が異なるのに，なぜか慣例として九州史学会
の大会が，九州考古学会の大会を兼ねた状態で運営されてきていた。従って，雑誌『九州考古
学』の巻末には当該年度の九州史学会の発表要旨が掲載されるという奇妙な事態が続いていた。
初年度は雑誌体裁と同じく従前の慣例のまま発表要旨を掲載したが，次年度からは，掲載をしな
いことはもちろんのこと，九州考古学会会員への九州史学会の案内の発送を停止した。当然，会
員からは“九州史学会の案内が来ないが”という問い合わせの電話があったが，別組織である旨
の説明をして，了解をしてもらった（この事情がもっぱら九州史学会側の経済的理由によること
を承知している）。学会発表は他の講座と同様，院生の発表の場を増やすことに主眼をおいた。
　しかし，次の編集者からまた元にもどり，1992年の完全分離まで継続していたのは，ご存知の
通り。分離後，はじめて2005年12月九州史学会考古部会を覗いたが，これでやっと当時考えてい
た状態（考えていた以上のレベル？）になったのを感じた。ちなみに，2017年12月10日の九州史
学会考古学部会は，集中講義に来られた大阪大学高橋照彦先生を除く全員が九州大学考古学関係
在籍者（4）か卒業生（6）であった。

【祝賀会の事】
　在職中，祝賀会と称する宴会を多く経験しているが，主なものは以下の通りである。
1979年６月16日（土）　『宗像・沖ノ島』出版記念会。（於）西鉄グランドホテル。
1980年２月７日（木）　岡崎敬教授学位取得記念祝賀会。（於）福壽楼。
1980年10月19日（日）　鏡山猛先生古稀記念論集献呈式。（於）記録・記憶になし。
1980年10月19日（水）　永井昌文教授講座担当10周年記念祝賀会。（於）海峰。
1981年３月14日（土）　鏡山猛先生　叙勲・退職　記念謝恩会。（於）都ホテル。
1982年４月24日（土）　森貞次郎先生頌寿記念祝賀会（古稀記念論文集献本式）。（於）ホテルス

テーションプラザ。（この祝賀会は，退職後であるが，在職中に準備に
参加しているので記載）

　以上の先生方は何れも黄泉の国の住人となってしまっている。
　漠然とした記憶では，西鉄グランドホテルの利用が多かったような気がしていたが（確か，森
貞次郎先生還暦記念，鏡山猛先生退官記念は西鉄グランドホテルで行った筈），この時期はあま
り多くないようである。その代りホテルステーションプラザが多くなったような気がしていたが，
それほどでもないようである。記憶の曖昧さを認識した。

【林崎价男さんの事】
　林崎さんは，私が1969年４月大学院に入学した時には既に文学部に在職していた筈である。主
に美学美術史研究室の写真撮影をしていた写真技師で，通常文学部の写真室のある図書掛にいた。
林崎さんの話によれば文学部に就職する前は競馬の写真判定の仕事をしていたとのことであった。
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いろいろ話を聞いたが覚えていない。
　鏡山猛先生は模型飛行機で航空写真を撮っていたがその手伝いをしたり，その他の写真撮影も
依頼していた筈である。岡崎敬先生は論文の図版やスライドのために，写真複写をよく林崎さん
に依頼していた。研究室の仕事としては，岡崎先生が進めていた「末盧国」の報告書準備のため
1979年10月22日に岡崎敬先生，下條信行氏と私と院生７名に林崎さんが加わって，佐賀県立博物
館に松浦地域の出土遺物の実測・写真撮影に行ったが，その時の写真は林崎さんが撮影している。
また，1981年７月９日に林崎さんの運転する車で，佐賀県浜玉町，唐津市，呼子町，鎮西町の各
教育委員会を訪問している。これは，同年７月21日から８月８日東松浦・唐津地域離島および古
墳調査の事前挨拶及び準備のためであった。岡崎先生と私と沢下孝信君が同行している。
　私も個人的に幾つか写真撮影を依頼した気もするがハッキリ記憶していない。ただ，一つだけ
記憶していることがある。私が雄山閣『縄文文化の研究』10巻「中山平次郎論」の原稿依頼を受
けた時のことである。原稿の依頼は1981年１月12日付で受けており，完成原稿を1984年１月24日
に速達で雄山閣に送り，本は1984年４月20日付で刊行されている。林崎さんに依頼したのは，本
に掲載するために中山文庫に保管されている「中山平次郎」肖像写真の複写である。キャビネ判
の焼増を数枚受取り，フィルムは研究室に置いてきたはずで，その写真はその後何回か使用され
ているようである。ただ，私は1982年３月で退職しているので，林崎さんへの写真複写の依頼は
1981年１月から1982年３月の間となるはずである。全く自慢にはならない話であるが，その時私
の書いた「中山平次郎論」は，未だかつて誰にも引用されたことが無い。後の，岡崎敬先生の
1985『中山平次郎集』日本考古学選集11築地書館の解説文，小田富士雄先生の1988「中山平次郎
論」『弥生文化の研究11』は良く引用されているのに。内容がつまらないと判断されているのか
も知れないが，弥生時代の初期研究者として知られている中山平次郎の人物論が『縄文文化の研
究』に掲載されているとは誰も思いつかないことなのかも知れない。
　文学部退職後約12年半後に林崎さんと一緒に仕事をしている。1994年８月当時勤務していた大
分市歴史資料館の“府内及び大友氏関係遺跡の総合調査”の一環として大山寺および柞原八幡宮
周辺の仏像調査を九州大学文学部美学美術史研究室に委託した。その折，菊竹淳一教授以下学生
と写真技師として林崎さんが来られ，８月９日から８月13日の間一緒に仕事をしている。一部資
料館に運び込んで撮影しているが，現地での写真撮影であるのでその装置に手間がかかったが綺
麗に撮影をしてもらっている。林崎さんは相変わらず若々しかったことを記憶している。
木村幾多郎1984「中山平次郎論」『縄文文化の研究』10，pp179～187，雄山閣。
大分市歴史資料館1994「大山寺および柞原八幡宮周辺の仏像調査」Funai 府内及び大友氏関係遺跡総合調査研
究年報Ⅲ」pp6～22，大分。

４．さいごに
　2017年10月21-23日の日本考古学協会平成29年度宮崎大会参加の後，宮崎市“生目の杜遊古館”
で遺物を調査させてもらったが，その折宮崎市に就職していた中山豪君の消息を尋ねたら，亡く
なったといわれ驚き，さらに宮崎県内に就職している寺師雄二君の消息を尋ねるとまた亡くなっ
たとの答え。二人とも1982年３月の卒業で，私の助手時代最後の卒業生でもある。在職中の1981
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九州大学卒業式後（1980年３月27日）

九州大学卒業式後（1981年３月27日）
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年３月に卒業した市橋重喜氏も若くして亡くなっている。市橋君は下條信行前助手の時から，そ
の人柄の良さから目を掛けられていたが（アッシー君としても），兵庫県文化課に就職して，こ
れからと云う時に亡くなってしまった。非常に残念でならない。また，田中良之先生と松永幸男
君も，在職中の学生で一緒に仕事をしたが，早くしてなくなってしまい，貴重な人材を失ったと
今でも残念に思っている。田中先生は厳密にいうと，私が考古学研究室の助手になった時，入れ
代わりに医学部解剖学第二講座（永井昌文教授）の助手になっており，私が助手時代の学生では
ない。還暦での死亡は，今では若死にの部類に属するが，それ以上に研究構想の未だ道途中とい
う時点での死亡は残念でならない。
　講座開講60年も迎えると，関係者の物故者も多くを数えることになるが，それに続く若い卒業
生（研究者）が，今後も幅広く多くの場所で活躍することを祈念している。

　以上の事は，とりたてて記録に留める必要もなく，個人の死とともに消えさっても一向にかま
わないような些細な事柄ではあるが，せっかくの機会でもあるので，この場を借りて記録してお
く。（2018年１月17日）
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　「夏休みは，どうするつもりだい？」，「古墳時代研究をやるために，古事記と日本書紀を本格
的に読み込むつもりです」，「それも良いけど，学部生と一緒に発掘に行かないか？」。1983年に
修士課程に進学してきた川村浩司君との会話である。当時は，研究室の発掘調査がなかった頃で，
机上の考古学だけになってしまうと考え，西谷正先生に相談して発掘実習ということで長崎県大
村市の富の原遺跡の調査に学生を参加させることになった。調査担当の稲富裕和さんは聴講生で
あった縁もあり，大学院生に現場の「しきり」を経験させたいというお願いも含めて，引き受け
てもらった。その最初の大学院生が川村君である。私も調査に参加するという条件であったので
遅れて調査に入り，様子を聞いてみた。「夜は，学部生や他大学の学生と話をするミーティング
（酒話会）が忙しく，持ってきた日本書紀は読んでいません。いつでも読めますからね。」との返
事。夏休み明けには，学部生の世話を始めてくれた。その後，富の原遺跡の調査には，渡辺芳郎
君・宮井善朗君ほかが続き，参加していた山口大学や同志社大学の学生たちとは今でも交流がつ
づいているという。
　また，学生の研究したい分野にあわせて発掘調査を紹介した。例えば，先輩の橋口達也さんが
担当されていた奴山古墳群の調査に，古墳研究をやりたいという学生たちを参加させてもらった。
ただ，いつの時期でもそうであるように，鼻っ柱が強い学生が多く，心配だった。「兎に角，口
の利き方には気をつけろ。帰りには研究室に必ず寄って，その日のことを報告しなさい」と言い
聞かせ調査に出した。数日後，夕方に研究室に帰ってきたある学生曰わく「橋口さんは，僕らに
気を遣っているんですよ」。唖然としながら，「馬鹿ちん，それは橋口さんの優しさだよ。勘違い
するな」と，がなってしまった。加えて，福岡市立歴史資料館の塩屋勝利さんを手伝って，久保
寿一郎君は特別展『古代の船』の準備に係わり，中野純江さんと田中光さんは特別展示『早良王
墓とその時代』の開催に当たって「北部九州の副葬品をもつ弥生時代墳墓地名表」の作成や展示
資料整理，池田祐司君と溝口孝司君は開館間近の金隈遺跡展示館用の成人用大形甕棺の分布図の
作成など，博物館実習にかわる経験を積ませてもらった。金隈遺跡の展示館には，今でも池田・
溝口両君が作成したパネルが展示されている。
　こうしたこととあわせて，1982年夏～1983年春には，研究室の引っ越しを行った。その中心に
なったのは，大学院生の澤下孝信君，松永幸男君や藤尾慎一郎君，そして上山佳彦君や岩本玲子
さんほかの３年生であった。人手が足らず，卒業論文で忙しい河野真理さん・中山豪君・仁田脇
伴代さん・副島健司君ほかの４年生も動員した。さらに教養部から進学前の考古学志望の学生に
も声をかけた。ただ，今回の思い出話を書くために確認すると，一人は考古学か朝鮮史への進学
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に迷っていた頃で引っ越しの手伝いはやっていないとのこと。後で松永君から厳しく説教された
と聞いている。しかし，考えれば，無理ないことである。そして，埃にまみれて遺物が収納され
ている木箱を整理していくと，思わぬ発見もあった。夕方，岡崎先生も交えて冷たいビールを飲
んでいる時，恐る恐る岩本さんが「講義をちゃんとやってほしいとの先輩方からの要望書が出て
きました」と報告すると，「そうね。でも，朝一番から講義をやると，要望書を出した学生たち
は出てこず，結局，反古になったよ」との答え。朝一番の講義が苦手なことは自分たちも同じで
あり，苦笑してしまった。
　1983年の夏前には，どうにか引っ越しを終わることができたが，研究室や展示室に保管されて
いた遺物や記録類には，来歴が分からないものもあった。これらについては渡辺正気先生と小田
富士雄先生に伺い，解決することができた。しかし，一部の遺物は収納されていた木箱が壊れ混
乱が生じていた。とくに，難題は老司古墳などの鉄器類で，痛みがひどくなっていた。そこで，
引っ越し後，岡崎敬先生と西谷先生に相談し，実習がてら混乱した遺物の再整理，そして保存処
理を進めることにした。大学院生の小原哲君には安国寺遺跡，宮井善朗君には藤崎遺跡出土の副
葬小壺群，池田祐司君・溝口孝司君・古野徳久君には森貞次郎先生が調査された比恵遺跡の遺物，
西山裕明君には鏡山猛先生が調査された筑後地域の７～９世紀代の資料を受け持ってもらった。
他に，中山平次郎コレクションの再整理を行い，1951年に鏡山先生・岡崎先生・渡辺先生が調査
された平和台（現在の鴻臚館展示施設の地点）の遺物については矢野佳代子さんが整理・実測を
進めた。いくつかの整理報告を，関連する遺跡の調査報告書に附編として執筆させてもらってい
る。
　そして，難題であった老司古墳ほかの鉄器については，九州歴史資料館に保存処理をお願いす
ることになった。ただ，担当の横田義章さんと話すと，福岡県内の他の遺跡の出土遺物の保存処
理も忙しいとのことで，鉄器の研究をやりたいという古野徳久君を補助としてつけることになっ
た。古野君は横田さんから，実地で鉄器のことだけでなく保存処理についても教えてもらい，５
時以降もかわいがってもらったという。
　こうした研究室の仕事や講義の合間には，古墳見学にも出かけた。岡崎先生・西谷先生ととも
に，九州文化財担当者ソフトボール大会に参加したこともあった。成績は１回戦敗退だったと思
う。その時の記念写真を探したが，どうしても出てこなかった。写真を持っている方がおられた
ら，連絡してもらいたく思う。代わりに，帰る道すがら岡崎先生の解説付きで田主丸地域の古墳
を巡検した記念写真が出てきた（写真 P76上段）。
　記念写真というと，森貞次郎先生が桐の小箱を持って研究室に突然来られたことがある。何事
かと思っていると，小箱から弥生土器の壺を取り出された。東菰田遺跡と箱書きされている。
「あの東菰田式の標識とされた小壺ですか？」と尋ねると，ニコニコしながら「研究室も新しく
なったので，藤崎遺跡の壺と一緒に展示してもらいたい」とのこと。別の袋からは，新収蔵のお
祝いにとオールドパーを取り出された。オールドパーに目が行く学生もいたが，森先生と東菰田
遺跡の小壺を囲んで記念写真を撮影した。その写真も研究室のどこかに保管されていると思う。
　その頃は，別府大学に在外研修中の李白圭先生が月に一度は研究室を訪問され，その際には最
新の韓国の無文土器時代研究の成果を教えていただいた。そして，卒業された先輩方もよく研究



― 75 ―

第４章　1982～1985年の思い出

室に来られた。大分県立宇佐風土記の丘歴史博物館に就職された宮内克巳さんが発売され始めた
ばかりの「いいちこ」をお土産に，あるいは暑い夏の夕刻に木下尚子さんが生ビールの大ボトル
を片手に下げて来訪。そんな時には，大学院生の松永幸男君が机の上の本をパタパタと閉じ，
「さあ」と近くの許斐商店（甲斐商店だったか？）につまみを買い出しに行き，酒話会が始まる。
「いい臭いがしていますね」と西谷先生が研究室にこられ，岡崎先生や横山浩一先生も参加され，
本や論文に書かれていない考古学研究史を聞かせていただいた。
　ただ，松永君に言わせると，「いつまで自分が買い出しに行くのか？　気の利く後輩がほしい」
とのぼやき。そう言いながらも，松永君は学部生の面倒をよくみてくれ，後輩たちから慕われて
いた。彼が鹿児島大学に就職することとなった時には，博多駅まで学生たちが見送りに行き，列
車が発車すると，土井基司君が大泣きしながら列車を追っかけたという。今でも，留学生であっ
た郭鍾喆君が話をする。
　この郭鍾喆君に加えて，当時の研究室には，尹煥君，李弘鍾君の韓国からの留学生，台湾から
の劉茂源さんが在学していた。劉さんは，学校教師を早期退職して文学部に再入学され，１年生
の時には自分の子供と同じ年頃の学生たちと体育の授業も受けられたとのこと。中国考古学を研
究したいという鈴木敦君や渡辺芳郎君はアドバイスをもらっていた。そして，韓国からの３人の
留学生は，学生たちとあまり変わらない年頃で，気軽に互いの意見や考え方を話していた。時に
は行き違いで，押さえていた気持ちが爆発する場面もあったが，韓国と日本でのものの考え方や
歴史の捉え方の違いを直接肌で感じることができたと思う。先生方の講義だけでなく，身近に中
国考古学や韓国考古学に触れることのできたのも，この頃の考古学研究室であった。
　1984年には，横山浩一先生の科学研究費補助金「北部九州における弥生文化の生成」による唐
津市の宇木汲田遺跡の発掘調査を行うことになった。待望の研究室主催の発掘調査である。その
中心となったのは藤尾慎一郎君や渡辺芳郎君で，池田祐司君・土井基司君・溝口孝司君・山田元
樹君ほかの３年生たちが主力となった。貝塚の調査ということで，宮城県の里浜貝塚の調査を手
本として貝層の構造を記録する調査カードの検討会や，初めて導入する土色帳の使い方の勉強会
を夜遅くまで続けた。また，調査は，熊本大学・鹿児島大学・山口大学の学生も参加した合同調
査であった。調査状況の整理と翌日の予定を確認する夕食後のミーティングが終わると，そこか
しこの部屋で学生同士の話が弾み，結局が大広間での宴会になることもあった。この学生同士の
交流は，中断していた田中良之さんや宮内克巳さんが始めた大学間の学生研究会を再出発させる
契機にもなった。また，共同研究者の先生方が来られると，夜の交流会は演芸大会となり，日頃
厳しい目つきの横山先生の芸者ワルツには学生たちはやんやの喝采。調査のためにと購入したビ
デオは交流会のためのものとなってしまった。この時のビデオは九州文化史研究施設に保管され
ていたと思う。
　いくつもの思い出を残した宇木汲田遺跡の調査が終わった1985年，突然，岡崎先生が倒れられ，
九州大学医学部付属病院に入院された。その頃は，先生の著作集である『中国の考古学―隋唐篇
―』の出版準備の最中であった。そのことが気になるためか，パタパタと病院のスリッパの音を
させてガウン姿の岡崎先生が研究室に入ってこられることがあった。「どうしたのですか」と言
うと，ニヤッと笑いながら「ちょっと一時外出だよ」との返答。「そんな馬鹿な，無断外出じゃ
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九州文化財担当者ソフトボール大会の帰途に巡検した古墳墳頂にて（1982年初秋）
（最前列は岡崎先生，二列目左から上山佳彦君・鈴木威君・松永幸男君・岩本玲子さん，

後列は石本晶義君・小原哲君・田崎，一人おいて劉茂源さん，後ろで戯けているのは藤尾慎一郎君）

岡崎敬先生還暦記念パーティー（1984年）
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ないか」，「兎に角，タクシーで先生を病院に連れ戻せ」と学生に言い，出版の準備状況を病院に
報告しに行くことで先生には納得してもらった。その際，中国留学を果たした高橋学而君や鈴木
敦君の協力を得ながら渡辺芳郎君が中心となって進めた校正原稿，新たに作成した挿図や地名表
などを持って行くと，少し安心された。
　ただ，岡崎先生は急速に痩せられていかれた。一度，渡辺君を病院に連れて行った時，先生の
状況にかなりのショックを受けて黙りこくってしまった。渡辺君だけでなく，不安な気持ちが学
生全体に広がり，西谷先生も苦慮されたが，なかなか不安感を拭うことができなかった。その時，
横山先生は，宴会の際に２次会・３次会にまでつきあい，学生たちの話を聞かれていた。研究室
に安心し落ち着いた雰囲気が次第に戻っていった。
　以上が1982-1985年の考古学研究室である。学生諸君は研究室の引っ越しをはじめ，助手から
言いつけられる仕事が多く苦労したと思う。その打ち上げと称する酒話会や宴会も多い研究室で
あった。３人の先生方も入られ，気さくに学生と話をされ，先生方と学生たちとの距離の近さは
他の研究室とは違ったものであった。今更ながら，感謝したく思う。

　昨年，宮本一夫先生から助手の頃の研究室の思い出話をと依頼された。しかし，そう言われて
も，35年前後も前のことで正確なことも忘れてしまっている。そこで，名簿を送ってもらい，学
生諸君の顔を思い出しながら書くことにした。そのため，少々長い原稿となってしまった。本人
の名誉のために名前を伏せたところもある。何かの機会に名乗り出る卒業生がいれば，当時の思
い出話の種になると思う。
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　私が助手を務めたのは，1986（昭和61）年４月１日から1988（昭和63）年２月末までの１年
11ヶ月である。以下，当時の研究室の構成メンバー，研究室に関する助手の仕事，当時の出来事
などの順に記憶をたどることとする。

１．当時の研究室の構成メンバー
　1986～87年度の考古学研究室は，病気療養中の岡崎敬教授，西谷正助教授，藤尾助手，九州文
化史研究施設の横山浩一教授，九大筑紫地区埋蔵文化財調査室の西健一郎助手という体制である。
また筆者が4年間務めた，九州文化史研究施設考古学部門の補助業務も，溝口孝司氏（修士課程）
に引き継がれていた。
　大学院には，劉茂源，郭鍾喆（ウリ文化財研究院），李弘鐘（高麗大学校），尹煥，高橋学爾，
鈴木敦（茨城大学），小原哲，川村浩司，渡辺芳郎（鹿児島大学），久保寿一郎，今津啓子（大阪
市文化財協会），古野徳久（瀬戸内海歴史民俗資料館），宮井善朗（福岡市教育委員会）。研究生
として，林田憲三（九州水中考古学会会長），藤野良子，中島恒次郞（太宰府市教育委員会）。中
園聡（鹿児島国際大学）等が学究生活を送っていた。
　学部には，岩本陽児，池田祐司（福岡市教育委員会），大呑善晃，土井基司，溝口孝司（九州
大学），山田元樹（大牟田市教育委員会），川添佳子，田中ひかり，中野純江，前東いずみ，松本
美保，太田睦（佐賀県中原町教育委員会），清水英嗣，長家伸（福岡市教育委員会），本田育央，
五百路裕之，大西智和（鹿児島国際大学），樋口嘉彦（飯塚市教育委員会），高久健二（専修大
学），川上洋一（橿原考古学研究所），重藤輝行（佐賀大学），渋谷格（佐賀県教育委員会）が在
籍していた。

２．助手の仕事１―研究室の事務
 ①　考古学陳列室の管理と外部との対応
　４月１日（火），辞令交付後，午後，自宅療養中の岡崎敬教授に助手就任のご挨拶をしたあと，
助手の仕事を開始した。
　考古学研究室が今の場所に引っ越したのは，1982年４月，前任の田崎博之助手の１年目。それ
から４年たち，ようやく落ち着いた頃にあたる。またご病気で自宅療養中の岡崎教授に代わって，
西谷正助教授が研究室の切り盛りをされていた頃である。
　田崎助手から研究室を引き継いだ私がまず手をつけたのは，考古学陳列室のどこに何があるの
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かを調べることである。研究室には所蔵資料に関する問合せ（写真撮影や実測依頼）がよくある
わけだが，1979年に九州大学文学部から刊行された26頁からなる『九州大学文学部考古学陳列室　
展示品図録』はあるものの，すべては網羅されてはいない。また陳列室のどこにあるのか，と
いった所在情報は歴代助手の頭の中，といった状況だったから，自身でなんとかするしかない。
私がとった方法は，図書カード（今のように端末検索で本を見つけるのではなく，B7の図書カー
ドで整理されていた）を使って整理することであった。資料名はもちろん，どの棚の何段目か，
などを記入して図書カードケースに，遺跡名の五十音順に収納するのである。
　当時の助手は，研究室の番頭として一切の事務から学生の面倒，挙げ句の果てに学生の電話の
取り次ぎまで，何もかもやらなくてはならなかったので，時間を見つけてコツコツと行わなけれ
ばならない仕事であった。今ではもっと現代的なシステムに変わっているだろうが，外部からの
問合せの際，五十音順に整理された遺跡名ごとにカードを探しだし，そのカードに記されている
棚のところに行って，遺物を見つけることができた。特に九大の先輩方は，現在の場所に引っ越
しする前の文学部四階にあった考古学陳列室のどこに何があるかを記憶されている面々ばかりで
ある。どこどこにあったアレはどこにある？なんて聞かれても，新米の助手にわかるわけがない。
言われた遺物を探しだせないとなると，助手としては失格であるから，死活問題であったのだ。
　さらに所蔵資料の写真掲載許可証や遺物借用依頼の処理などもあった。
 ②　図書の管理
　研究室宛に送られてくる報告書や書籍を受け入れて，図書掛（当時は学部ごとに図書掛があっ
た）へ降ろすための下準備，受領書の返送があった。大変だったが，送られてくる図書の整理を
やっていたからこそ，史学雑誌や考古学ジャーナルの回顧と展望や動向を執筆できたのであろう。
この２年間が人生の中でもっとも本に目を通していたと思われる。
　当時，報告書が送られてくると交換図書を求められることがあったので，研究室が過去に出版
した報告書を送り返すことにしていた。しかし問題があった。本を入れる書籍小包用の封筒がな
かったことである。そこで，国立民族学博物館などから送られてくる報告書が同封されていた新
品のクッション付き封筒の表書きを白い紙を貼って隠し，その上から筆ペンで送付先の住所を書
いて返送するのである。一度しか使われていない新品同様の封筒をそのまま捨てることが忍びな
かったための，再利用である。
　また年に２回ほど行われる研究室所蔵図書の点検作業も，補助業務として学生を使っての大事
な仕事であった。
 ③　九州史学会考古学部会の事務
　年間スケジュールのルーチンとしては，毎年12月第２週の土日に行われる九州史学会の開催が
あった。どれだけ参加者があるかは，まさに考古部会の人のいりにかかっている。考古の助手の
腕の見せ所である。発表者依頼のための情報収集からレジュメ作成（当時はプリンターではなく，
輪転機で刷るのである），閉会後の飲み会（研究室で飲んだあと，地下鉄箱崎松原駅近くの赤の
れんに流れる）の世話まで続く一連の作業である。12月の福岡といえば，第１週の日曜日に行わ
れていた福岡国際マラソン。九大北門前の国道３号線を選手達が走ることから，史学会の午後の
部会には人がさっと減ることを苦慮した，九州文化史研究施設の藤野保教授の肝いりで，第２週
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に動かされたという経緯もあり，逆に皮肉なことに参加者の減少に歯止めがかからない時期でも
あったのである。
 ④　考古学実習
　当時，助手の授業は認められていなかったが，２年目から考古学実習を任されることになった。
1987年に進学したばかりの２年生だった，重藤輝行，高久健二，川上洋一，渋谷格等に，長崎県
カラカミ遺跡出土の弥生中期土器を実測してもらった。また国史学研究室の中村直教授に頼まれ，
学部生を対象とした拓本実習を行ったりもした。坂上教授夫人も受講生の一人であった。
　箱崎キャンパス以外にも，今はなき六本松キャンパス構内にあった玉泉館取り壊し工事に伴う
収蔵資料移設に関わり，資料の写真撮影と新しく建設される教養部図書館内への一部展示作業を，
教養部地理学教室の小林茂教授と実施した。1986年，九大に入学したばかりの学部１年生である
高久健二君らの学年に協力をお願いした。撮影は当時，文学部の技官であった林崎价男さんにお
願いした。彼は1964年の日仏合同調査以来，考古学関係の写真を撮影していただいていた方であ
る。
 ⑤　研修旅行
　田崎助手時代から始まった研究室の研修旅行では，1987年11月，対馬を訪れ，レンタカーで島
内を走り回った。
 ⑥　学生の世話
　教授・助教授と学生との間をつなぐのが，年も近い助手の仕事であった。携帯電話もメールも
ない時代，学生と外部との連絡は，電話しかなかった。研究室の電話は，それこそ緊急時のみし
か使用できなかったし，こちらから大学の外にかけるときは，交換を通さないといけないので，
外にかけることはできない。しかしこうした約束事が守れない学生が数人は必ずいるものである。
　就職や発掘のアルバイトの紹介も，助手が関わることが多かった。苅田町石塚山古墳の調査や，
福岡市老司古墳報告書刊行に伴う所蔵鉄器の整理など，先方と学生の間に立って，学生の勉強の
一環として行えるようにセットしなければならない。当時はバブル前の発掘が各地で増え始めた
時期にあたり，吉野ヶ里遺跡もフィバー前の状態であったものの，先輩から「誰かおらんね！」
という人買の電話がよくかかってきたものである。
　また研究室所蔵の図書の整理，九州史学会の準備・運営，各種パーティーの案内状の発送，九
州考古学の発送，岡崎敬教授の書籍・雑誌の梱包と引っ越しなど，学生を動員しての行事が目白
押しであった。特に史学会は補助業務として学生を雇う予算にも厳しかったから，手伝いの報酬
は学会終了後の宴会でタダ酒を飲ませてあげることぐらいしか出来なかったから，酒好きの学生
が多かった私の時代は幸せであった。

３．助手の仕事２―新たに始まった事業
 ①　九州大学・釜山大学校博物館との合同研究会
　また1987年から始まったのが，現在の九州考古学会と嶺南考古学会との合同研究会の前身であ
る，九州大学・釜山大学校博物館との合同研究会（1987年７月17～27日）である。筆者初の海外
旅行となる韓国への旅は，ソウルオリンピックを翌年に控えた韓国社会の息吹を感じるのに，い



― 81 ―

第５章　1986～1988年の思い出

い機会となった。当時，韓国はサマータイムを導入していたために，福岡との間に１時間の時差
があった，経度が同じであるにもかかわらず時間が異なることを奇異に感じたことを覚えている。
 ②　新規研究会
　また西谷先生が新たに立ち上げられた「支石墓研究会」や「初期須恵器研究会」，横山浩一先
生の「石鍋研究会」などの事務もあった。
 ③　記念パーティーと記念論文集の刊行
　私の別名は，記念パーティの助手。九州文化史研究施設横山浩一教授の還暦パーティや岡崎敬
教授紫綬褒章記念祝賀会を実施するための裏方を務めた。記念品は，佐賀県教育委員会の東中川
忠美さん（昭和45年入学）が，陶芸家の中島宏氏に依頼して作ってもらった青磁の壺が定番で
あった。とにかく筆ペンで宛名書きに明け暮れた日々を想い出す。
　こうした機会を利用した出版物の事務にも携わることになる。岡崎先生退官記念論文集である
『東アジアの考古と歴史』同朋舎出版，1986や，横山浩一退官記念論文集『日本における初期弥
生文化の成立』，『生産と流通の考古学』文献出版，の企画などがある。
　当初，横山教授の退官記念論文集は，1984年から３年間続いた文部省科学研究費Ａ「北部九州
における弥生文化の成立」の成果本として出版することを目指していたため，『日本における初
期弥生文化の成立』の１冊だけを予定し，しかも執筆陣も科研の共同研究員中心に，テーマごと
に割り当てて書いてもらうという，初のテーマ制記念論文集であった。しかし，共同研究員以外
の卒業生からの執筆希望の声（実際は俺たちも書きたい，という非難）が寄せられたことから，
横山先生の長年のテーマである『生産と流通の考古学』を退官記念論文集Ⅰとして出版すること
になったのである。
　『初期弥生文化の成立』の方は弥生文化成立期の土器集成や，大量に持ち帰った宇木汲田貝塚
の土の水洗結果を同定した報告書も出す予定であったが，私の異動が原因で実現できなかったの
で，個人的に土器集成だけは，『弥生文化成立期の西日本・韓国の土器』考古学資料集19，国立
歴史民俗博物館として2001年に出版した。
　横山教授の科学研究費Ａで1984年に発掘した唐津市宇木汲田遺跡２と，1985年に発掘した福岡
市有田七田前遺跡の報告書は，『九州文化史研究所紀要』の第32号に掲載した。第32号には以下
の報文，論文が所収されている。
　藤尾編「唐津市宇木汲田遺跡における1984年度の発掘調査（二）」，中橋孝博・永井昌文「宇木
汲田遺跡出土の弥生時代人骨」，野井英明「宇木汲田遺跡の花粉分析」，藤尾編「福岡市早良区有
田七田前遺跡1985年度発掘調査」，山崎純男「北部九州における初期水田」などが所収されてい
る。宇木汲田遺跡で出土した甕棺の撮影を行った溝口孝司氏の遺物写真に，なかなかゴーサイン
を出せなかったことは，懐かしい想い出である。
　関連して，福岡に内外のお客さんがお越しの際は，福岡全体で歓待するという趣旨のもと，福
岡県教育委員会，福岡市教育委員会，九州大学が主要世話人となっておもてなしをするのが恒例
であった。九大は大体，考古学研究室の助手が呼び出されることになる。この時，県や市の先輩
方から鍛えられたおもてなしの極意の数々は，その後，無駄になることなく，現在も，今の職場
で生かされている（教授になってもまだ，やっているとも言える）。
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 ④　九州考古学の刊行に伴う事務と復刻
　九州考古学会の定期刊行物である『九州考古学』は，田崎助手の時代にリニューアルされ，そ
の後，助手が一太郎を使って編集・レイアウトを行い，入稿するというやり方が始まっていた。
NECの PC98シリーズ全盛時代，24pin のドットプリンターで打ち出された文字の美しさにびっ
くりしたものである。メールもインターネットもない時代，データはフロッピーディスク（5.5
インチ：1.2Mb）にセーブして，印刷所に渡すという手順である。ワードプロセッサ全盛時代の
当時，98シリーズは，憧れのパソコンだったのである。結局，1987年12月に VSをプリンターと
もども購入した。
　また九州考古学復刻版（示人社）も紆余曲折の末，刊行された。

　このように，23ヶ月の在職期間だったが，岡崎教授から西谷教授へと代わる移行期の，考古学
研究室が新たに生まれ変わるころにあたり，私個人としては数々のパーティや出版に追われなが
らも，献呈論文集（岡崎先生，横山先生，医学部教授永井昌文先生）や，『史淵』，『九州文化史
研究所紀要』に書かせていただいたことが，その後の人生の転機につながったことは間違いない。
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表１
1986（昭和61）年 ４月 １日 助手辞令交付。岡崎敬教授宅へご挨拶。土井基司，溝口孝司，李弘鐘氏，

修士課程入学
第２週 横山浩一先生還暦パーティ写真送付用宛名書き開始（２月22日開催の

パーティー）
12日 柳田康雄講師考古学特講授業開始
14日 塩屋勝利講師考古学実習授業開始
28日 恒例の研究室図書整理

５月 10日 九州大学75周年記念式典
16日 永井昌文先生退官記念論文集執筆要項届く。
29日 国史学研究室拓本実習

６月 １日 岡崎敬退官記念論文集原稿締め切り
10日 山東省博物館ご一行研究室来訪。
19日 糟屋町千住観音堂滑石散布地巡検（横山，中島恒次郞，藤尾）
21日 岡崎敬教授紫綬褒章記念祝賀会（西鉄グランドホテル）
30日 増田精一教授集中講義

７月 １日 横山浩一先生文学部長就任
11日 研究室図書整理
19日 宇部市滑石散布値巡検（横山，中島，藤尾，乗安和二三氏）
21日 板付遺跡環濠出土土器の整理開始。
24日 九州大学教養部玉泉館所蔵資料移設問題

『九州考古学』復刻話始まる。
30日 東亜大学校沈奉謹先生来訪。

８月 27日 釜山大学校博物館申敬澈先生ご一行来訪。
９月 １日 図書整理

２日 岡崎敬先生退官記念論文集見本組み上がる
６日 玉泉館所蔵資料移設問題。見積額があわず，再協議。
８日 宇木汲田貝塚出土甕棺（1984年調査分）修復
18日 網野善彦氏講演会（九州史学研究会）
27日 進学式（五百路裕之，大西智和，樋口嘉彦氏）。
29日 九州史学会プログラム初校あがる。
31日 王仲殊先生歓迎会（中州　水炊き屋「水晶鍋」。岡崎，横山，田中琢，

佐川正敏，宮小路賀宏）
10月 １日 鏡山猛初代教授を偲ぶ会

３日 国立民族学博物館佐々木高明教授の遺跡案内（小林茂教授と）香椎宮，
須玖岡本，飯盛，有田。

５日 陳文華先生歓迎会
７日 家根祥多氏来訪。
18日 李白圭先生来訪。
29日 『史淵』原稿締め切り

11月 ２日 森貞次郎先生西日本文化賞受賞祝賀会事務局うち合わせ（栗原，高倉，
小畑弘己）。

６日 森貞次郎先生西日本文化賞受領祝賀会（福岡国際ホール）
12月 13～14日 九州史学会（食あたりで二日とも欠席。大顰蹙）。

15日 下條信行教授集中講義（途中，講師発熱で病院へお連れする）
22日 岡崎敬退官記念論文集初校でる。
23日 志摩町新町遺跡見学。
26日 Ｒ・ピアソン博士来訪。
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1987（昭和62）年 １月 ６日 『九州考古学』第61号初校でる。岡崎敬教授宅へ，新年のご挨拶。
10日 卒論・修論提出日（修論：尹，今津啓子，宮井善朗。卒論：伊藤末信，

川添佳子，田中光，中野純江，前東いずみ，松本美保）
12日 ストーブ消し忘れ事件。13日に学生厳重注意。
21日 有田七田前遺跡報告書づくり
31日 柳田康雄講師考古学特講最終講義。

２月 27日 卒論・修論発表会
28日 追い出しコンパ

３月 ２～31日 玉泉館所蔵資料写真撮影開始（教養部１年：高久健二ほか）
19日 西谷先生から岡崎敬先生退官祝賀会の打診。23日より名簿づくり始まる。
24日 都出比呂志先生来訪。
25日 高野信治九州文化史研究施設助手と，横山先生退官記念事業について

うち合わせ。
27日 修了・卒業式（病気療養中の岡崎先生も出席）

４月 １日 今津啓子氏修士課程入学。
３日 宇木汲田遺跡報告書２初校出る
11日 新一年生ガイダンス（川上洋一君から，クラブ活動との両立の可能性

に関する質問）。
14日 岡崎敬先生退官記念祝賀会準備委員会会合。近隣の県市町村へ協力要

請にまわり始める。
15日 教養部新図書館内に，玉泉館所蔵資料の一部の陳列を始める。
18日 助手による考古学実習開始（実測）
21日 岡崎敬先生退官記念祝賀会準備委員会（横山，西谷，西健一郎，田中

良之，宮小路賀宏，橋口達也，亀井明徳，石松好雄，高倉洋彰，柳田
純孝，折尾学，後藤直，塩屋勝利，田崎博之）

23日 岡山大学近藤義郎教授を岡崎教授邸にご案内
５月 ２日 岡崎敬先生退官パーティ招待状発送開始（12時～18時）。天神の中央郵

便局まで出しに行く。
７日 老司古墳見学（吉留秀敏氏の説明を受ける）
８日 福岡市老司古墳報告書刊行のための委員会
18日 劉茂源先生送別会
23日 支石墓研究会開催
26日 全榮來先生講演会
29日 岡崎敬先生退官記念祝賀会最終うち合わせ

６月 １日 横山浩一先生退官記念事業事務局立ち上げ
４日 国史学研究室拓本実習
13日 岡崎敬先生退官記念祝賀会（博多城山ホテル）
15日 間壁忠彦倉敷考古館館長集中講義（前期）
22日 杉本先生集中講義
23日 老司古墳報告書刊行の件で，小田富士雄先生にご説明に伺う
26日 九州考古学会事務局会議。集団体制へ。
27日 支石墓研究会
29日 横山退官記念論文集骨子固まる。科学研究費総合研究Ａの成果報告を

兼ねることで了解。
７月 １日 老司古墳出土鉄器整理開始（古野徳久君に任せることに）。

６日 初期須恵器研究会開催。
11～13日 図書整理
17～24日 第１回九州大学・釜山大学校博物館との合同研究会
17日 14：40　KAL735便にて釜山へ。
18～19日 釜山大学校博物館で研究発表。東三洞貝塚，東亜大学，福泉洞古墳見学。
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20日 晋州国立博物館，慶尚大学校見学。
21日 慶南勒島見学。
22日 光州国立博物館。全南大学校。公式日程終了。その後，別行動。梅雨

末期の豪雨に伴う地滑りで武寧王陵見学できず。
25日 忠北大学校博物館で黄石里出土の突帯文土器を初めて観察。
26日 ソウル洪水
27日 13：20　KAL736にて帰国。
31日 科学研究費奨励研究Ａ開始。DB「桐」（管理工学研究所）使用。

８月 ５日 横山退官事業事務局会議。『生産と流通の考古学』刊行実現の可能性に
暗雲。土器集成などの資料集刊行はますますハードルが高くなる。

７日 老司古墳の報告書，来夏をめどに300頁規模で。
９月 １日 玉泉館第２次調査。

19日 岡崎敬名誉教授の書籍類を自宅へ搬送するための箱詰め開始。段ボー
ル箱900（ヤマト運輸）。30日まで。

21日 ケンブリッジ大学，ジーナ・バーンズ先生訪問。
24日 横山浩一先生退官記念事業世話人会
25日 岡崎先生夫人，箱詰めの差し入れ（赤飯と煮付け）

10月 １日 引っ越し（トラック二往復）。
２日 苅田町石塚古墳調査への学生派遣依頼（苅田町教育委員会　永嶺正秀

氏より）。
６日 横山浩一先生退官記念事業拡大事務局会議。
13～14日 横山先生退官記念論文集資料集づくり
17日 支石墓研究会開催
19日 玉泉館所蔵資料展示企画委員会（教養部図書館内への展示ケース設置）
21日 横山浩一先生退官記念事業発起人会
28日 進学式（川上洋一，重藤輝行，渋谷格，高久健二，中村真由美，塩見

充子）。
31日 ５大学研究会（九大，熊大，山大，鹿大，別府大）

11月 ９日 稲田孝司岡山大学教授集中講義開始。
15日 初期須恵器研究会開催
19日 『九州考古学』復刻版，示人社。刊行。
21～22日 対馬研修旅行
24日 近藤喬一山口大学教授来訪。

12月 ２日 理学部講義。PC98シリーズVXを発注。
３日 岡崎先生退官記念論文集『東アジアの考古と歴史』，届く。
４日 小林行雄京都大学名誉教授来訪。
12～13日 九州史学会開催
14日 初期須恵器研究会開催
15日 老司鉄器，サビ落としなどの保存処理のため九州歴史資料館横田義章

氏の元へ。
19日 支石墓研究会。渡辺芳郎次期助手と引き継ぎについて相談。

1988（昭和63）年 １月 11日 修論・卒論全員提出。
18日 間壁忠彦倉敷考古館長集中講義（後期）。
30日 初期須恵器研究会開催

２月 20日 支石墓研究会開催
24日 岡崎敬名誉教授宅へ，国立歴史民俗博物館赴任の挨拶（西谷教授，渡

辺芳郎氏と）。
25日 森貞次郎先生宅へ，国立歴史民俗博物館赴任の挨拶。
27日 高麗大学校へもどる李弘鐘氏を胴上げで送る。
29日 異動発令。佐倉へ。
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考古学実習（1985年冬，福岡市吉武遺跡群）
塩屋勝利講師のもとの遺構実測実習（1984・85年進学生対象）。左から二人目が長家伸氏（現福岡市教育委員会）

中国からの先生方を迎えて記念撮影（1984年冬頃，考古学研究室）
前列右：岡崎敬教授
後列右から（男性のみ）：郭鍾喆（博士後期課程），岩本陽司・溝口孝司・山田元樹・大呑善晃（学部３年），
高橋学爾（博士後期課程１年），宮井善朗（学部４年），劉茂源（博士後期課程３年），鈴木敦（修士課程２年）
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　事務局からの依頼は，私が九州大学文学部考古学研究室の助手を務めていた1988年４月から
1992年３月までの４年間の研究室について書けというものだが，なにぶん30年近く前のことで記
憶もあやふやであるし，研究室の各種行事に関する資料も，助手を退職する際にすべて研究室に
置いてきているので手元にない。
　そんなわけで，いささか荷（と気）が重いのだが，幸い九大文学部の同窓会では，年に一回
『同窓会報』を出しており，それに「研究室だより」として，助手が年度ごとの行事概要を寄稿
するのが習慣となっていた。そこでその「研究室だより」の（自分で書いたはずだがすっかり忘
れている）記述を手掛かりとしながら，1988-91年度の研究室の主な行事などをまとめることで
責を果たしたい。

1988年度
　４月に渡辺が助手として着任したが，前任の藤尾慎一郎氏（現国立歴史民俗博物館教授）が，
２月末に異動されていたので，大学院生ではあったが，３月から実質的に助手の仕事が始まって
いた。
　８月８日から12日までの５日間，1987年から始まった韓国釜山大学校との合同研究会が，九州
大学で開かれた。釜山大学校の教員 ･学生16名が来日されている。
　12月11日には，考古学研究室開室30周年の記念パーティが，福岡リーセントホテルを会場とし
て開かれ，卒業生を含め関係者約100名にご臨席いただいた。
　1989年３月に福岡市老司古墳の報告書が刊行された。1966～69年に九大考古学研究室が発掘調
査した初期横穴石室墓である。福岡市教育委員会からの刊行に際して，研究室として協力し，数
年かけて学生たちが実測 ･トレースした遺物や遺構の図面をまとめ，また調査に参加された卒業
生から原稿をいただいて刊行した。昭和が平成に代わる，まさにそのとき，故・吉留秀敏氏（福
岡市教委）や，当時学生だった重藤輝行氏（現佐賀大学教授）とともに，板付事務所で報告書作
成に追われていたのを思い出す。
　同３月には九州大学文学部附属九州文化史研究施設の横山浩一先生がご退任された。考古学研
究室とは組織上は別であるが，横山先生のご指導に（私も含め）学生たちは大きな影響を受けた
と思う。
1989年度
　４月，ご退任された横山先生のあとに，九大医学部解剖学教室の助手をされていた田中良之先
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生が九州文化史研究施設の助教授として着任された。田中先生のご着任は，現在，九大考古学の
特色の一つなっている文理融合型研究の契機となった。
　８月１～31日（追加調査：９月11～15日）には西谷正先生を主宰者として，福岡県朝倉郡三輪
町の山隈窯跡の発掘調査が実施された。同窯跡が初期須恵器を焼成していたことは以前より注目
されていたが，発掘調査が実施されたのは今回が初めてであった。九州における初期須恵器の具
体相を理解する上で貴重な資料である。その成果は『九州考古学』65号（1990年）に「山隈窯跡
群の調査―福岡県朝倉郡三輪町所在の初期須恵器窯跡群―」と題して報告されている。
1990年度
　４月に京都大学から岡村秀典先生が助教授として着任された。岡崎敬先生以来，九大考古学研
究室の重要な特色の一つである中国考古学の研究を引き継ぐものと言える。
　その岡崎先生が６月11日に逝去された。同月22日に西谷正先生を葬儀委員長として，研究室葬
が営まれた。岡崎先生がクリスチャンであったことを，お恥ずかしながら，このご葬儀で初めて
知った。
　７月14～17日　第４回釜山大学校との合同研究会が九州大学で開かれ，韓国からは22名の教
員・学生たちが参加された。
　11月10～12日，九州大学を会場に，日本考古学協会1990年度大会が，『東アジアと九州』を大
会テーマとして開催された。九大での開催は初めてであり，地元の教育委員会など関係の方々か
ら多くのご協力を得た。立場上，事務会計を担当することになったが，その経験が，2000年の鹿
児島での大会運営に役に立つとは，そのときは知る由もなかった。なお大会の内容は1994年に学
生社から『シンポジウム　東アジアと九州』として刊行されている。
　1991年３月17～30日，福岡県苅田町に所在する番塚古墳の発掘調査が実施された。この古墳は
1959年に鏡山猛・渡辺正気・小田富士雄先生らが発掘調査し，その報告書作成のための追加調査
として行われた。報告書は，1993年３月に『番塚古墳　福岡県京都郡苅田町所在前方後円墳の発
掘調査』として刊行された。
　ところで渡辺は1991年１月から11月まで，文部省在外研究員（当時）として，中華人民共和国
の北京大学に滞在させていただいた。このような機会を与えてくださった当時の先生方に厚くお
礼申し上げたい。また現在，研究室の教授である宮本一夫先生が，奥様とともに同大に長期滞在
されていたのは，何かの縁と言えるかもしれない。ちなみにこの年度の「研究室だより」は，渡
辺不在のため，当時，大学院生だった高久健二氏（現専修大学教授）が執筆している。
1991年度
　６月15日に，前年６月に亡くなられた岡崎敬先生を偲ぶ会（発起人代表：西谷正先生）が，福
岡市リーセントホテルで開催され，約60名の方々にご出席いただいた。
　７月12～16日，第５回九州－釜山合同研究会が韓国の釜山大学校で開催された。九大側から40
名が参加した。前年までは，とくにテーマを決めない研究会であったが，今回より統一テーマを
設定することになり，その第1回は「日本・韓国の竪穴系横口式石室」であった。
　９月11～26日，中国新疆師範大学との学術交流協定に基づく九州大学新疆ウィグル自治区学術
調査団の考古学班として合同調査が実施された。西谷正先生，高橋学而氏らとともに同自治区の
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ウルムチ・トルファン・ハミなどの遺跡・博物館を巡った。同時期，北京大学に滞在中であった
渡辺も同行した。
　11月に帰国した渡辺は，1992年３月に任期が終了し，助手を退職した。

　私が助手をしていた４年間の考古学研究室は，私にとっては研究室行事の運営と自分の研究で
手一杯であったが，今，大学教員という職を得て，当時を振り返ると，日本の旧国立大学が大き
く変わる直前の時期だったのではないかと思う。1991年の「大学設置基準の大綱化」以後，大学
の既存の教育カリキュラムや研究体制の変革が求められ，2004年の国立大学法人化はさらにそれ
に拍車をかけることになった。今もその延長にあって，大学の現場は右往左往しているのが実状
である。もちろん助手であった自分にはうかがいしれない先生方のご苦労もあったのであろうが，
それでもどこか，今に比べると少しばかり余裕のあった時代だったのではないか，などとも思う。
　研究室の今後のますますの発展をお祈りして，筆をおきたい。

第１回九州大学・釜山大学校合同考古学研究会（1987年７月）
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１．考古学研究室の体制
　大学改革の折柄，文学部では３年プラス延長１年の計４年を助手の在職期間の上限としてきた
慣わしを踏襲せず，同期採用の助手はいずれも３年を上限として延長しないから業績を上げて出
ていくこと，そして文学部としてはこれで最後の助手となるということを告げられて，1992（平
成４）年４月１日付で助手となった。翌々年の1994（平成６）年度から，教養部の廃止とともに
大学院比較社会文化研究科が新たに立ち上がることになるが，学内の大きな改組で考古学研究室
にとって並々ならぬ環境変化が到来した時期といえよう。
　しかし結局，私が助手として在籍したのは４年間だった。３年目に，任期についての理解が不
徹底だったので，同期の助手全員を従来通りプラス１年まで認めることにしたという説明を受け
たが，理由はどうあれ私にとってはありがたいことだった。そういうわけで，ここで記すのは平
成４～７年度，すなわち1992（平成４）年４月から1996（平成８）年３月までの４年間について
ということになる。
　初年度は，西谷正教授と岡村秀典助教授と新任助手の中園の３名が，文学部考古学講座の教官
という体制だった。西谷先生は教授に昇任されて６年目を迎え，教育研究はもちろん，学外の
様々な委員会や講演など充実した活動をされており，岡村先生は京都大学から着任されて３年目
で，授業や中国考古学の研究などに邁進されていた。また，文学部附属九州文化史研究施設考古
学部門の横山浩一先生はすでに退官されており，田中良之先生が助教授として着任され考古学関
係の授業を受け持っておられた。横山先生は顧問・館長として福岡市博物館におられたが，日本
考古学協会の会長に就かれた年でもあった。
　私は大学院の博士後期課程を１年で退学して，前任の助手で佐賀県立九州陶磁文化館に赴任さ
れた渡辺芳郎さん（現・鹿児島大学教授）の後を引き継いで助手になった。博士後期課程は上の
学年がすでに片付いており，前年末には同学年だった２人，大西智和君（現・鹿児島国際大学教
授）も退学して鹿児島大学の埋蔵文化財調査室の助手に，同様に李謙吉君も故郷の台湾に戻り研
究を続けることになった。１つ下にいた修士課程５名も全員が修了し，うち４名はそれぞれ立派
な行政機関や研究機関に入り，あるいは国外の博士課程へと進み，博士後期課程に進学して残っ
たのは重藤輝行君（現・佐賀大学教授）だけだった。修士２年になった松本直子さん（現・岡山
大学教授）もいたが，それまでの院生の大半がいなくなったことになる。一方，新たに院生と
なったのは，韓国の東亜大学校から留学していた金宰賢さん（現・東亜大学校教授）が博士後期
課程に入学。修士課程には学部から井上繭子さん（現・福岡市）と寺井誠君（現・大阪歴史博物
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館）が進学，韓国から留学中の李タウン君（現・円光大学校教授），中国から留学中だった孫允
花さんと陳文平さんも修士課程に入学し，修士１年は５名となった。
　毎秋（10月）には学部２年生が進学してくる。この年は２年生８名（上角智希・桑波田武志・
獄道弘明・服部寛子・樋口公美子・真崎純・山鹿誠一郎・山内敏弘）が研究室のメンバーに加
わった。また，研修生としてロシアのサンクトペテルブルク大学からミハエル・ゲンリコヴィッ
チ・ゴルフニケル君が留学してきた。近松門左衛門を卒論にしたという彼は日本語・日本文化が
専門で考古学とは無縁だったが，「受け入れてあげましょう」という西谷先生の温かい配慮で研
究室の所属となったもので，学部生の岩尾峯希君がチューターとして世話係を務めた。研究室の
全学生数は42名だった。３月には12名（尾園晃，田丸浩，大塚紀宜，近藤隆司，高僑あゆこ，竹
岡利之，永井久美子，松尾玲子，森井啓次，山泰幸，リサ・ホジキンソン，渡邊祟洋）の学部生
が卒業した。
　２年目の1993（平成５）年度には，修士課程を修了した松本直子さんが博士後期課程に進んだ。
修士課程には卒業生のうち大塚君と宮田剛君，ホジキンソンさんの３名が入学。研究生として韓
国から崔鐘赫・林性白・金玟秀の３君が入学した。10月には２年生11名（入江あゆみ・岡山裕
之・神保公久・杉本岳史・高木暢亮・辻田淳一郎・寺田朋生・永田純郎・平野弥生・舟橋京子・
渡邊隆行）を受け入れた。博士後期課程３名，修士課程８名，学部生27名であり，正課生は38名。
そのほか研究生５名，聴講生８名がいたので，計51名が研究室に在籍していたことになる。
　１年間の留学期間を終えた研修生のゴルフニケル君は，その秋，ロシアに帰国した。専門外の
彼は九州－釜山考古学合同研究会にも参加したが，「考古学の用語も少しは覚えました。甕棺と
か」などと，日ごろのふれあいの中で習わぬ経を読むようになっていた。来日当初，「ここまで
どうやって来たの？」という西谷先生の質問に「膝栗毛です」と返して話題をさらった語学堪能
な彼は，その後も「日本の冬はロシアの夏のようなものです」と宣言して半袖Ｔシャツを着て鳥
肌を立てていたり，「ロシア人にとって日本酒は牛乳みたいなものです」と言ったりと，楽しい
逸話を多く残して去っていった。
　佐賀県立名護屋城博物館が開館したのは10月である。西谷先生は初代館長を兼務された。国家
公務員の兼業には強い制限があるが，余人をもって代えがたい場合――かつて岡崎先生が佐賀県
立有田窯業大学校の校長をされたときも同様だったそうだが――という特例が適用されたとのこ
とだった。日韓の間のデリケートな問題を考えても，まさに適任と思われた。西谷先生は淡々と
されていたが，おそらくは相当の覚悟と想いがあったものと思う。出勤日には遠路足を運ばれて
いたが，さぞかし大変であったろう。
　そして，年度末をもって岡村秀典先生が京都大学の人文科学研究所に転出された。先生がお持
ちだった『考古学研究』を寄贈していただくなど，ご配慮をいただいた。学生の利用が多く，欠
号もあったのでありがたかった。九大で教鞭をとられたのは４年。短い間ではあったが，指導学
生に大きな影響を与えるとともに九州の考古学関係者との絆を構築された。赴任当初は京大の英
才とあって業界には身構える向きもあったが，送別会では埋文行政のうるさ型の面々からも口々
に惜しむ声が聞かれ，一同感極まる場面があった。同時に，学生は修士課程の井上繭子さん・寺
井誠君・孫允花さんの３名が修了，学部は６名（石川健・岩尾峯希・大庭敏男・岸本圭・松藤暢



中　園　　　聡

― 92 ―

邦・森本圭子）が卒業した。
　この年，西谷先生は韓国の東亜大学校から名誉文学博士号を贈られた。研究室としても多数の
学生を抱え充実していた。
　３年目，1994（平成６）年度は，年明けの1995（平成７）年１月に阪神淡路大震災が起きる。
前年度末をもって教養部が廃止され，大学院比較社会文化研究科が立ち上がるという大学として
も大きな変化の年だった。研究室においては，宮本一夫先生が助教授として愛媛大学より着任さ
れた。フレッシュでエネルギッシュな指導が早速開始されたことはいうまでもない。こうして，
それまでの伝統を継承しながら，実質的に日本考古学はもとより東アジア考古学を核とする揺る
ぎない研究室の体制が，いっそう明瞭に打ち出されたように思えた。
　井上繭子さんは引き続き博士後期課程に進学し，修士課程には岸本圭・俵寛司・崔鐘赫の３君
が入学した。また，韓国から伊美淑さんが研究生として入学した。10月には２年生10名（川口香
奈江・喜田敏・時津裕子・橋本幸樹・林田彩・松尾登志子・松尾麗子・宮城美歩・森弘成・山本
真義）が進学するとともに，研究生として中国の秦兵馬俑博物館の陳洪さんが入学した。この年
の研究室の学生は，博士後期課程４名，修士課程７名，学部生30名が正課生，ほか研究生３名，
聴講生４名の計48名だった。
　３月には修士課程のうち３人が修了し，うち大塚紀宜君は念願の福岡市教育委員会に勤務する
ことになった。学部生は８名（石井賢太朗・桑波田武志・嶽道弘明・服部寛子・樋口公美子・真
崎純・山鹿誠一郎・山内敏弘）が卒業した。
　４年目の1995（平成７）年度は，李タウン君，ホジキンソンさんの２人が博士後期課程に進学。
ホジキンソンさんは，エナメル質減形成など古人骨の歯牙疾患を素材とした研究で日本学術振興
会の特別研究員に採用された。私の院生のころから特別研究員への応募が強く推奨されるように
なっていたが，当時の研究室としてはこの採用は久しぶりの快挙だった。学部生については，そ
れまで長らく２年生の10月に進学することになっていたが，制度改正によって早まり，４月に10
名（井村公洋・桂祐介・川内修平・川原愛・崎村春子・土倉祟子・平井暢久・福本寛・安永浩・
山下弘訓）が進学してきた。このときの学生の構成は，博士後期課程５名，修士課程４名，学部
生32名，ほか研究生４名，聴講生６名の計51名だった。
　また，訪問研究員として韓国から金廷鶴先生と，中国科学院新疆地理研究所から 耀平さん
（歴史地理学），ドイツからは『東夷伝』に関する博士論文のため資料調査を兼ねてバーバラ・ザ
イヨクさん（現・ルール大学講師）が来日し，研究にいそしまれた。研究生には，博士後期課程
入学準備のため台湾から陳有貝さん（現・台湾大学教授），中国から黄建秋（現・南京大学教授）
さんが来られた。このように海外からの多彩な研究者を受け入れており，賑やかだった。
　この年度末にかけて博士後期課程の在籍者にも異動があった。重藤輝行君は８月から福岡県教
育委員会に勤務していた。金宰賢さんは大学院比較社会文化研究科の助手，同じく井上繭子さん
が福岡市教育委員会に採用になった。また，修士課程の岸本圭君が修了（福岡県教育委員会，
現・九州国立博物館）。学部生は12名（上角智希・入江あゆみ・岡田裕之・神保公久・杉本岳史・
高木暢亮・辻田淳一郎・寺田朋緒・永田純郎・平野弥生・舟橋京子・渡邉隆行）が卒業した。
　当時の研究室には大学院生，学部生，研究生，聴講生などのほか，独自に林田憲三氏，平川敬
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治氏が研究室の研究員として遇されていた。以上が，私の助手時代の研究室の構成員であり，と
くに２年度目以降は，研究室で学ぶ者だけでも50名前後がいて教官はみな忙しかった。なお，学
界のジェンダー構成に関心があったので，当時データをまとめたことがあるが，研究室の全学生
のうち1993・1994年の女性比率はそれぞれ「女性20名＝42%」，「女性22名＝43%」だった。５割
とまではいかないが，かつてと比べると明らかに増えており女性比率が安定してきたといえよう。
　なお，前述のように1994年より，学内には六本松キャンパスに大学院比較社会文化研究科の基
層構造講座が置かれ，文学部附属九州文化史研究施設考古学部門から田中先生，ケンブリッジ大
学の留学を経て助教授として溝口孝司さんが着任された。助手は高久健二君（現・専修大学教授，
さらに金宰賢助手が加わることになる），そして関連分野の教官を含めた新しい体制が始まった。
文学部考古学研究室（考古学講座）は，同研究科の日本社会文化専攻比較基層文明講座というこ
とになり，考古学の大学院新入生は文学研究科ではなく比較社会文化研究科に所属することに
なったのである。卒業生などから「名前が長くて覚えられん」「どうなっとるのかわからん」と
いった声が聞かれたころである。ただし学年進行の関係で，文学研究科史学（考古学）専攻もし
ばらく存続した。私はこの新しい体制の開始期にいたことになるが，始まった複雑な体制とその
後のさらなる変化をフォローしきれていない。箱崎と六本松の間を行き来する必要のある学生が
出てきたが，私は六本松キャンパスへは結局１度くらいしか行く機会がなかった。また，学内に
は埋蔵文化財調査室に西健一郎さんが助手としておられ，西さんを慕って教えを乞いに行く学生
もいた。

２．九州考古学会
　九州考古学会の事務や編集などは「助手の属性」とも言われ，長年にわたり助手が携わる仕事
だった。このころも考古学研究室が学会の所在地で，そこに事務局が置かれ，西谷先生以下が事
務局の構成員である，ということは変わらなかったが，既に学会には委員会が設けられており，
実質的に助手が切り盛りする体制は緩和されていた。それでも，助手にとっては重圧を感じる仕
事であり，やりがいもある反面，重圧を感じる仕事だった。関係する教官の援助や学生の手伝い
を得ながら，この所与の業務に研究室として取り組んだ。
　年に１号出す『九州考古学』は，原稿集めで苦労をした。本来は純粋に投稿によるべきなのだ
ろうが，会員数は多くとも自主的な投稿となると少なく，ほとんど自転車操業といえた。研究室
の外部の編集担当の委員も加わっての体制は，私の任期の最後のころはよりしっかりしてきたと
思うが，しだいに近づいてくる発行日をにらみながら焦ることがやはり多かった。先生方の紹介
で原稿を預かったときなどはほっとしたが，それでも本数が足りず，執筆者について耳寄りな情
報が来ると，さっそく電話をしたものである。ある日，西谷先生に相談すると「○○さん（卒業
生）が○○についての論文を前々から投稿したいと言っていて，重要だからぜひと思うんだけど，
なかなか出ないから連絡してみたら？」とありがたい情報。某近県の役所におられたその方に
「西谷先生から伺いました……」と電話をかけると，盛んに恐縮されて「忙しいけど何とかする」
との力強い返事。しかし，いっこうに原稿は出ず，こうしたやり取りが翌年も翌年も続き恒例化
した。ついに，「今年出さなかったら俺は腹を切る」とまで宣言されたが，結局，私の在職中に
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出されることはなかった。その後，たしか『九州考古学』ではなかったが，ついにくだんの論文
を書かれたようである。幸い，腹を召されることなく無事に行政職を退職され，お孫さんにも恵
まれて，考古学への情熱はとどまるところがない。今となっては笑い話だが，様々な苦労があっ
たものである。助手時代に関わったのは『九州考古学』第67号から第70号までの４号であるが，
その前にも関わったことがあるから，それなりに長い付き合いとなった。以前は発行が遅れてし
まうこともあったそうだが，どうにか毎年12月の総会に合わせて発行できるよう恒常化できたこ
とは，強引なお願いに応じていただいた方を含む執筆者の皆さんのおかげであり，改めて感謝し
たい。
　九州史学会は文学部史学科に事務局を置き，関連講座の教官が連携して運営に関わるもので
あったが，毎年12月に開催される九州史学会大会の一部門である考古学部会は，そのまま九州考
古学会総会を兼ねていた。この混沌とした状態を改め，独立した学会組織である九州考古学会は
『九州考古学』を発行するだけでなく，独自に総会を開き研究発表をするなど独自の活動をすべ
き，とする意見が学会の委員会から出てきた。そこで，1993（平成５）年から独自開催というこ
とになった。とはいえ，九州史学会の日に考古学部会と同会場で前後して実施するわけであり，
形式的ともいえた。そうした多少のいびつさを残しつつ，曲がりなりにも九州考古学会は独自の
活動を始めたわけである。そこで発表要旨についても，九州史学会の発表分は九州史学会の要旨
集に掲載するが，九州考古学会の発表分はそこには載せないことになった。一方，それまでの
『九州考古学』には全発表の要旨を収録していたが，第68号から九州史学会分は発表題目のみと
なり，要旨まで掲載するのは九州考古学会分のみとなったのである。
　どんよりとした福岡の冬空の下，法文棟の大教室で研究発表が行われるものだったが，たいし
た宣伝もなしに大勢が集まってくれるわけであり，その集客力というか求心力のようなものはい
ま考えても素晴らしいものだった。一朝一夕にはいかない伝統の力ということであろうか。一種
の同窓会のように卒業生や九州各地の研究者に会うことも魅力といえた。昼休みに近所のラーメ
ン屋などで飲んで議論するほうに魅力を感じた人もいるかもしれないが。
　『九州考古学』の投稿規定の整備や表紙の刷新なども手掛けた。こうした様々な改革も運営委
員会の合意を経て実施となったものである。学会にはいくつかの変化があった。九州考古学会の
年会費は1980（昭和55）年以来，長らく1000円を維持し続けていた。学会費としては非常に安い
クラスだったと思うが，経営努力でクリアするのは難しくなって久しかった。放置し続けるのも
問題であり，委員会の議を経て，懸案だが誰もやりたくない「値上げ」に踏み切ることになった。
500円値上げをして1500円とする案である。助手としての最初の年度である1992（平成４）年の
総会で，事務局として値上げ案を提案する役は気が重かった。予想通り厳しい意見も出て一時は
紛糾するかと思われたが，致し方ないこととして無事に承認された。
　1995年，『九州考古学』が第70号を迎えるにあたり，いくつかの点を修正・変更することに
なった。主な変更点としては，①従来の「執筆要項」に不明瞭な点や実情に合わない点があるな
どの問題があったため，「投稿規定」と「執筆要項」に分離し整備・明確化したこと，②表紙の
デザインを刷新したこと，③会則についても古い資料を点検して，従来不明瞭だった会則改正の
年月日を正確に記載するなどしつつ，新会則を掲載したこと，④会員間の交流の活性化に役立て
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るため会員名簿を掲載したこと，である。①の「投稿規定」と「執筆要項」については，時代の
趨勢から査読制度についても話題に出たが，このときは見送られた。②の表紙については私が原
案を作ったが，鶯色からベージュ色にするとともに，題字の字形は踏襲しつつ小さくして左に寄
せ，色はえんじ色とした。表紙の目次は少しコンパクトにし，全体としてメリハリのあるデザイ
ンとするよう心掛けた。現在の表紙も概ね踏襲されているが，型式変化がうかがえる。なお，70
号に先立ち68号から，写真図版にアート紙（コート紙）を使用して，それまで評判がよくなかっ
た写真の質を改善したり，「註の字が読みにくい」という指摘を受けてサイズを多少大きくした
りするといった小変化があったⅰ。④の会員名簿については委員会でも要望が出ていたもので，
複雑な会員名簿を整理して掲載したが，これは1973（昭和48）年の48号以来じつに22年ぶりのこ
とだった。このときの会員の内訳は，国内在住会員638名，国内機関16，海外在住会員11名，海
外機関１だったⅱ。以上の改正には実務に関わったが，やりがいのあることではあった。
　こうした九州史学会，九州考古学会の仕事は多岐にわたっており，実質的に助手の作業は多
かったが，学生にも様々な作業や事務を手伝ってもらいながらなんとかこなせた。九州考古学会
では委員会での意思決定を受けて実施することがかなり浸透していたように思う。
　また，1994年７月23・24日には「九州考古学会・嶺南考古学会第１回合同考古学会」が福岡市
博物館で開催され，日韓それぞれ4件ずつの発表があった。委員会では学会独自の活動として九
州各県の考古学会との合同学会を開催すべきという意見が出され，翌1995年には九州考古学会・
宮崎考古学会合同学会も開催された。

３．研究会など
　以上のほか，研究室では様々な研究会を開催したが，研究室の構成員がエネルギーを傾注した
のは「九州－釜山考古学合同研究会」であろう。九州大学と韓国の釜山大学校との間で始まった
この集まりは，毎夏に両大学で交互に開催されてきたもので，特色あるなかなかよい定例イベン
トだった。このころになるとしだいに参加者が増え大学の枠を超えた集まりへと展開しつつあり，
いよいよ国際会議らしい様相を呈してきた。日本側の事務局は西谷先生を中心とする考古学研究
室である。日本側と韓国側からそれぞれ研究発表があり，懇親会をし，遺跡や博物館へのエクス
カーションに行くというのが主な内容だった。この「九州－釜山」に始まる交流は，九州考古学
会に移行・継承された形で「九州考古学会・嶺南考古学会合同考古学会」として現在に至ってい
る。「九州－釜山」の各回の実施については，以下のようであった。
　1992（平成４）年は，「九州－釜山」の第６回が開催された（７月17～21日）。九州大学国際
ホールでテーマ「日韓青銅器時代文化の諸問題」の研究発表と討論があり，当日の参加者は200
人を超えた。ケンブリッジ大学（当時）のジナ・リー・バーンズ先生，中国の吉林大学から来ら
れて西南学院大学に滞在されていた滕銘予先生なども参加された。
　1993（平成５）年の第７回大会は，「日韓新石器時代文化の諸問題」をテーマとして釜山大学
校で開催された（７月９～13日）。日本側は新東晃一氏，卒業生の木村幾多郎氏，研究室からは
博士後期課程の松本直子さんが発表した。
　1994（平成６）年の第８回大会は，「弥生時代中・後期と原三国時代をめぐる諸問題」がテー
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マ（７月15～19日）。日本側発表者は卒業生の川上洋一君（奈良県立橿原考古学研究所）と渋谷
格君（佐賀県教育委員会），そして学部４年の樋口公美子さんだった。
　もちろん資料を見たり純粋な意味での研究上の議論をしたりすることも重要だが，相互理解と
親睦を通した学び合いというのが，「九州－釜山」における日韓双方にとって重要な意義をもっ
ていたと思う。参加者は，釜山と福岡をしばしば「一衣帯水」「近くて近い国」と表現したが，
ときにはそれぞれを「福岡市北区」，「慶尚南南道」などと冗談で呼び合い，相互理解が深まる気
がした。もちろん，すべてがスムーズにいったわけではなく様々な問題も生じはしたが，ともか
くも，参加学生への刺激も大きく，互いに勉強になったと思う。韓国の若手の助教たちは，重鎮
の先生方を立てながら，研究発表をし，韓国で開催されるときは案内や懇親会などを細やかな気
遣いで切り盛りしていたが，その後偉くなり韓国考古学界の各方面で活躍されている人が多い。
ただ，志半ばで亡くなった方が複数おられるのは残念なことである。
　西谷先生が主催されていた「支石墓研究会」は，1987（昭和62）年から翌年にかけて定期的か
つ集中的に行われたが，1988（昭和63）年の第７回をもってしばらく中断していた。1994（平成
６）年，西谷先生を研究代表者とする文部省科学研究費・一般研究Ａによる「東アジアにおける
支石墓の総合的研究」（研究期間は３年）が開始されたのを契機として，この研究会が再開され
た。科研費の研究集会として実施されるようになったのである。私は幸いにも第１回から参加し
たが，初期には演習室でやることが多く，関心をもつ人や学生が参加していた。このころになる
と研究分担者や協力者などかなりの数が参加され，遠方からの出席も得て，文学部会議室で大規
模に実施されるようになった。初年度は３回開催。九州各地の状況や中国・朝鮮半島の支石墓の
発表があり，「日本支石墓地名表」が作成された。翌年度も支石墓研究会が継続され，日本を含
む東アジアの支石墓の集成と比較が行われた。
　この研究会で，いわゆる専門家以外の参加者として印象深いのは，「趣味が高じて」情熱的に
研究されていた支石墓研究家の太田新氏である。地元放送局（RKB）を退職後に支石墓を研究
されていたが，じつに熱心であり研究会のメンバーとして遇された。上記「地名表」の作成など
にも協力されたが，引き続き研究を進め『日本支石墓の研究』（海鳥社，2014年）ⅲを上梓された
後，昨年９月に88歳でお亡くなりになった。支石墓研究会は氏の後半生に少なからず影響したよ
うである。この研究会は実りあるものだったが，その役割はたんに研究だけにとどまらなかった
ことを銘記しておきたい。
　この1994（平成６）年度には，ほかにも年次的なもの，その他定期的なもの，あるいは臨時に
開催したものなど，じつに多くの研究会が行われた。前後の年度にも様々な研究会や講演会が実
施されたが，この年の主なものを例に記述してみたい。
　９月には中国浙江省の国際越文化研究センターの林華東先生が九州大学の招きで来日され，１
か月ほど滞在された。宮本先生がお世話をされたが，各地を訪問され，本学でも講演をしていた
だいた。１月に西谷先生の文部省科研費による国際学術研究の一環として，新疆師範大学副校長
の斯徳克・麦合蘇提先生と歴史系教授の侯燦先生，新疆地理研究所所長の黄文房先生を招くとと
もに，１月10日に「シルクロード考古学・地理学研究会」を開催し発表していただいた。ベトナ
ム社会科学院考古学研究所のトン・トゥン・ティン博士が，（財）よか卜ピア記念国際財団の招
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きで考古学研究室に来られた。６か月間の滞在期間中，陶磁器を中心に研究され，２月10日の
「海外調査報告会」では，ベトナム考古学の概説をしていただいた。この「海外調査報告会」で
は，例えば，インドで開催された第３回世界考古学会議（WAC-3）に参加した成果を，松本（博
士後期課程）・中園・ホジキンソン（修士課程）が発表するなどした。11月26日には九州大学国
際ホールを会場として，「平成６年度たたら研究会大会」が開催され，考古学や分析科学等の研
究者間で活発な討論が行われた。事前の打ち合わせでも広島大学考古学研究室の先生方にお会い
し歓談できたのはよかった。12月25日には「徹底討論・蛍光Ｘ線分析による土器研究」と題して，
奈良教育大学の三辻利一先生とその学生を招き，考古学研究室関係者との間で胎土分析について
議論した。「科学技術振興における大学の役割」をうたった学内開放イベントが２月18日に開催
され，「ハイテク考古学―海底遺跡と古墳の調査から―」として西谷先生と工学部の牛嶋恵輔先
生（遺跡の電気探査）が講演をされた。このように，この年は年度後半に研究会や講演などが目
白押しだった。このほかにも，西谷先生は（財）古代学協会九州支部を担っておられ，研究室で
は折にふれて，（財）古代学協会九州支部と考古学研究室の共催という形で講演会や研究会など
を開催した。毎年開催され，１年で複数回開催されることがあった。そのほかにも「九州－釜
山」や九州史学会・九州考古学会総会など様々なイベントがあるわけであり，「考古は忙しい」
と学部内の助手の間で以前から定着した評価のとおり，忙しさは半端ではなかった。しかし，適
応力とはすごいもので，効率的に準備できるようになってくる。関係した研究室構成員はよい経
験をしたと思う。
　学生にとって発表の機会といえば，授業の一環として実施されるものはあったが，それとは異
なる意味で，この古代学協会九州支部関係では，新疆ウイグル自治区の調査に関する発表や，研
究室で実施した発掘調査に関するものなども行われた。教官や外部の研究者だけでなく調査に参
加した学生も発表するなど，学生のスキルアップやモチベーションに対する配慮がなされていた
ように思える。
　なお，1995（平成７）年度では，大宰府の水城に関する最新の調査成果を扱った「水城シンポ
ジウム」が開催された。考古学だけでなく，土木工学系の専門家による発表では急斜面の構築に
有効な「敷粗朶工法」や「カウンターウェイト」といった当時としては目を瞠るような遺構の見
方が開陳されるなどした。以上のように，海外調査に関するものが多く含まれ，自然科学との学
際的な研究も少なくなかった。こうした，研究室を舞台とした研究会や講演会では，日本の研究
者や学生だけでなく，海外の研究者，異分野の研究者，そして一般の方の参加もあり，異なる立
場の人々の交流や「対話」の場ともなっていた。

４．発掘調査など
　研究室ではいくつかの遺跡の調査を実施した。助手になった最初の年に携わった現場が，福岡
県小郡市の大板井遺跡Ⅺａ・ｂ区であるⅳ。花崗岩の平石と立石があり，立石は「石崎さん」と
呼ばれ信仰の対象となっている。これは，九州考古学の草分け的存在で研究室ともゆかりのある
中山平次郎博士が，大正末期から昭和初期にかけて『考古学雑誌』に紹介されているⅴ。平たい
「平石」と，その少し脇に立った「立石」の組み合わせは，須玖岡本遺跡Ｄ地点の「支石墓」を
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彷彿させるものだった。折しも小郡市史の編纂事業が進められており，西谷先生が小郡市史編集
委員長をされていた。この編纂事業の一環を兼ねて調査することになったのである。小郡は私の
郷里であり執筆部会の委員もさせていただいたが，「考古ボーイ」として中学生のころから何度
も見学に訪れた場所であり，高校１年の夏に初めて憧れの発掘に参加したのもこの大板井遺跡
（Ｉ・Ⅱ区）だったため，不思議な運命を感じた。
　こうして中山博士の指摘から約70年を経て，初めて調査のメスが入ったのである。1992（平成
４年）10月の１次調査には西谷先生の指導の下，中園と大学院生のほとんど，そして学部３年生
が参加した。弥生時代中期の甕棺墓が３基発見されたが，うち１基は平石の直下にあることが判
明したため３月に２次調査を実施した。その結果，平石は明治期に据えられた蓋然性が高く，脇
にあるご神体――近世に起こされたとみられる立石――こそが，本来この甕棺墓に属した可能性
が考えられるに至った。ちょっとした失敗もあった。調査の準備にあたっては，これほど詳しい
ものはないというくらい緻密なリストを作って臨んだにもかかわらず，スタッフ（箱尺）を積み
忘れた。福岡からは西鉄大牟田線（現・天神大牟田線）で30分。寺井誠君がむき出しのスタッフ
を抱えて現場まで持ってきてくれた。今でも調査の準備のたびに思い出す小さな失敗だが，当た
り前のものほど忘れるというこの教訓のおかげで，その後の調査でスタッフだけは忘れたことが
ない。
　この年度末には，それまで３年にわたって研究室で取り組んできた大きな事業である福岡県京
都郡苅田町の番塚古墳の報告書が無事刊行されたⅵ。報告書作成は，最後の年は実質的には岡村
先生や博士後期課程の重藤輝行君が中心となって頑張った。
　1994（平成６）年には，西谷先生を代表とする文部省科学研究費による「東アジアにおける支
石墓の総合的研究」により，長崎県西彼杵郡西海町（現・西海市西海町）の天久保遺跡の調査が
開始された。この科研費が採択されて最初の調査となったのが長崎県天久保遺跡の支石墓である。
10月には畑や集落の墓地に広がる支石墓群の測量調査を実施した。引き続き同年度３月には発掘
調査を実施した。２基の支石墓の下から箱式石棺を検出したが，１基の箱式石棺から大陸系管玉
が15個出土するなどの成果が上がった。私は終始現場に張り付いていたが，ここぞというときに
は宮本先生に来ていただき発掘の指示や写真撮影をしていただいた。超多忙の西谷先生も視察・
指導に足を運ばれ一同を激励された。院生や学部生の多くが参加し，熊本大学などの学生も参加
してくれた。修士１年の岸本圭君は他の学生とともに，根気のいる地形測量に取り組んでくれた。
参加者には博士後期課程の松本直子さんのほか，学部３年の高木暢亮君（現・帝京大学准教授），
辻田淳一郎君（現・九州大学准教授），舟橋京子さん（現・九州大学講師），学部２年の時津裕子
さん（現・徳山大学教授）などなど，将来大学での教育に携わることになる学生が多くいた。地
権者は大変理解のある方で，承諾書も，調査中のどんな相談も，すべて二つ返事で快諾され，木
の切り株の除去に難儀しているとさっさとチェンソーを持ち出して手伝ってくれるなどの援助ま
でしていただいたのはありがたかった。石の加工痕や石棺の構築法，二次葬の痕跡はないか，マ
ウンドはないかなど，いろいろなことに留意しながら行った調査だったが，遺構構築のプロセス
や調査終盤になり支石墓下の石棺内からは何も出ないかと思われたころ，大陸系管玉が出土した
ことで大きな成果となったⅶ。
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　町内の小さな旅館に寝泊まりしたが，当時は皆元気で，連日深夜まで考古学談義や馬鹿話に興
じたものである。近くには天正遣欧少年使節の中浦ジュリアンの生誕地とされる所があり，また
針尾の黒曜石産地，ホゲット遺跡など石鍋の産地も遠くはなかったが，発掘に専念したので学生
にはやや気の毒だった。当時の学生からは面白い調査だったといわれることが多いので，よしと
しているところである。
　この科研費の調査として続いて実施されたのが，翌1995（平成７年）の佐賀県唐津市所在の森
田支石墓群の発掘調査である。本遺跡は支石墓群として現存する稀有なものといえた。1966（昭
和41）年の日仏合同調査や1984（昭和59）年の横山先生の科研費による調査など，考古学研究室
とはゆかりの深い宇木汲田遺跡と目と鼻の先にある。私は，西谷先生や宮本先生と一緒に場所の
選定や調査の初期に携わったのみであり，発掘調査は宮本先生が学生たちを率いて実施された。
前年に引き続き熊本大学や鹿児島大学の学生も参加した。昨年度発掘調査を実施した長崎県天久
保遺跡の支石墓下部は箱式石棺だったが，ここでは支石墓下部の埋葬施設は土壙状であり，また，
付近からは刻目突帯文期の甕と壺からなる合口甕棺も検出されるなど，西北九州における弥生時
代開始期の様相を知る重要な手がかりが得られることとなったⅷ。この年，研究分担者で熊本大
学の甲元眞之教授が中心となり，中九州における支石墓の候補地とみられる熊本県植木町所在の
田底支石墓の測量調査が実施されたⅸ。
　以上のようにして支石墓に関係する一連の調査が行われた。こうした支石墓ないし弥生時代初
期の墳墓の調査は，その後も別の研究費によって宮本先生の指揮のもと佐賀県大友遺跡の調査な
どが行われることになるが，それは私が助手を退いて後のことである。
　1994（平成６）年の夏には，佐賀県唐津市の久里双水古墳の調査があった。竪穴式石室を主体
部とする大型の前期前方後円墳である。唐津市のこの調査の指導委員会には，西谷先生や宮本先
生はもちろん，大勢の先生が入っておられ，私もその末席であった。メンバーの一人であった同
志社大学の故・森浩一先生は，現場を見て竪穴式石室の被覆粘土の量が多いことを指摘され，弥
生時代以来の九州らしい伝統だと喝破された。調査は宮本先生が積極的に関わっておられ，私も
ある程度参加した。この調査には多くの学生が参加したが，唐津市教育委員会の職員の方々とも
一緒に多くの経験ができたと思う。博士後期課程にいた重藤君が現場の主のように張り付いて頑
張っていたが，調査はもちろんのこと，調査中の主体部の保全に意を尽くしていたのが印象的
だった。主体部の写真撮影は福岡県立九州歴史資料館におられた石丸洋氏の手になる。墳頂に
バッテリーとストロボを持ち込まれ，てきぱきと撮影される姿に感心したものである。猿も木か
ら落ちるというが，最初の撮影はミスがあったとのことで，こんな失敗は初めてとしきりに悔や
まれ，すぐに出直しとなった。いま見ることができる立派な写真は２度目に撮影されたものであ
る。この調査で宮本先生は，俊敏な動作で率先して本当によく動かれた。それを目の当たりにさ
れた西谷先生は，しきりに「宮本さんはよく動くねぇ」と感心されていた。この古墳は様々な形
でメディアが盛んに報道したが，極め付きは久米宏の「ニュースステーション」で，ライトアッ
プされた久里双水古墳からの生中継である。西谷先生が解説し，作曲家でピアニストの羽田健太
郎が演奏するという豪華な内容で，唐津市は全国放送の宣伝効果に大喜びだった。1990年代の考
古学を表す１シーンともいえる。
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大板井遺跡Ⅺａ区の調査　表土剥ぎ（1992年10月）

大板井遺跡Ⅺａ区の調査　休憩中（1992年10月）
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第７章　私の考古学研究室助手時代（1992年４月～1996年３月）

５．研究プロジェクトなど
　教官や院生等の個別の研究は，もとより多岐にわたる。そうした中から多少なりとも研究室と
して取り組んだものや，主要なものを中心について述べたい。
　1992（平成４）年度には，西谷先生を研究代表者とする２つの研究課題への取り組みが開始さ
れた。日本学術振興会・国際共同研究「環東中国海先史諸文化の比較考古学的研究」と，文部省
科学研究費・国際学術研究「シルクロードによって結ばれた，中国新疆地区と我が国九州地区と
の比較考古学的研究」の２つである。いずれも1994（平成６）年度までの３年間のプロジェクト
として取り組まれた。前者は，１年目の８月，西谷・岡村・田中先生，博士後期課程の金宰賢・
修士課程の孫允花さんが中国で考古学・人類学的調査を行い，２年目の８月にも西谷・岡村先生，
博士後期課程の金宰賢さんと修士課程のホジキンソンさんが同様に調査を行った。
　「シルクロード」のほうは，中国中原を中心とした世界における新疆と九州という両周縁部の
比較研究である。１年目の９月に「新疆ウイグル自治区草原文化研究班」として西谷先生，高橋
学而さん，中園，修士課程の松本直子・陳文平さん，学部４年の大塚紀宜君のメンバーで現地調
査を実施した。ジュンガル盆地一周約3000km を踏破し，岩画や土墩墓（墳丘墓），寺院跡など
各地の遺跡を調べるとともに，モンゴル族のパオを訪問しその生活にも触れた。この調査には，
前年に来日され九州大学に滞在された新疆師範大学の侯燦先生が同行された。２年目の９月にも
同様に２次調査を実施し，西谷・岡村先生，高橋さん，中園，修士課程の孫允花さん，卒業生で
鹿児島大学助手の大西智和君，そして熊本大学の学生２名も参加した。中国側からも侯燦先生の
ほか，中国科学院新疆地理研究所から 耀平さんらが同行された。このときは岩画や石人墓の調
査のほか，土墩墓群の簡易測量をかなり実施した。時間が限られているため，ありあわせの道具
を工夫して平板測量の原理で測量を行うことを提案して皆で測量したところ一定の成果が得られ，
西谷先生からお褒めをいただいた。なお，墳丘の高さに関しては，参加した熊本大学の槙林啓介
君（現・愛媛大学准教授）の身長を「１マキバヤシ」という単位でカウントするという荒業だっ
たが，それでも土墩墓ではかつてない“精密な”図を作るのに貢献した。「世界一美しい湖」サ
イリム湖も見ることができた年だった。３年目の最終年度は，８月に３次調査を実施した。西谷
先生，高橋さん，助手の中園，修士課程の大塚紀宜君，学部の服部寛子さんのほか，宗像大社神
宝館の松本肇さん，熊本大学の学生２名，天理大学の学生１名が参加した。このときは北京から
鉄路で内モンゴルを調査しつつ西へ向かったが，敦煌から玉門関や漢代長城に行く際に，天候が
悪くて視界がきかず私たちの３台のランドクルーザーが砂漠でしばらくさまよったこと，酷暑の
トルファンなどが思い出される。こうした各調査次成果は，「シルクロード考古学・地理学研究
会」，（財）古代学協会九州支部と考古学研究室の共催による研究会などで，西谷先生以下，参加
者によってたびたび発表された。最終年度の終わりに報告書が完成したがⅹ ，毎回，調査に赴く
際に学生も分担して作成した資料集がずいぶんと役立った。
　1994（平成６）年度より，西谷先生を研究代表者として，文部省科学研究費・基盤研究（A）
（2）による「東アジアにおける支石墓の総合的研究」が開始された。研究期間は３年である。西
谷先生は支石墓の調査を熱望されてきたが，念願かなって採択されたわけである。前哨戦として
はその直前の大板井遺跡の調査もなされていた。そもそも支石墓は研究室とは縁が深く，ずっと
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シルクロードの調査　中国科学院新疆地理研究所にて（1994年８月）

シルクロードの調査　陽関漢代烽火台跡にて（1994年８月）
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第７章　私の考古学研究室助手時代（1992年４月～1996年３月）

以前から調査研究が行われてきた。1970年代にも岡崎先生の科研費による「東アジアにおける九
州弥生時代墓制の研究」で「支石墓」が調査されるなどしており，この研究の採択はさらにそう
した伝統を新しい形で継続することになったのである。前述のとおり，天久保遺跡や森田支石墓
群などの発掘調査が実施され，研究集会としての「支石墓研究会」が継続開催された。
　このように研究室では様々な調査研究が行われていたが，科研費などの大型の研究資金を得て
のものであり，国際的な視野に立った充実した研究がなされていたといえる。
　西谷先生は調査研究や講演のために，主に韓国と中国をよく訪問されたが，パスポートのペー
ジの増補が必要だった。岡村先生，宮本先生も，独自の科研費や他研究者の研究分担者などの形
で，やはり韓国や中国での調査研究を実施されていた。例えば，岡村先生は1993（平成５）年度
に文部省・奨励研究（A）で「中国先史時代の玉器制作技術」を実施されるなどした。また，宮
本先生はきわめて古い稲作遺跡として脚光を浴びた中国の草鞋山遺跡の調査などにも参加される
など，この時期，各先生は，国内はもとより様々な海外での活動に積極的に取り組まれたのであ
る。私は科研費でハケメの研究，あるいは甕棺の胎土分析の研究をする一方，学生数名とともに
無文土器の調査に韓国に出かけたり，奈良教育大学の三辻利一先生の国際学術研究に参画し，胎
土分析の資料調査に韓国に出かけたりした。私は弥生時代研究に基礎を置きつつ，考古学の理論
や方法，とくにコンピュータ利用や考古科学などに傾倒していたが，先生方の活動や院生時代か
ら関わってきた九州－釜山考古学合同研究会などの刺激を受けて国際的な研究へと視野を広げら
れたように思う。このように，研究室では国際性を帯びた研究がしばしば実施されており，学生
の研究にもかなり多様性があった。例えば，1993（平成５）年９月には，修士課程の俵寛司君は
自身のフィールドであるタイ・カンボジア・ベトナム・中国雲南などを訪れ，学部３年生の橋本
幸樹君は９月から２か月間イタリアのポンペイで発掘調査に参加した。

６．授業
　学部の授業として開講された科目は，手元にある1994（平成６）年度の資料では次のように
なっている。
文学部
西谷「考古学演習（東アジア考古学の諸問題）」／宮本「考古学演習（中国考古学の諸問題）」／
西谷・宮本「考古学実習」／西谷「考古学講義（東アジア考古学の研究）」／宮本「考古学講義
（中国考古学研究）」／西谷「考古学講読（朝鮮書講読）」／宮本「考古学講読（英書講読）」／高
橋「考古学講読（中国書講読）」／
大学院文学研究科
西谷「考古学演習（東アジア考古学の諸問題）」／西谷「考古学演習（考古学の諸問題）」／宮本
「考古学演習（中国考古学の諸問題）」／宮本「考古学演習（東アジア先史時代の諸問題）」／田
中「考古学演習（考古学における理論と方法）」／西谷・宮本・田中「考古学特研（考古学の諸
問題）」／西谷「考古学特殊講義（朝鮮考古学研究）」／宮本「考古学特殊講義（中国考古学研
究）」／西谷「考古学講読（朝鮮書講読）」／宮本「考古学講読（英書講読）」
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大学院比較社会文化研究科
田中・西谷・中橋・溝口「調査研究方法論」／宮本「調査研究方法論（東アジア考古学）」／西
谷「講義（比較考古学）」／宮本「講義（東アジア考古学）」／田中・溝口「演習（先史集団論）」
／中橋「演習（環境と人類）」／西谷「演習（比較考古学）」／小池裕子「演習（人類遺物解析
論）」／西谷・宮本「総合演習（比較基層文明）」／西谷・宮本「特別研究（比較基層文明）」
　これは宮本先生が着任された年度のものであるが，基本的に岡村先生の科目を引き継がれたと
思う。また，西谷先生は理学部の授業の一部もオムニバス形式で受け持たれていた。比較社会文
化研究科基層構造講座が立ち上がる以前は田中先生の講義・演習もあった。なお，上のリストの
中国書講読で「高橋」とあるのは高橋学而さんで，非常勤講師として以前から担当していただい
ていた。後半の年度，学部生と大学院生など各自が研究を発表する演習では演習室に入りきれな
くなり，法文棟の講義室で行ったと記憶している。
　そのほか学外の先生により「臨時講義」が集中講義形式で毎年実施され，以下の先生方に非常
勤講師としてお越しいただいた。
1992（平成４）年度　千葉大学・加藤晋平先生（北アジアの先史文化），
　　　　　　　　　　奈良国立文化財研究所・沢田正昭先生（考古学への自然科学の応用）
1993（平成５）年度　山口大学・中村友博先生（縄紋文化の土器について），
　　　　　　　　　　国立歴史民俗博物館・岡田茂弘先生（日本古代城柵跡の研究）
1994（平成６）年度　千葉大学・麻生優先生（日本の洞穴遺跡の研究），
　　　　　　　　　　鹿児島大学・上村俊雄先生（西南日本における考古学の諸問題）
1995（平成７）年度　鹿児島大学・新田栄治先生（東南アジア考古学研究），
　　　　　　　　　　富山大学・字野隆夫先生（生産流通システムと社会変革―東洋と西洋―）
　また，1995（平成７）年前期に，静岡大学名誉教授・藤田等先生に非常勤講師として，弥生時
代のガラスについて議義していただいた。また，1993（平成６）年度には，前期と後期の２度に
わたってノートルダム清心女子大学・高橋護先生にお越しいただき，博物館学（博物館と研究）
を集中講義形式で担当していただいた。
　様々な分野の先生にお越しいただいたものである。以上の学外からの先生方が講義されるとき
には，研究室で教官・学生と一緒に「囲む会」を開き，別途，学内の関係教員で懇談会を開くの
が基本だった。そうした機会にいろいろと教えていただいたことが多い。いずれの先生もそれぞ
れ印象深かったが，拝聴する機会があったのは高橋護先生の講義だった。土器胎土の構造の分析
やプラントオパール分析など先生の実践を詳細に解説いただいた。学生よりも詳細にノートを
とった気がするが，今でもそのノートは活用している。先生に誘われて居酒屋で差しで飲む機会
があり先生の手作りの石斧をいただいたりしたが，最近，ご自宅で久しぶりにお会いし，懐かし
くそのときの話をしたところである。
　一方，西谷先生が熊本大学で「考古学特殊講義（朝鮮の考古学）」をされるなど，研究室の各
教官も他大学の集中講義に出講された。私は九州産業大学で「古美術研究（人工物の解釈とコン
テクスト）」を毎年教えた。
　なお，私は九州大学で正式に授業を担当したことはない。学生の卒業論文や修士論文，ときに
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は留学生の博士論文などのテーマ設定や研究の相談にのったりしたが，日常的には演習での研究
発表についての指導が多かった。院生のころも後輩の研究に口を出し頻繁に手伝っていたので，
その延長のようなものでもあった。宮本先生が着任されてからは，学生のテーマ設定の指導に力
を入れておられ，私は具体的な実践について学生の相談にのった。テーマは様々ありこちらも勉
強になったが，だんだん面白くなって決まっていた就職を断って大学院に進学した人もいるし，
今でも学生時代からの研究を継続している人もいる。研究内容や方法に助手の色が出るのを望ま
しくないとするむきもあったが，学生の相談に応じてなるべく本人が没頭できるよう示唆するこ
とを私なりに念頭においていた。行先としては，一般企業，公務員，教員なども多い一方，埋蔵
文化財の専門職や大学等の研究機関の教育・研究職として活躍している卒業生がかなりいる。わ
ずかなりとも役立ったところがあればと思っている。助手として考古学実習を実質的に行ったが，
とくに助手であった期間の前半は集中的に実施した。それまで実習の受講は基本的に考古学専攻
生に限定していたが，私の代になって希望者を全員受け入れることにしたところ，西洋史の女子
学生など他の研究室からも多く受講したが，30人ほどにもなってしまい指導するのは相当のエネ
ルギーがいった。ほとんどが実測の練習に費やされたが，まずは石器の剥片の実測から始め，次
に土器の実測をした。鉛筆の削り方から手取り足取り気合を入れて指導したが，そうした実測の
教え方を私は今日も継承している。私は，大部屋で学生の研究の面倒をみるなどのいわば正課外
の教育が主であったが，ただ，西谷先生が担当されていたオムニバス講義の１回分をしたことが
ある。先生は何も言われなかったが，九大での講義を経験させようという温情だったと感謝して
いる。

７．日常のことなど
　西谷先生は国内・海外を問わず出張も多かったが，それ以外は朝早くから夜遅くまで，規則正
しく出勤されており，いつ休むのだろうという状況は以前にも増して続いていた。失礼ながら，
学者にふさわしい非常識ともいえる生き方の一端を見た思いであり，私は見習っているところで
ある。遅くまで残っていたりすると，学生やときどき私も，「ちょっと来なさい」と隣の先生の
部屋に呼ばれ，コーヒーを淹れていただくことがあった。本などで立体的に囲まれたあの部屋で
は，「最近どうですか」といった感じで会話が始まり，しばらくすると「じゃ，そういうことで」
と終わることが多かった。研究室の大部屋の出がらしのお茶や，瓶の紙蓋に開けた穴からスプー
ン無しでトントンと入れるインスタントコーヒー――留学生の新鮮な目からはトントンが面白い
そうだ――ではなく，どこか緊張しながらのこのコーヒータイムは皆にとって特別で貴重なもの
だった。西谷先生は車の運転をされなかったが，岡崎先生の召天日にはお墓にお参りに行くのを
常とされており，学生や私もタクシーで連れて行っていただいた。近隣の遺跡の調査指導などに
も同様に学生を連れて行かれることがあった。鏡山先生の肖像写真を進学生に配られたりもして
いた。研究室の良き伝統の継承と，学生への教育的配慮が常に念頭にあったものと思う。
　研究室には毎日のように多数の報告書や書籍類が寄贈されてきたし，ポスターなども送られて
きた。ポスターは皆が見えるところに掲示し，本はしばらくためて学生などの閲覧に供した後，
頃合いを見計らって登録のために文学部の図書掛に持って行った。いま考えるとさすがに九大だ
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けあって，寄贈や郵便物の量は多かった。予算で購入した図書もかなりにのぼっていたが，図書
掛での登録を終えると寄贈・購入図書が書庫や研究室，演習室などに所狭しと配架された。書庫
以外の本棚の主力だった伝世品ともいえる古い大型の木製本棚が懐かしい。また，夏に文学部の
各研究室で実施された図書整理は，学生のマンパワーに頼るところが多かった。そうした折に古
い本や貴重本を見るにつけ，研究室の歴史が感じられた。
　図書以外にも多くの考古資料，写真や図面類など多くの遺産が研究室には蓄積されており，多
くの貴重資料があったが，とくに必要のない限り動かさないことを心掛けていた。有名な資料に
ついては博物館等から資料の貸し出し依頼がよくあった。書類のやり取りや立ち合いなどを担当
していたが，美術梱包の専用トラックとともにじつに多くの博物館関係者が来られた。須玖岡本
遺跡のガラス勾玉と前漢鏡片，そして武器形青銅器類などは依頼が多かった。古墳などの未発表
資料など取り扱いに苦慮するものもあったが，「できるだけ協力しましょう」という西谷先生の
方針で，基本的に出し惜しみしない方針が貫かれたと思う。それは，外部の研究者や卒論や修論
の作成のために資料調査に来る他大学の学生にも同様だった。多くの資料があるというのは，学
生にとっても教官にとってもありがたいことだが，ことに学生や私には資料の開梱包を見学する
機会があったり，博物館関係者やいろいろな研究者・学生に出会えるという意味でも，幸せなこ
とだった。
　外部からのお客さんも多かったが，学内からも多くの方が来られた。とくによく来られて私た
ちと接していただいた方は，国史学研究室（当時）の坂上康俊先生と朝鮮史学研究室の濱田耕策
先生ではなかったかと思う。坂上先生は報告書や古代の木簡に関する文献などを見に来られてい
た。濱田先生からは報告書の正誤表の糊付けから助手としての心構えまでご指導いただいたし，
研究室の学生を車で博物館見学に連れて行ってくださったこともあった。そして，学部内で「林
崎さん」と呼ばれて皆から敬愛されていた，文学部技官の林崎价男氏を忘れることはできない。
美術史や考古学関係の写真を扱っておられ，1960年代から考古学研究室を見て来られた生き字引
的な方であった。宇木汲田のラジコン空撮の話や，横穴式石室を隅々まで撮影する方法など，い
ろいろとうかがったが，天久保遺跡の調査で採用した６×７cmの中判と小型カメラの中間であ
る６×4.5cm の中判カメラも林崎さんご推薦の器種であった。講演会や記念パーティーでカメラ
係はつい遠慮しがちになるが，林崎さんからの教えの一つは，「カメラマンは物と同じ。ステー
ジに上がって堂々と撮る」であった。
　研究室の大部屋の私の机には，これまた伝世品ともいえるダイヤル式黒電話があった。ダイヤ
ルを回したことのない学生がいる今日からすると隔世の感がある。郵便，電話，ファクスが遠隔
通信手段だったし，近くの一正堂でコピーをしたり製本を頼んだり，その先にあった三月書房で
本を購入したりする学生は，当時はまだ健在であった。しかし，そろそろパソコンによりネット
回線を通じた通信が始まろうとしていた。上の階の心理学の研究室などは学部内でも導入が早
かったと思うが，助手の最後の年度に，とりまとめ役の心理学の行場次朗助教授（現・東北大学
教授）に考古学研究室として回線使用の申請を出したのである。



― 107 ―

第７章　私の考古学研究室助手時代（1992年４月～1996年３月）

８．おわりに
　概ね以上のような４年間が経過し，いよいよ辞めるときがきた。「一身上の都合により……」
と書いて庶務掛に提出して九大を去った。西谷先生が佐賀県立名護屋城博物館の初代館長を勇退
されたときでもあった。私は盛大に送別会をしていただき，二次会では酔って宮本先生と踊った
気がする。
　他の講座の助手たちもその後の身の振り方に相当苦労したようだが，私は４月から福岡市教育
委員会の文化財部大規模事業等担当課の「調査員Ａ」として日給で糊口を凌ぐことになっていた。
当時の学生によると私の不安は隠せなかったようで，送別会のはしゃぎように悲壮感を感じたそ
うだ。そして，ちょっと怖いが人情に篤い山崎純男課長の下，福岡市西区の元岡で発掘調査に携
わることになった。これこそが九州大学のキャンパス移転予定地だという。日々作業員さんたち
と発掘を行い，九大で巻き起こっていた移転を巡る議論を外から漏れ聞く立場になったわけであ
る。
　私は研究生から大学院，そして助手と９年間九州大学のお世話になった。その後，福岡市に出
て，1999（平成11）年，３年ぶりに九州大学に戻り，ベンチャービジネス・ラボラトリーに着任
した。工学部の一角に建てられた建物だが，クリーンルームなどの実験施設を備えた近代的なプ
レハブ建築だった。大学移転を控えているため恒久的な建物は建てられなくなっており，移転が
刻々と迫っていることを示していた。「中核的研究機関研究員（講師）」というややこしい身分だ
が PDのようなものであり，全学から競争的に研究課題を応募してくる学生のちょっとした指導
やランチミーティング，研究発表などのほかは自分の研究ができた。周囲の同僚は，私より年の
若い理系の研究者がほとんどで，将来を嘱望される学位持ちの人たちであり大いに刺激を受けた。
考古学とは縁もゆかりもない組織だったが，私は目を開かれるとともに，折衷土器の話，計量分
析，胎土分析，あるいは認知考古学の話が，すんなりと通じ面白がられることを実感した。
　院生あるいは助手時代に，ある意味でキワモノである方法や立場にだいぶ傾倒していたが，研
究室として制約はほとんどなかった。第６回九州－釜山考古学合同研究会では，「弥生土器と無
文土器の接触」というタイトルで韓国勒島の折衷土器の製作者について発表した。モーターハ
ビットやハビトゥスという用語を使用し製作者は誰かを明らかにしようとした，私としては意欲
作だった。日本側参加者からは概ね冷ややかな反応で，韓国側からは質問が出なかった。西谷先
生からは「いつの間に！」といって繰り返し喜んでもらい，学生や行政職の若い人の一部からは
こっそりと良い反応が伝えられたのは救いだった。当時は学界も変容しつつある時期で，考古学
の世界にも査読性が取り入れられ，業績評価や被引用件数という言葉が聞かれるようになってい
た。1994（平成６）年に日本考古学協会で『日本考古学』が査読誌として創刊されることになり，
院生なども後に続いてくれることを願い早速名乗りを上げて投稿した。西谷先生からは，「それ
は良いことです」と応援していただいたが，理屈が通っていればよしとされており，伝統的な立
場からそうでない立場までを許容できる国内でも稀有な，寛容な研究室ではなかったかと思う。
そうした研究室としての懐の深さは，学生の卒論や修論あるいは博士論文などの多様性に表れて
おり，後になって同世代の他大学の教授連からだいぶ聞くことになる「あのときは九大にやられ
た」と言わしめる研究を芽生えさせたと思う。
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　教養部の廃止，大学院の改組など大学内部が大きく変わり始めた当時，史学科助手の懇親会
（助手会）などでもそのことがホットな話題だった。いま考えれば，大変なことや辛いことも
あったが，先生方や学生のおかげで沢山の経験ができ，学ぶことが多く，大いに鍛えられた４年
間だったといえる。後輩の学生の皆さんには，どうか悔いのないよう高い志をもって頑張っても
らいたいものである。
　以上の記述に当たってはできるだけ正確を期したが，記憶に頼る部分も多いため誤りを含んで
いるかもしれない。ご寛恕いただければ幸いである。

――――――――――――――――――
ⅰ　重藤輝行・中園聡「編集後記」『九州考古学』第68号，1993年
ⅱ　下村智・中園聡「編集後記」『九州考古学』第70号，1995年
ⅲ　太田新『日本支石墓の研究』海鳥社，2014年。西谷先生が同書の冒頭に書かれた「刊行に寄せて」にも同氏と
支石墓研究会の経緯が書かれている。

ⅳ　九州大学文学部考古学研究室編『大板井遺跡―大板井遺跡Ⅺ a・Ⅺ b区における支石墓関連資料（石崎さん）の
調査報告―』小郡市史編集委員会，1995年

ⅴ　中山平次郎「筑後国三井郡小郡村大字大板井の巨石」『考古学雑誌』13(10），1923年；中山平次郎「考古二件」
『考古学雑誌』20(5），1930年

ⅵ　九州大学文学部考古学研究室『番塚古墳』苅田町教育委員会，1993年；九州大学文学部考古学研究室『番塚古
墳』九州大学考古学研究室，1993年

ⅶ　九州大学文学部考古学研究室「天久保支石墓群の調査」研究代表者西谷正『東アジアにおける支石墓の総合的
研究』平成６～８年度科学研究費補助金（基盤研究 (A)(2)）研究成果報告書，九州大学文学部考古学研究室，
1997年

ⅷ　九州大学文学部考古学研究室「佐賀県・森田支石墓の調査」研究代表者西谷正『東アジアにおける支石墓の総
合的研究』平成６～８年度科学研究費補助金（基盤研究 (A)(2)）研究成果報告書，九州大学文学部考古学研究
室，1997年

ⅸ　甲元眞之・大坪志子「熊本県・田底支石墓の調査」研究代表者西谷正『東アジアにおける支石墓の総合的研究』
平成６～８年度科学研究費補助金（基盤研究 (A)(2)）研究成果報告書，九州大学文学部考古学研究室，1997年

ⅹ　『シルクロードによって結ばれた，中国新疆地区と我が国九州地区との比較考古学的研究』研究代表者西谷正，
平成４年～６年度科学研究費補助金（国際学術研究）研究成果報告書，九州大学文学部考古学研究室，1995年
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第８章　九州大学考古学研究室の記録

１．新入生歓迎考古学談話会
第16回：平成26年度（2014年４月29日，於文学部４階会議室）
　主税　英徳（基山町教育委員会）「古代山城　基肄城―新たに発見された通水溝―」
　田尻　義了（九州大学アジア埋蔵文化財研究センター）「いわゆる今山系石斧に関する新知見」

第17回：平成27年度（2015年４月29日，於文学部４階会議室）
　谷澤　亜里（九州大学附属図書館付設教材開発センター）「玉類からみた古墳時代の開始過程」
　米元　史織（九州大学総合研究博物館）「筋付着部の発達度から探る身体活動の多様性とその

時代変化」

第18回：平成28年度（2016年４月24日，於文学部4階会議室）
　福田　正宏（九州大学埋蔵文化財調査室）「極東・シベリアと日本列島における人類環境適応

史―国境を超えた遺跡調査の実践―」
　松本　圭太（九州大学大学院人文科学研究院）「草原地帯の青銅器時代研究における現状と課

題―アバカンにおける調査研究成果より」

第19回：平成29年度（2017年４月22日，於文・教育・人環研究棟会議室）
　森　　貴教（九州大学埋蔵文化財調査室）「弥生時代北部九州における石器の埋納―古賀市馬

渡・束ヶ浦遺跡を中心に―」
　辻田淳一郎（九州大学大学院人文科学研究院）「鉄器時代のブリテン・アイルランドにおける

地域間交流」

第20回：平成30年度（2018年４月28日，於箱崎キャンパス文系地区中講議室）
　早川和賀子（九州大学総合研究博物館）「ボランティア活動を通してみる文化遺産の保護と活

用―ベトナム・ホイアン市を事例に―」
　三阪　一徳（九州大学埋蔵文化財調査室）「土器から何がわかるか―東北アジア初期農耕拡散

期の人の移動と文化変化―」

２．卒業論文・修士論文発表会
平成26年度（2015年２月11日，於文学部４階会議室）
（卒業論文）
　萩原　尚樹「出雲地方における前方後円墳の展開―出雲東部地域を中心として―」

第８章　九州大学考古学研究室の記録
　　　　　　　　　　　　（平成26年３月以降）
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　舟木　太郎「縄文時代中後期の中部高地における集落分布と生業―松本盆地北村遺跡周辺を中
心に―」

　梶佐古幸謙「打製石鏃の製作技術からみた弥生時代開始過程」
　櫻木　織部「平安時代和鏡の分類と編年」
　森　　大樹「近世後期の街道網における陶磁器の流通と消費」
　吉田賢多郎「小銅鐸の型式分類と編年」
（修士論文）
　福永　将大「土器からみた縄文後期広域社会ネットワークの研究」
　藤井　恵美「縄文時代中・後期における特殊埋葬の評価と考察―房総半島を中心として―」

平成27年度（2016年２月11日，於文学部４階会議室）
（卒業論文）
　武下　智美「弥生時代から古墳時代前期における木製の鍬と鋤の変遷―北部九州地域を対象に―」
　中野　瑞香「八女地域における装飾古墳の文様の系譜とその意義」
　古田　英彦「九州における縄文時代漁撈具の変遷と地域性」
　牧野　朱莉「日本における伝統的建造物の保存・活用の特質と課題―北部九州・山口県の事例

を中心として―」
　松尾　　泉「縄文時代後・晩期の土製耳飾りの分布と地域性」
　三浦　　萌「北部九州における人物埴輪の導入と展開」
　連　　景伊「縄文時代から古墳時代における木製琴の変遷」
（修士論文）
　梶原　慎司「甕棺と日常土器から見た北部九州弥生社会の動態―弥生時代前期後半から中期前

半をを対象として―」
　原　　　梓「黒川式土器の地域性と刻目突帯文土器の受容過程」
　カルロス・ヴェレッキア「集落から見た北部九州における弥生時代社会―福岡平野中央部を主

な対象に―」

平成28年度（2017年２月６日，於文学部４階会議室）
（卒業論文）
　平井　貴大「弥生時代前期板付式期における地域間交流―壺型土器肩部文様から」
（修士論文）
　梶佐古幸謙「剝片石器石材の獲得・消費戦略から見た縄文・弥生社会の比較研究」
　冨田　啓貴「遺跡出土人骨の全身性ストレスと歯科疾患からみた江戸時代人の生活誌」

平成29年度（2018年２月10日，於文学部４階会議室）
（卒業論文）
　岩田　英信「都城における人面墨書土器の展開」



― 111 ―
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　新谷広太郎「高等学校における考古学的成果の活用の現状と課題―福岡県の事例から―」
　田中　利沙「鍔金具からみる金属装大刀の出現と展開」
　長谷川桃子「弥生時代における井戸の成立と展開」
　藤尾　徳馬「北部九州における中世城郭石垣の出現と展開」
　山下　理呂「弥生時代における弓の系譜と地域性」
（修士論文）
　小澤　利満「縄文時代における石棒の変遷と地域性」
　譚　　永超「殷周時代における青銅鐃の系譜とその展開」
　薄　　穎悦「戦国から漢代における玉璧の編年」
　三浦　　萌「北部九州における埴輪の生産とその背景」

３．九州大学考古学関係博士号学位取得者
2014年（平成26）３月　桒畑　光博『火山噴火が狩猟採集社会に与えた影響：鬼界アカホヤ噴火

を中心として』（主査　田中良之）比文博甲第0220号
2014年（平成26）６月　石田　智子『土器動態からみた弥生時代地域社会構造の研究』
　　　　　　　　　　　（主査　溝口孝司）比文博甲第0234号
2015年（平成27）11月　米元　史織『筋骨格ストレスマーカーから復元する身体活動の多様性：

日本列島出土の古人骨を用いた縄文・弥生・中近世の総合的比較』
　　　　　　　　　　　（主査　瀬口典子）比文博甲0253号
2016年（平成28）３月　小林　青樹『弥生文化の起源と東アジア金属器文化に関する研究』
　　　　　　　　　　　（主査　宮本一夫）文博乙第0267号
2016年（平成28）３月　三阪　一徳『土器製作技術からみた東北アジア稲作伝播期における文化

変化の研究』（主査　宮本一夫）文博甲第0203号
2016年（平成28）３月　森　　貴教『石器生産と消費形態からみた北部九州弥生社会の展開過

程』（主査　宮本一夫）文博甲第0204号
2018年（平成30）３月　富宝財『中国東北地方の新石器時代における社会形態変遷の研究』
　　　　　　　　　　　（主査　宮本一夫）文博甲第0222号
2018年（平成30）３月　谷澤　亜里『玉類からみた古墳時代開始過程の研究―弥生時代後期から

古墳時代前期の西日本を中心に―』（主査　溝口孝司）比文博乙第048号

  （編者注：日付けは授与年月
　　　文博：人文科学府，比文博：比較社会文化研究科／学府
　　　　甲：課程博士，乙：論文博士）

４．野外調査（2014年以降）
・福岡県桂川町金比羅山古墳発掘調査・同天神山古墳測量調査　2014年９月11日～９月22日（辻
田淳一郎）
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・モンゴル国ゴビアルタイ県ヒャル・ヒャラーチ遺跡発掘調査　2015年８月13～８月25日（宮本
一夫・田尻義了）

・福岡県桂川町天神山古墳発掘調査　2015年９月11日～９月21日（辻田淳一郎）
・中国山東省楊家圏遺跡ボーリング調査　2015年11月11月２日～11月６日（宮本一夫）
・モンゴル国バヤンホンゴール県エメルト・トルゴイ遺跡発掘調査　2016年７月27日～８月５日
　（宮本一夫・田尻義了・松本圭太）
・福岡県桂川町天神山古墳発掘調査　2016年９月９日～９月17日（辻田淳一郎）
・中国山東省楊家圏遺跡ボーリング調査　2016年11月３日～11月７日（宮本一夫）
・モンゴル国バヤンホンゴール県エメルト・トルゴイ遺跡発掘調査　2017年８月９日～８月23日
　（宮本一夫・田尻義了）
・福岡県桂川町天神山古墳発掘調査　2017年９月８日～９月25日（辻田淳一郎）

５．出版物
・『九州大学考古学研究室の記録―考古学研究室開設55周年記念―』九州大学大学院人文科学研
究院考古学研究室，2014年３月

・『山の神古墳の研究―「雄略朝」期前後における地域社会と人制に関する考古学的研究：北部
九州を中心に―』九州大学大学院人文科学研究院考古学研究室，2015年３月

・Excavations at Daram and Tevsh Sites: A report on Joint Mongolian-Japanese Excavations in 
Outer Mongolia, Department of Archaeology, Faculty of Humanities, Kyushu University, 
2016, June.

・Excavations at Bor Ovoo and Khyar Kharaach Sites: The second Report on Joint Mongolian-
Japanese Excavations in Outer Mongolia, Department of Archaeology, Faculty of Humanities, 
Kyushu University, 2017, July.

・『壱岐原の辻遺跡閨繰遺跡・妙泉寺古墳群・鬼の窟古墳―東亜考古学会壱岐原の辻遺跡調査報
告書Ⅰ―』九州大学人文科学研究院考古学研究室，2018年３月



九州大学考古学研究室の記録Ⅱ
― 考古学研究室60周年記念 ―

発行日　2018年 6 月16日
発行所　九州大学大学院人文科学研究院考古学研究室
印刷所　シモダ印刷株式会社

編集後記

　九州大学考古学研究室は，本年（2018年）６月１日をもちまして60周年を迎えます。また本年
は箱崎キャンパスから伊都キャンパスへの移転の年とも重なり，この夏には箱崎文系地区の考古
学研究室は伊都に移転いたします。本年６月16日（土）に，以下のように60周年の記念講演会お
よび祝賀会を開催することとなりました。あわせて，『九州大学考古学研究室の記録Ⅱ―考古学
研究室60周年記念―』を出版することにいたしました。

九州大学考古学研究室60周年記念講演会・祝賀会

６月16日（土）　九州大学箱崎文系地区・中講義室
　　　　　　　　　　　（講演会終了後伊都キャンパスに移動）
10：30～10：40　九州大学考古学研究室60周年記念講演会・開会挨拶
10：40～11：20　「1960年代の考古学研究室」下條信行（愛媛大学名誉教授）
11：20～12：00　「1970年代の考古学研究室」岩永省三（九州大学教授）
12：00～13：30　休憩
13：30～14：10　「1980年代の考古学研究室」溝口孝司（九州大学教授）
14：10～14：50　「1990年代の考古学研究室」岸本圭（福岡県教育庁文化財保護課企画主査）
14：50～15：30　「2000年代の考古学研究室」石田智子（鹿児島大学准教授）
15：40～16：30　バス（チャーター）にて伊都キャンパスに移動
16：30～17：30　伊都キャンパスの基層構造講座・考古学研究室関連施設の見学
18：00～20：00　九州大学考古学研究室60周年記念祝賀会（伊都キャンパス・ビッグオレンジ）

九州大学考古学研究室60周年記念行事実行委員会
　委員：石川健，岩永省三，齋藤瑞穂，田尻義了，谷直子，谷澤亜里，辻田淳一郎，
　　　　舟橋京子，三阪一徳，溝口孝司，宮本一夫，米元史織（五十音順）


