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考古学概論（理論と方法） 第 1 回 担当：高瀬 

第 1 章 考古学とはどんな学問か 1 考古学とは 2 物質資料と資料的限界（p.4-15） 

 

考古学 

・考古学はどのようなイメージでとらえられているか・・・何となく受け入れられている誤っ

たイメージの是正 

・考古学をふくむ文化財保護に対する社会的投資の大きさ，研究の発展，長期的な国民のサポ

ート 

・研究成果の継承，継続的な文化財保護のために・・・活況な就職状況 

 

【授業の概要】 

１． 教科書 

佐々木憲一・小杉康・菱田哲郎・朽木量・若狭徹 2011『はじめて学ぶ日本考古学』有斐閣 

 

２．スケジュール（あくまでも現時点での予定。変更もありうるため，必ず直前の掲示で確認すること。） 

4/11 第 1章 考古学とはどんな学問か 1考古学とは 2物質資料と資料的限界（pp.4-15） 

4/18 第 1章 考古学とはどんな学問か 3考古学研究のいようプロセス（pp.16-24） 

4/25 第 2章 モノを読む 1モノの観察と事実の発見 2モノの作り方から考える（pp.26-41） 

5/2 第 2章 モノを読む 3モノの使われ方から考える（pp.42-50） 

5/9 第 3章 時間を読む 1モノから時代を読む 2編年体系の組み方 3モノの組合せの変化

（pp.52-63） 

5/16 休講？ 

5/23 第 3章 時間を読む 4層位学的方法 5理化学的年代決定法 6年代の対比（pp.63-74） 

5/30 第 3章 補足説明（編年構築手法のヴァリエーション，放射性炭素年代測定） 

6/6 人類生態学としての考古学（ゲストスピーカー：ワシントン大学教授 Ben Fitzhughさん） 

6/13 第 4章 空間を読む 1分布論は研究方法か 2分布論の成り立ち （pp.76-85） 

6/20 第 4章 空間を読む 3分布論の方法 4分布論の実践 5超越的地域論（pp.85-99） 

6/27 休講予定 

7/4 第 5 章 社会を読む 1「社会」と考古学的方法 2 遺物の分布から社会をよむ 3 人骨の

分析から社会をよむ（pp.102-111） 

7/11 第 5章 社会を読む 4埋葬遺跡から社会を読む 5集落から社会を読む（pp.112-126） 

7/18 第 6章 だれのための考古学か 1考古学とアイデンティティ 2遺跡を守り伝える 3考

古学の意義を伝える 4人と社会のための考古学（pp.128-151） 

7/25 研究の実際，日本における考古資料生成のメカニズム 

 

※配付資料はダウンロード可（当日以外は教室で配布しない）。 

http://hoppo.let.hokudai.ac.jp/?p=2464 
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３．成績評価 

 期末レポート（50％）と毎回の予復習の成果（50％）を総合して評価。予習・復習の成果は，

B5 版程度の紙（ルーズリーフやコピー用紙など，ワープロで作成してプリントアウトしたもの

でもよい，B5 サイズがないときははその他のサイズの大きさでもかまわない）をもちい，でき

れば両面（片面は当日授業の予習，片面は前回授業の復習）に記載して毎回提出。 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 

【凡例】 配布資料中の「→」は，高瀬の補足・意見・疑問・問題提起などをしめす 

 

1．考古学とは 

・「旧石器時代から弥生時代にかけての議論は考古学の研究成果のみに基づくものです」 

・考古学は歴史学の一部をなす，あるいは歴史学に貢献する学問分野 

・旧石器時代から弥生時代にかけての教科書の記述＝考古学のみの成果? 

 →絶滅動物や氷河期の旧地形復元などの成果は? 

 →『漢書』地理誌（百余国…），『後漢書』東夷伝（57，107 年），『魏志』倭人伝（卑弥

呼）は？ 

 

(1)考古学の占める位置 

・歴史学に貢献する学問分野 

 文献史学（狭義の歴史学） 

 考古学 

 美術史 

 民俗学 

 民族学… 

・文献史学（文字資料＝史料）と考古学（モノ＝物質資料）は，依拠する素材がちがう 

・古墳石室の壁画（考古学・美術史），石碑・金石文（考古学・文献史学）などがあるため，

両者は単純な区分はできない 

・物質文化…物質資料がつくられ，使われた当時の文化・社会のなかで行われた，製作・

使用・廃棄など一連の行動に関わる側面を意味する 

 →cf.精神文化，言語文化 

・先史時代（文字のない時代の歴史）→考古学の独壇場 

 原始時代→考古学の役割大きい，同時に文献史学との連携もより必要  

 歴史時代→文字記録にのこりにくい事柄（当時，あまりにもあたえりまえであること）

に関して考古学が貢献（トイレ，農民の生活史） 

 →文献史料は，網羅性，正確性，保存性などの点で決して完全ではない 

 

(2)考古学が対象とする時間的範囲—先史考古学と歴史考古学— 

広義の歴史学 
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・考古学の守備範囲＝人類出現以降（700〜650 万年前よりもあと） 

・恐竜は考古学の対象ではない 

・細分ジャンル：先史考古学，歴史考古学，中近世考古学，近現代考古学，産業考古学 

 →動物考古学，植物考古学，昆虫考古学，DNA 考古学，環境考古学，地震考古学，地考

古学（ジオアーケオロジー），戦跡考古学，水中考古学… 

 

(3)考古学研究の定義と目的 

・考古学とは過去の人類が残した物質資料に基づいて人類の過去を研究する学問（浜田耕

作『通論考古学』1922） 

→archaeology：the study of the past through the systematic recovery and analysis of MATERIAL CULTURE. 

The primary aims of the discipline are to recover, describe and classify this material, to describe the form 

and behavior of past societies, and finally to understand the reasons for this behavior. In the Old World 

the term tends to refer to the body of techniques and theories used in achieving these goals, whereas in the 

New World archaeology refers also to the subject matter. Archaeology is truly an interdisciplinary subject, 

and has borrowed many of its theoretical and methodological concepts and approaches from history and 

anthropology. (Bahn ed. 1992) 

・プロセス考古学…社会が時間とともにどのように変化したかを前面に押し出す 

 →変化のプロセスは人類共通・通文化的という前提 

・北米における考古学＝人類学の一部 

 

２．物質資料と資料的限界 

(1)遺物 

・人間が作ったもの，そしてその製作過程で生じる残滓（ゴミ） 

・石器・土器・木器（漆器）・青銅器・鉄器 

・地面の一部をなしておらず，今日移動が可能 

 →つまり動産 

・美しいものとゴミ，双方が重要な研究対象（ex. 青銅器と鋳型） 

・食べ残し（貝塚の動物遺存体など） 

・動物考古学，古民族植物学による研究対象 

 →遺跡内の堆積物，焼け残った木炭など，たまたま遺跡にのこった微小巻貝や昆虫遺体

はどうか？ 

 →人工遺物／自然遺物の区分のうち，後者はより広がりがあるのでは？ 

 →家畜や栽培植物自体，その遺伝子は文化財であるとの指摘 

 

(2)遺構 

・人間が地面に意図的あるいは無意識に改変を加えた跡 

・住居跡・水田跡・窯跡・道路跡・古墳・足あと・車の轍など 

・地面の一部をなし，地面から切り取らない限り移動することはできない 
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 →つまり不動産 

 →古墳の個々の主体部，貝塚そのものなどは？ 

 

(3)遺跡 

・過去の人間の活動を反映した位置関係を保っている遺物や遺構の総体（横山 1985） 

 →位置関係を守っていることが重要 

・生産遺跡（水田，畠，窯），居住関係遺跡（集落），埋葬関係遺跡（古墳），宗教関連遺跡

（祭祀），戦争関連遺跡（防空壕） 

 →遺跡の範囲はどのように決めることができるのか？ 考古学的，行政的範囲 

 

(4)考古学研究の限界 

・考古学の達成のしやすさ…技術史○，経済史○，精神生活☓，社会組織△ 

 →どうしても，議論しやすい領域に研究が集中（実証的だが，部分的） 

・発掘によって回収できる物質資料はごく一部（初期人類の木の道具，キノコなど） 

・遺跡自体も，自然災害や開発によって消滅しているものもある 

・人間の行為と物的痕跡の関係＝民族考古学的調査 

・時間・地域が大きく異なる狩猟採集社会の観察成果を，無批判に考古資料の解釈には利

用できない 

 →可能性のひとつをしめすもので，解釈の正しさを積極的に裏付けるわけではない 

 →ミドルレンジを埋める方法としての実験も 

 

文献 

Bahn, Paul ed. 1992 Collins Dictionary of Archaeology, Harper Collins Publishers. 

 


