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第一章 登呂遺跡の概要、発掘の流れ 
 

＜きっかけ＞ 

私の住む静岡市には、教科書にも載るくらい有名な遺跡がある。弥生時代の遺跡である登呂遺跡

は昔から身近な遺跡であったが、実際にその詳細を聞かれても答えられない。登呂遺跡とはどのよ

うな遺跡なのだろうか。その発掘にはどのような方が関わっていたのか、登呂遺跡の再整備が始ま

る今、その発掘に関わった人々などから登呂遺跡について考えていきたいと思う。 

 

＜登呂遺跡の概要＞ 

昭和 18 年、日本で 初に集落と水田跡がセットで発見され、昭和２７年、国の特別史跡に指定さ

れた（遺跡公園として整備）。 

西暦 200～300 年ころ、弥生時代後期初頭～後期後半の集落跡・水田跡。 

戦後行なわれた発掘調査によって、１２軒の住居跡、２棟の倉庫跡、７ha にも及ぶ畦と水路によっ

て区画された水田跡、森林跡、川跡が発見され、土器、石器、金属器の他、豊富な木製農耕具や

建築部材等が出土している。 

  【主な遺物】 

   石器：金属器使用の時代に入っていたため比較的少ない。 

      石斧、石小刀、砥石、錘など。 

   骨角器：Y 字型鹿角器。 

   土器：壺鉢など。 

   木器：大小の鉢、杓子、高つき、鍬、鋤、田下駄、田舟、手槌、発火器、下駄、織 

      器、木剣など。 

   金属器：青銅の腕輪、指輪 

   ガラス器：青色の小玉 

   その他：建築材、籾、果実、竹製品 

昭和 30 年(1955) 登呂の敷地に「静岡考古館」が開設され出土品が集められたが、昭和 47 年

（1972）「静岡市立登呂博物館」生まれ変わった。 
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＜遺跡の発掘の履歴＞   ＊ 人物は当時の役職、職業にて記載。敬称略。 

【発見】 

○昭和 1８年 7 月 10 日（194３年）、住友金属会社静岡工場建設敷地にて丸木船の前半部が見つ

かる。安本博（静岡市立安西国民学校教諭）が森豊（毎日新聞静岡支局）に弥生文化の遺跡発見

を知らせる。 

○7 月 11 日、毎日新聞に記事が載る。（全国版＝１段、静岡版＝４段トップ記事） 

安本⇒東京の考古学者へ連絡。 

静岡県学務部⇒文部省へ連絡。 

学界から 

 ７月 24 日、伊東忠太（東大建築学）、 

 7 月 30 日、三木文雄・神林淳雄（帝室博物館）、宮崎武道（宮内省諸陵寮）、 

 8 月 2 日、宮地直一（神社庁）、 

 8 月 3 日、大場磐雄（国学院大講師）、 

 8 月 6 日、上田三平（文部省の史跡調査嘱託）、後藤守一（明大教授）、杉原荘介（文部省）、 

      八幡一郎（東大人類学教室講師（のち日本考古学協会委員長・東京教育大教 

      授））                       が、かけつける。 

○7 月 24 日～ 

阿部喜之丞（静岡市復興局長）は、工場と軍に話をつけ、復興局技術員を動員し、遺跡全域の測

量と遺物の収集を行った。 

阿部喜之丞が測量地図を作る。 

○8 月 10 日 

原田淑人（東大）が来静。 

西井一孝（静岡県庁内政部長）に重要性を説き、学術調査の実施を希望。 

○8 月 13 日 

静岡県は、１万坪の調査地区を指定、発掘の申請をし、指導者派遣を要請。 

 

【第一次発掘調査】 

○昭和 18 年 8 月 17 日～十日間、 9 月 2 日～一週間の発掘調査        

主体：静岡県。 

文部省が、史跡調査嘱託の上田三平を派遣。調査隊を組織。 

総指揮＝西井内政部長 

調査隊＝静岡県史跡名勝天然記念物調査委員（書記は河合治栄）、中小学校の地歴科教員、 

      郷土研究家からなる。発掘、研究などの３班に分けて調査。 

・工場建設の工事に追われて、円型住居跡（18 年第一号）や破壊された跡いくつか、倉庫跡らしい

もの一、二、木柵列、森林跡を調査し、遺物の採集を行ったのみ。 

・静岡市復興局の調査（測量、地上採集）、中田国民学校・大場磐雄・住友金属会社の一部の人
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の地上採集、その他地元の郷土研究家の採集も行われた。 

・戦争のため中止を命ぜられる。隊員の中にも招集を受け大陸や南海に散って帰らなかったものも。   

（森豊→九州へ   安本→北中国へ） 

・第一次調査によって採集された遺物と、中田国民学校、静岡市復興局などに集められていた遺

物は、静岡県立図書館葵文庫に集めて保管されることになった。 

（静岡県立図書館内には静岡県史編纂委員会の室があり、館長加藤忠雄がこの調査事業に協力

してその連絡上の中心となっていたことから） 

・大場の採集した遺物はのち松本市立博物館に譲られている。 

・出土品の模造品製作の為、帝室博物館から松原岳南が派遣される。 

十数点製作された模造品は三組ずつ作られ、博物館、住友工場、静岡市に分けられた。 

住友工場の物は爆撃にあって破壊、静岡市の物は戦災にあい一部破壊を免れたのが、遺跡内の

考古館（現在の静岡市立登呂博物館）に保存、博物館の分のみは現在も常時陳列されている。 

・調査報告書を出すことにきまり、加藤図書館長が、住友プロペラ工場視察のため静岡を訪れた住

友社長の住友吉左衛門に頼み、住友家から一万円が寄付された。 

・静岡県調査の報告書は 

  発掘当時の状況（阿部喜之丞） 

  発掘の経過と出土品(安本博) 

  歴史地理（県史編纂主事の山田覚三＝途中死去＝後、静岡高校教授の木宮泰彦） 

  植物（静岡県史跡名勝天然記念物調査委員の杉本順一） 

  地質（静岡高校教授の望月勝海） 

にわけて執筆。 

上田三平が総括して発表する予定であったが、印刷中（昭和 20 年）６月 20 日の静岡戦災にあい

焼失。 

県立図書館にあった遺物も多く消失したが、この戦災の日、一部は加藤図書館長が身を挺して図

書とともにこの遺物を守った。 

 

〔18 年度調査について学者の文献主なもの〕 

・「駿河富士見原における原始農耕遺跡の研究」（科学16巻1，2号 岩波書店刊 昭和23年）（上

田三平） 

・「駿河富士見原上代集落遺跡に関する植物学的研究」（資源科学研究所彙報、第七報、昭和 19

年） 

・「日本古代人の食生活」（大八州出版刊、昭和 22 年 4 月）（直良信夫著） 

・「登呂」（日本考古学協会編、昭和 24 年 12 月、毎日新聞社刊） 

・「登呂本編」（日本考古学協会編、昭和 2９年９月、毎日新聞社刊） 

・「静岡市登呂遺跡の調査」（考古学雑誌 33 巻 8 号彙報欄（昭和１８年８月））（安本博） 

・「静岡市登呂遺跡の重要性」（郷土文化 2 号、静岡県郷土文化研究会（昭和２２年～２４年）（大場
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磐雄） 

・「登呂遺跡の考古学的調査」（郷土文化 2 号、静岡県郷土文化研究会）（安本博） 

 

［昭和 18 年度発掘の概要］ 

・遺跡は安倍川の扇状地に営まれた弥生式文化期の村落で、部落と水田と森林によって構成され

ている。およそ 5 万坪に及び、さらに周辺にも埋没していると思われるので推定 10 万坪にも及ぶ日

本 古の重要な遺跡である。 

・水田遺跡は日本 初の発見であり、二万坪にも及ぶ。柵列は古代の畦畔。 

・住居跡は完全な形を残すもの一つ、その他小さな破壊された跡、柱跡、柵、礎板などの建築用材

多数を発見した。 

・倉庫跡と思われる八本柱の高床建築跡と、建築材を発見。 

大場の報告によると、東西２，４ｍ，南北約 4，09ｍ、床の高さは１，３ｍ、総高約４ｍ。 

弥生時代の倉庫の発見は全国初めて。 

・井戸跡二つを発見（流れを引いた小さな水溜）。 

・水田跡の中には小区画があった。 

・遺物は石器、骨角器、木器、動植物遺物などおびただしい数が発見された。日本で初めて発見

されたものも多数。 

・木製品が多く発掘され、筒、鉢、高杯、方盤形、サジ、杓子、クワ、スキ、田舟、田下駄、杵、槌、

ヘラ、下駄、案状木器（腰掛けの類）、フタ、漆弓、丸木弓、剣、その他多数の用途不明なものもあ

った。 

・骨角器、磨製石斧など各種各様の物が発見され、土器は弥生式のツボ、カメ、ワンなどで個数は

多かったが、ほとんど割れて出土した。 

・植物遺品は資源科学研究所で分析調査したが、当時の駿河地方における植物分布、樹木相、

食物、栽培植物などの状況を明らかにした。 

・動物遺品は鹿、いのしし、魚骨、鳥骨などで、狩猟、漁業の一端を忍ばせた。 

・衣、食、住の各般にわたる弥生期の日本の文化、農耕、狩猟などの技術、土器技術、建築技術

などの貴重な資料となる。 

 

【その後の動き】 

○昭和 20 年３～7 月にかけて（1945 年） 

アメリカ空軍の日本本土空襲が激しくなる。全国の各都市はＢ２９の爆撃にあい、次々と焼き払われ

た。 

プロペラ工場の住友金属、エンジンの三菱重工工場も爆撃にあって主要部が全滅、住友工場で

は、宗工場長以下幹部が防空壕に避難したが、直爆撃を受けて全員戦死。 

遺跡も至る所に大穴が空き、以来戦後まで荒廃のままに放置され、掘られた所は、水がたまり沼と

化した。 
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この年静岡市では静岡刑務所の集団脱走事件が起こる。 

○6 月 20 日 

静岡空襲。焼夷弾攻撃を受ける。 

遺物はほとんど焼失した。 

も多く所蔵していた駿府城内の県立図書館も講堂などを焼失したが、一部（高杯、弓、下駄、漆

塗りの木片、腰掛用の木器、小形木器、角器、石器、土器）は加藤図書館長が水槽の中にいれて

守り通した。 

遺物は県立図書館の郷土室に展示され、今では静岡市立登呂博物館（元静岡考古館 

）に移されている。 

○8 月 15 日 

敗戦。 

○昭和 21 年 6 月（1946 年） 

森豊が毎日新聞静岡支局に戻る。 

再発掘への行動を開始。昭和 18 年度の発掘の際の同志によびかける。 

共同通信社静岡支局の原国雄の賛成を得て、二人で静岡県立図書館館長加藤を訪ねる。 

毎日新聞本社に登呂発掘の原稿を送るが、敗戦直後の混乱の中、発掘の話に耳を傾ける者は少

なく、冷笑された。 

秋に安本が中国から復員、静岡市丸子の今村保彦（静岡市議員）とも連絡がつく。 

○12 月 7 日 

・静岡県立図書館にて*「静岡県郷土文化研究会」の発足。登呂発掘の母体とする。 

 メンバーはじめ 9 人 

  今村保彦（市議）、 

  加藤忠雄(県立図書館長） 

  望月勝海（旧制静岡高校教授） 

  杉本順一（旧制静岡高校講師） 

  小川龍彦（県観光協会主事） 

  鈴木通允（田中屋百貨店宣伝部長） 

  安本博（静岡市立安西国民学校教諭） 

  原国雄（共同通信社静岡支局） 

  森豊（毎日新聞静岡支局員） 

 その後、飯塚伝太郎（図書館司書）が加わり、市内の小中学校教員や郷土研究家が入会。 

・東京の学会でも登呂発掘の動きが起こり、 

  駒井和愛（東大名誉教授） 

  杉原荘介（文部省） 

  大場磐雄（国大） 

  関野克（東大） 
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  関野雄（東大） 

  島村孝三郎（東亜考古学会） 

らが来訪、静岡県郷土文化研究会のメンバーと連携提携ができ、学者は東京で、静岡県郷土文化

研究会は静岡で再発掘の運動を展開することを誓う。 

 

○昭和 22 年 3 月 22 日 

東大考古学教室で*「静岡市登呂遺跡調査会」が結成される。 

（東京の学会で明大教授の後藤守一が杉原を通じて文部省に調査補助の申請を出し、駒井、八

幡、島村らも連携協議を進め、やがて八幡の努力で協議がまとまる） 

  会長：今井登志喜（東大文学部長） 

  幹事：八幡、大場、駒井、杉原、島村 

  委員：石田茂作（国立博物館学芸部長） 

     犬丸秀雄（文部省人文科学課長） 

     小野武夫（早大講師） 

     岡山俊雄（建設省地理調査所） 

     黒板昌夫（文部技官） 

     小林知生（東京女子大講師） 

     後藤守一（明大教授） 

     斉藤忠（文部技官） 

     坂本太郎（東大教授） 

     桜井高景（東大助教授） 

     関野克（東大教授） 

     多田文男（東大助教授） 

     直良信夫（早大講師） 

     前川文夫（東大助教授） 

     松本信広（慶大教授） 

     三木文雄（国立博物館技官） 

     亘理俊次（東大講師） 

  顧問：池内宏（学士院会員）、 

     原田淑人（同上）、 

     戸田貞三（同上）、 

     渋沢敬三(日本民族学会長) 

考古、人類、歴史、地理、動植物、農業、建築などの関連諸科学を含む学者 30 余名が 7 月 1 日よ

り発掘することを決め、趣旨宣言を発表。 

・千葉胤雄（静岡県社会教育課長）も戦時中以来中絶されていた*「静岡県史跡名勝天然記念物

調査委員会」を復活し、ついで地元の後援会も結成され、４団体が一丸となって再発掘への動きを
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開始。 

今までにない学界初の総合的な発掘調査体制であった。 

・発掘には 低 20 万の資金が必要。 

島村、加藤、安本、森が 3，4 ヶ月の間、寄付金募集、宿舎、必要な道具、食糧確保に狂奔した。 

東京では学界が文部省に交渉して五万円の研究費交付を確約した。 

静岡県の小林武治知事、市の増田茂市長から、いずれも五万円ずつの交付の話が進む。 

残り五万を後援会名義で集めることになったがなかなか集まらなかった。 

食料の特配を高見三郎（県経済部長）に、蚊帳や自転車の特配、シャベルやツルハシの特配は地

方事務所に頼み、測量道具は土木部から借りたり買ったりしていた。戦後間もない困窮時、どれも

が入手困難な品ばかりだった。 

宿舎には無住の破れ寺、牧牛寺があったが、そこに中国杭州から引き上げてきた大津潤山が住み

つき、寺を宿舎にすることにきまった。 

副食品や洗濯は地元の青年団や農協が協力を約束した。 

連絡場所は「静岡県郷土文化研究会」（静岡市追手町県立図書館内）。 

「くにのあけぼの講習会」を開くことを決める。 

○4 月 

*「登呂遺跡調査後援会」設立（静岡市追手町静岡県立葵文庫内）。 

発起人：青木庄助、石上庄太郎、今井登志喜、、今村保彦、大場磐雄、大室貞一郎、小沢 清太

郎、加藤忠雄、小林武治、駒井和愛、島村孝三郎、杉原荘介、鈴木清一、杉山和太郎、田口英太

郎、千葉胤男、徳川慶光、根上柏実、原田淑人、増田茂、安本博、山本政治、吉田威雄 

○ 7 月 1 日 

発掘開始予定日はきたが、県市当局からの補助金はまだ交付されず、後援会の集めた寄付金二

万円弱があるばかりで、発掘は延期をせざるをえなくなった。 

○7 月 10 日 

手持ちの二万で行動を開始、全隊員が静岡に来る。 

○7 月 12 日 

県立図書館にて 終打ち合わせ。 

  学界：駒井、大場、杉原 

  地元：静岡県史跡名勝天然記念物調査委員、郷土文化研究会理事 

[本部の編成] 

発掘企画：駒井、大場、杉原 

総務：駒井、加藤忠雄 

編成：杉原 

出土品整理：大場 

用度：三木、飯塚伝太郎（葵文庫） 

会計：島村、飯塚          撮影：関野雄       記録：駒井、大場、杉原 
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[遺跡の名称] 

  登呂遺跡の呼び名は 

   「登呂遺跡」（大場、安本、森など） 

   「富士見原原始農耕集落遺跡」（上田三平、亘理俊次、直良信夫、河合治栄など）  

  の二つがあったが、 

  名称統一の投票を行い、「登呂遺跡」と決定。（河合のみ富士見原に票） 

[出土遺物の帰属問題] 

研究終了後は地元で保存することを認める。 

望月勝海（静高のち静大）は文書にしておくべきだと主張したが、紳士協定となった。 

○7 月 13 日午後一時 

発掘の鍬入れ式。遺跡現場にて。 

  司会：杉原荘介（文部省） 

  挨拶：駒井和愛（東大）、原田淑人（学士院会員） 

  発掘計画の説明：大場磐雄（国大） 

  発掘の場所を示す：森豊 

  鍬入れ：小林武治（静岡県知事） 

  祝辞：山本晴（静岡市助役）、増田茂（静岡市長） 

発掘隊、郷土研究会員、後援会の有志、地元中学校の生徒、各官公署長ら 200 名ばかり参加。 

 

【第二次発掘調査】 

○7 月 14 日～9 月 3 日（前期調査 7 月 14 日～8 月 6 日、後期調査 8 月 8 日～8 月 27 日） 

調査：「静岡市登呂遺跡調査会」 

目的：本格的調査の前段階にあたる調査、集落部分と水田部分の関係を明らかにすること。 

予算：17 万余。 

第一トレンチ（約２００㎡）で検出された住居跡三棟、川跡および A 地点の畦畔を調査。 

集落地区に 100ｍのトレンチを発掘。 

水田地区の一部調査。 

 集落地区：大場、杉原、斎藤、駒井を中心に、 

      時に後藤、軽部慈恩（日大）、樋口清之（国大）らのもと。 

 水田地区：八幡、三木、小林知生、藤森栄一らのもとに、 

東大、国大、明大、早大、法大、慶大、東京高師、静岡一師の学生、静岡市内の中学生、青年団

有志などが参加。 

・今村保彦、加藤、飯塚、安本が米を提供。 

・原が、浅沼稲次郎（社会党。当時、片山内閣）に話し、農相に米の特配を頼む。 

（二俵の特配） 

・鼠返しの発見（八幡が推定し、２５年に確定した） 
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・7 月 24 日、22 年度第一礎盤群とよばれる箇所から二個の青銅環（腕輪）を発見。 

（登呂における 初の金属の発見）。 

・7 月 25 日、ガラスのビーズ玉発見。 

・8 月、安本が材木屋に頼み、登呂の入り口に建てる檜の五寸角の標柱を作ってもらう。 

西島青年団が、遺跡入り口に建てる標柱の運搬を担う。 

標柱の表には「登呂遺跡入り口」横には「登呂遺跡調査後援会」裏には「西島青年団建之」の文字

をかいた。 

・８月 4 日、佐佐木信綱が登呂を訪れる。 

 （昭和 23 年 6 月「短歌往来」、 

  昭和 27 年 12 月「山と水」に登呂の歌を発表。 

  昭和 29 年 4 月、再び来静 

  38 年 12 月他界） 

案内：渡辺聡子（清水の門下生）、加藤忠雄 

・8 月 6 日（前半発掘終了）、衆議院の文化常任委員会から武藤智雄（元九大教授、専門調査委

員）が実情を調査。 

・8 月 8 日、毎日新聞社会面のトップに登呂の資金難について載る。 

東京の一中学生から励ましの手紙。 

・犬丸秀雄（文部省の人文科学課長）、黒板昌夫（同）が来静、史跡指定の問題を協議。 

実情調査のため、福田繁芳（衆院文化常任委員会長）が来静。国費で発掘を誓う。 

ハルパン（春帆英武。連合軍総司令部、美術記念顧問）が来静。 

・荒畑寒村（社会党）、石田幹之助（「長安の春」）、藤島亥治郎、安芸帰一、友松円諦、宮尾しげを、

らが訪問。 

・新世界映画社や日本映画社も常駐して撮影。 

新聞、雑誌、ラジオも一斉に取り上げはじめる。 

・衆参両院文化常任委員会にて、福田繁芳（衆院文化常任委員会長）が森戸辰雄（文部大臣）に

質問。柴沼（社会教育長）も答弁。 

・8 月 13 日（後半）、皇太子が学友 5 人とともに登呂を見学。 

小林（静岡県知事）に案内をうけ現場へ。土器を発掘。 

  説明：駒井、杉原、大場 

後、義宮、秩父宮妃、高松宮、高松宮妃、山笠宮（二度来訪、発掘に参加）が訪れる。 

・8 月 27 日、森戸辰雄（文部大臣）が来静。 

・9 月 4 日、発掘隊の引き上げ。 

・保存費不足のため、住居跡は埋没して保存。 

・成果を国民に紹介するため二つの事業を行う。 

①上野の国立博物館にて「登呂遺跡展」（10 月 22 日～昭和 23 年 1 月 20 日）。後述参照。 

②「登呂遺跡」小冊子の発刊（11 月 16 日発刊。森豊著。） 
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【第二次発掘調査期間の発掘以外の動き】 

○7 月 21 日～31 日 

「くにのあけぼの講習会」 

静岡中学校にて。聴講会員 500 名に限ったが定員を超えて満員だった。 

  日本の環境＝多田文男（東大助教授理博） 

  大昔の生活＝八幡一郎（東大講師） 

  日本民族の由来＝長谷部言人（東大教授医博） 

  生活の変化＝杉原荘介（明大講師） 

  農業の始原と発達＝小野武夫（早大講師農博） 

  大昔の家＝関野克（東大教授工博） 

  日華関係＝駒井和愛（東大助教授文博） 

  大和朝廷の統一＝原田淑人（学士院会員文博） 

  氏と姓＝池内宏（学士院文博） 

  古墳＝三木文雄（国立博物館・文部技官） 

  埴輪＝後藤守一（明大教授） 

  鏡、剣、玉＝大場磐雄（国大教授） 

  日鮮関係＝斎藤忠（文部省嘱託） 

  漢字の伝来と儒教＝関野雄（東大助手） 

  仏教と飛鳥奈良時代文化＝石田茂作（国立博物館学芸部長文博） 

  聖徳太子と大化の改新＝坂本太郎（東大教授文博） 

  南方諸地域と日本の関係＝小林知生（東京女子大教授） 

  日本の紀年＝黒板昌夫（文部技官） 

  大昔の社会＝戸田貞三（東大教授文博） 

  駿河に関する史話＝今井登志喜（学士院会員） 

○10 月 22 日～昭和 23 年 1 月 20 日まで（会期延長） 

上野の国立博物館にて「登呂遺跡展」 

 主催：国立博物館 

    登呂遺跡調査会 

 後援：毎日新聞社 

    静岡県郷土研究会 

一遺跡の特別展覧会が開かれたのは初めて。 

ついで 3 月 9 日～大阪の三越で「登呂遺跡展」開かれる。 

全国各地で開かれる日本史関係の展覧会に、遺物や写真の出品依頼が相次いだ。 

 

○１１月 22 日夜 

全国から集まった学者を招いて 
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「登呂事業祝賀会」を毎日新聞社八階で開く。 

 出席 

  博物館：安倍能成（館長）、長谷川徹三（副館長）、石田茂作（学芸部長）、 

      八幡一郎（考古課長）、三木文雄（文部技官） 

  国会：山本有三（参院文化委員長）、武藤智雄（衆院文化委員会専門委員） 

  文部省：有光次官、清水局長、犬丸課長、斎藤忠技官、黒板昌夫 

  学界：今井登志喜、原田淑人、池田宏、後藤守一、駒井和愛、関野克、関野雄、 

     大場磐雄、杉原荘介、亘理俊次、 

  その他 80 名。 

 

【その後の動き】 

○昭和 22 年 12 月 1 日 

「東京学生考古学会」を上野の国立博物館で結成。 

東京の各大学と高専の学生たち、東大で古代オリエント史を専攻していた三笠宮も出席。 

○昭和 23 年 3 月 9 日 

「長塚（のち有東）遺跡」発見。（静岡工業学校三年生、後登呂博物館次長の望月菫弘が発見） 

3 月 21 日～発掘 

日本 初の木製臼の出土（井戸の中より）。上野の国立博物館に収蔵。 

（昭和 31 年 3 月同遺跡から望月菫弘によって臼二号が発見される。静岡考古館に収蔵） 

○昭和 23 年 4 月 2 日 

東京国立博物館講堂で*「日本考古学協会」が結成される。 

（登呂調査会は 3 月 27 日付けで発展的解消をする。） 

「日本考古学協会」の中に「登呂遺跡調査特別委員会」を設ける。 

 初代委員長：藤田亮策（慶大） 

 委員：梅原末治（京大） 

    後藤守一（明大） 

    駒井和愛（東大） 

    八幡一郎（東大） 

    斎藤忠（文部省） 

    水野清一（京大） 

    石田茂作（博物館） 

    杉原荘介（明大） 

 第一次会員 81 名。 

 

事業：考古学年報の発行、月報発行、全国の遺跡地名表の作成、地域別名称や年代の統一、 

   考古学辞典の編集、直轄発掘調査。 
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☆発足の動機 

第一年度（昭和 22 年）の調査終了後、森戸文相は登呂調査会へ全国的な学者の参加を要望、国

家的な発掘態勢が望ましいと述べる。 

昭和 22 年 12 月 28 日、学士院に池内宏、原田淑人、後藤守一、石田茂作、犬丸秀雄、杉原荘介

が協議。 

昭和 23 年 1 月 9 日さらに長谷部言人、藤田亮策、水野清一らが協議。準備委員会を作る。 

○4 月 21 日～4 月末まで。 

「長塚遺跡」の発掘を行う。（23 年度登呂発掘に先駆けて。） 

4 月 21 日、後藤守一（明大教授）、杉原荘介（明大助教授）ら明大考古学教室の一行が来静。 

後藤氏、「長塚遺跡」改め、「有東遺跡」と命名する。 

銅鐸の発見。 

○6 月 9 日 

ＮＨＫの依頼にて「今年の登呂発掘」の放送。 

翌日、放送を聞いた広瀬よし子（静岡県婦人会連合会長）から、県の文化課に地元静岡県の婦人

会として協力したいとの申し出を受ける。 

県婦人会連合会は 6 月 12 日に理事会を開いて正式にこれを決定、全県下に指令を発し、米を集

めはじめた。 

これをきいた県の経済部は、米の拠出運動は食料管理法に違反するとして婦人たちの運動を中止

させた。 

 

【第三次調査】 

○昭和 23 年度 7 月２１～8 月末 

・主体：4 月に結成された「日本考古学協会」 

・調査本部：牧牛寺 

・発掘本部：元三菱重工業静岡工場 

・学生は光蔵寺に宿泊。 

・文部省の補助 70 万、静岡県から 20 万、静岡市から 15 万、計 150 万円が第二年度（昭和 23 年）

の予算。 

・集落部分では第一トレンチに直交する第二トレンチ（約６００㎡）を掘り、遺跡の北限と深度を探っ

た。 

・住居跡一棟・川跡を検出し、前年検出した住居跡の床面の断ち割り調査を実施。 

・水田部分では B 地点で中央水路を検出。 

・登呂遺跡周辺調査を実施。 

・文部省の補助 70 万、静岡県から 20 万、静岡市から 15 万、計 150 万円が第二年度（昭和 23 年）

の予算。 

 委員長：今井登志喜（東大名誉教授） 

 14



 実行委員長：後藤守一（明大教授） 

       駒井和愛（東大助教授） 

       八幡一郎（東大講師） 

       杉原荘介（明大助教授） 

       斎藤忠（文部技官） 

 委員：原田淑人（学士院会員） 

    梅原末治（京大教授） 

    長谷部言人（東大教授） 

    石田茂作（国立博物館学芸部長） 

    藤田亮策（慶大教授） 

    大場磐雄（国大講師） 

    小野武夫（早大講師） 

    関野克（東大教授） 

    多田文男（東大助教授） 

    岡山俊雄（地理調査所） 

    直良信夫（早大講師） 

    亘理俊次（東大教授） 

    前川文夫（東大教授） 

 調査委員：末永雅雄（竜谷大） 

      小林行雄（京大） 

      鏡山猛（九大） 

      和島誠一（東洋大） 

      樋口清之（国大） 

      三木文雄（博物館） 

      藤森栄一（東京考古学会） 

      小林知生（東京女子大） 

      江坂輝彌 

                             ら２５名。 

・５月の末の日曜日、Ｊ・マーシャル・ブラマー博士（連合軍総司令部の美術記念部顧問、ミシガン

大学教授）とテイト大佐夫妻（民間情報局）が、原田治郎（博物館）、三木文雄（同）とともに登呂を

訪れる。案内、森豊。 

ＧＨＱは、登呂発掘を援助するためブルドーザと重油の援助を申し出るが、福井の大地震の後片

付けに動員され、この話は実現しなかった。 

・7 月 24 日、三笠宮（東大でオリエント史を研究中）も発掘に参加。 

・8 月、末永雅雄が橿原考古学研究所員を引率して加わり、安芸皓一（土木工学）や鏡山猛（九州

大）も参加する。 
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・発掘終了後、東京国立博物館で展覧会が開かれる。 

 

【その後の動き】 

○昭和 23 年秋～24 年春にかけて 

文部省が登呂の周辺遺跡の調査を行うために調査補助金を交付する。 

調査の分担 

 縄文式文化：駒井（東大）、八幡ら東大考古学研究室 

 弥生式文化：後藤（明大）、杉原（明大考古学研究室） 

 古墳文化：後藤（明大）、斎藤忠（文部技官）ら 

 仏教文化：石田茂作（国立博物館学芸部長）、斎藤忠ら 

 平安初期：（延喜式内神社と遺跡の関係）八幡一郎 

○ 11 月 26 日 

連合軍総司令部の招きでライシャワー教授（来日中のアメリカ人文科学顧問団。ハーバード大）ら

一行が視察。 

登呂の自然博物館化を強調提唱。 

○9 月 3 日 

駒井が 23 年度の調査結果報告を行う。 

    全国 初の発見＝発火器（火鑽弓、火鑽臼）、 

                   揉鑽法、舞鑽法で火をおこしていた。 

                織機（太田英蔵（京都西陣の織物研究家）が断定） 

                   平織りで麻か苧麻（ラミー）を材料としたもの。 

○昭和 24 年 6 月 

海野春樹（ＮＨＫアナウンサー）が森豊と小川竜彦（静岡県観光協会主事）に放送劇「登呂」の脚

本を頼む。 

森豊チフスのため小川のみで完成させる。 

8 月１4 日、静岡放送局から放送される。ＮＨＫの全国放送劇コンクールで三位。翌年も全国放送さ

れる。 

小川が観光功労者として表彰される。 

○昭和 24 年夏 

「登呂遺跡保存顕彰会」ができる。 

会長：静岡市長 増田茂 

名誉会長：静岡県知事 小林武治 

 

【第四次発掘調査】 

○昭和 24 年 7 月 20 日～9 月 5 日 

主体：日本考古学協会 
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調査費：220 万円 

・発掘の目的：登呂の埋没の原因、村落構成、古代家族制度、水田の同時代確認。 

・集落地域の第一トレンチと第二トレンチを包む地域の五百平方ｍを発掘。三個の住居跡と二個の

倉庫跡を発見。 

・次の調査に備え第三トレンチ（約６００㎡）も調査。 

・水田部分では 10 箇所調査し、うち 5 箇所で畦畔などの遺構を検出した。 

・D 地点では B 地点に続く中央水路の起点部分を調査。 

 

・登呂は地震説、自然堤防説、地殻変動説があるが、台風によってほろびたとされた。 

・登呂は登呂期以前にも以降にも人間の住んだ形跡が見つからない一型式一時期の文化だった

ことがわかる。 

・水田地域の発掘は、八幡を中心に和島誠一（東洋大）、滝口宏（早大）、曾野寿彦（東大）が行う。

弥生式文化期の水田を初めて世にだす。 

 

【その後の動き】 

○昭和 25 年 2 月 2 日 

京浜デパートで登呂遺跡展開催 

○2 月 9 日 

登呂遺跡調査白書発刊。 

○2 月 14 日 

柳宗悦が来訪、登呂の工芸品について教示。 

○2 月 22 日 

八幡一郎来静、打ち合わせ。 

○2 月 23 日 

沼津市沢田から弥生式遺跡発見される。 

静岡県引佐郡三ヶ日町釣にて銅鐸発見される。 

○昭和 25 年 3 月 

委員長今井死去。後藤守一が委員長となる。 

○3 月 6 日 

後藤守一、三木文雄が来静、三ケ日銅鐸調査。 

○3 月 12 日 

沢田遺跡、軽部慈恩（日大）が発掘。 

○4 月 15 日 

国立奈良博物館で、登呂、瓜郷、唐古を通じてみた古代農耕文化展を開く。 

○６月 8 日 

後藤、駒井、杉原実行委員来静、本年度発掘打ち合わせ。 
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○7 月 30 日 

先発隊来静 

 

【第五次調査】 

○昭和 25 年 8 月 1 日~9 月５日 

主体：日本考古学協会 

調査費：100 万円 

・第二トレンチと第三トレンチに挟まれた東側範囲（約 8200 平方ｍ）を調査し、住居跡四棟・四本柱

の倉庫跡二棟を検出、調査した。 

・水田部分では D 地点で検出された水路に接続する溝および杭列の続きを調査。 

・登呂遺跡の概要が一応把握された。 

・鉄片、腰掛状木製品、布の発見。 

・8 月 19 日義宮が学習院の学友と見学。秩父宮妃も見学。 

・静岡県内で弥生遺跡(浜松市伊場、掛川市白岩、沼津市東沢田、韮山町山木)発掘された。 

・この年に経費の都合で日本考古学協会の登呂発掘は終了となる。 

・関野克（東大教授）により復元住居の設計図が完成。 

 

【その後の動き】 

○昭和 26 年  第一期整備 

一号復元住居が建設される。 

見学者用休憩所が完成。 

国から土地（11,600 ㎡）の払い下げを受ける。 

○16 日土曜午後 

「25 年度における登呂遺跡調査結果の報告講演会」 

国立博物館（上野）にて。 

主催：日本考古学協会 

委員長：藤田慶大教授 

開会の挨拶：後藤明大教授 

講演：「25 年度の調査概要について」駒井東大教授 

  「25 年に発掘された四つの住居跡について」杉原明大教授 

  「植物性遺物について」亘理東大講師 

  「登呂集落壊滅の原因（地震、洪水、陥没隆起）の比較検討」多田東大助教授 

  「発掘の実況、遺物と出土状態、住居跡について」駒井 

閉会の挨拶：「登呂遺跡調査の意義、関係者への謝辞」八幡東大教授 

長谷部東大教授、関野東大講師、和島東洋大学教授も参加。 

○昭和 27 年 
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・一号復元倉庫建設。 

・国特別史跡に指定（11,600 ㎡）される。 

・田中俊雄（柳宗悦門下沖縄の織物研究家）が視察。完全な織機を復元。 

○昭和 30 年 

静岡考古館（15,552 ㎡、3,520 千円）が開設され出土品が集められた。 

○昭和 31 年 

やまだいちでゲタを復元（男物 150 円）。 

○昭和 32 年 

排水溝と配水管・水のみ場を新設、木製柵をコンクリート製擬木製柵にする。復元家屋増設。 

○昭和 33 年 

登呂建設委員会設置。 

○昭和 34 年度～37 年度   第二期整備 

・遺跡隣接地（34,130 ㎡）を静岡市（観光課・公園課）で購入。                           

・昭和 42 年頃まで都市公園として整備する。 

・登呂の落書き、水路木杭列水没の記事が毎日新聞に載る。 

○昭和 35 年 12 月 

東京国立博物館保管分を移管、全出土品が静岡考古館にそろう。 

○昭和 36 年 

登呂公園化に向け、遺跡周辺の土地を買収。 

復元家屋へのいたずらが絶えない。 

○昭和 37 年 

修学旅行生が復元家屋にいたずら（7 月朝日新聞に記事が載る）。 

登呂遺跡で火事。 

○昭和 38 年 

近所の子供、大人の観光客の落書き増加。 

○昭和 39 年 

児童の焚き火から、登呂遺跡の芝生、枯れ草約２００平方メートルを焼く火事。 

 

【第六次調査】 

○昭和 40 年３月～１２月 

･主体：静岡県文化財保存協会 

・東名高速道路建設に伴う発掘調査。確認調査・本調査・追加調査と三回に分けて実施。 

・集落部分から離れた遺跡の南端部分の調査で、中央水路および護岸杭を伴う畦畔のみを検出し

発掘調査。水田跡がさらに南までひろがることが確認された。 

・水田面の状況は未調査であったが、中央水路や畦畔は洪水の後に復旧され古墳時代中期頃ま

で使用されていたことが確認された。 
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【その後の動き】 

○昭和 41 年 

遺跡隣接地・水田部分（48,300 ㎡）を史跡仮指定。整備基本設計策定。 

年間 50 万人の観光客。 

カヤがえぐられる。柱への落書き。 

○42 年度～47 年度 

仮指定地（20,470 ㎡）を国庫補助（国 50%、県 16,6～20%）で静岡市が購入（233,000 千円）。 

水はけ悪く雨水で水没。夏は雑草が茂り遺構を覆う。 

年間約 20 万人の観客。 

○43 年度～46 年度    第三期整備 

購入地内の住居跡の一部、森林跡二ヶ所、水田跡の一部、東名高架下部分の環境整備（総事業

費 19,750 千円）を国庫補助（国 50%、県 16,6～20%）で実施した。 

昭和 43 年 4 月 1８日、鹿角製釣り針、ガラスケースから盗難。 

○昭和 44 年 

説明板にかかれた文章が痛みのため読めなくなる。 

屋根のカヤ引き抜き、空き瓶の放置、復元家屋柱への落書き。 

皇太子様、浩宮様 7 月に見学。 

○昭和 45 年 

年間 70 万人の見学者。 

2 月入り口付近の復元家屋 1 棟全焼。放火の疑い。 

○昭和 46 年 

年間約 70 万人の見学者。 

○昭和 47 年 

静岡市登呂博物館（103,140 ㎡、180,000 千円）開館。 

○47 年度～52 年度      第四期整備 

水田跡（20,470 ㎡）を国庫補助（国 50%、県 10～16,6%）で整備実施（総事業費 97,512 千円）した。 

○昭和 50 年 

9 月 初に作られた復元家屋火事で焼失。 

○昭和 51 年 

静岡駅南連続放火事件の犯人逮捕。昭和 50 年の復元火災の犯人。憂さ晴らしでの犯行。 

○昭和 53 年 

仮指定地を特別史跡に追加指定（48,300 ㎡）。 

 

【第七次調査】 

○昭和 54 年 

・芹沢美術館建設に伴う確認調査 
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【第八次調査】 

○昭和 59 年 

静岡市立高松中学校の校舎建設に伴う発掘調査。水田跡検出。 

 

【第九次調査】 

○昭和 63 年 

プール建設に伴う発掘調査。 

 

【第十次調査】 

○平成元年 

・マンホール設置に伴う確認調査。 

・田園・足跡検出。 

 

【第十一・十二次調査】 

○平成５年 

・登呂遺跡の範囲を確認する必要性、再発掘への期待の高まりから発掘。 

・登呂遺跡整備検討委員会を設置。 

 

【第十三次調査】 

○平成 6 年 

・範囲確認調査。 

・登呂博物館一階を参加体験型ミュージアムに改装。 

    

【第十四次調査】 

○平成 7 年 

・範囲確認調査。 

・登呂遺跡調査整備検討委員会に改組。 

 

 

【第十五・十六次調査】 

○平成 8 年 

範囲確認調査。 

 

【第十七次調査】 

○平成 9 年 

登呂遺跡再整備に伴う確認調査。 
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【第十九次調査】 

○平成 11 年 

・登呂遺跡再整備に伴う確認調査。 

・登呂遺跡発掘調査専門部会設置。 

 

 

＜考察＞ 

・登呂遺跡の発掘には考古学者だけでなく、人類･歴史・地理・動植物・農業・建築など幅広い学

者が関わり、団体としても静岡の「静岡県郷土文化研究会」や「静岡県史跡名勝天然記念物調査

委員会」、「登呂遺跡調査後援会」、東大の「静岡市登呂遺跡調査会」など、それまでにはなかった

学界初の総合的な発掘体制がしかれたことも凄いことだと思う。 

・昭和 22～23 年にかけて国立博物館にて「登呂遺跡展」が開かれたということだが、予定された会

期を延長していたり、一遺跡の特別展覧会が開かれたのはこれが初めてだというからも、人々の登

呂に対する関心の高さが伺える。これを機に全国で開かれる日本史関係の展覧会に遺物や写真

の出品依頼が相次いだというので、日本史関係の展覧会の開き方にも登呂は影響を与えたと思わ

れる。 

・今、呼びなれている「登呂遺跡」という呼び名は昭和 22 年に決められたことがわかったが、もう一

つの呼び名「富士見原原始農耕集落遺跡」に決まらなくて良かったと感じた。登呂遺跡のほうが圧

倒的に小さい子でも言いやすく親しみやすい感じがする。 
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＜発掘場所の図＞ 
（特別史跡登呂遺跡発掘調査概要報告書Ⅰ（2000 年）より） 
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第二章  遺跡発掘などに関わった人物 
 
＜遺跡発掘などに関わった人物＞  （五十音順） 

青木 庄助：静岡市石田総代。  

        昭和 22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

安芸 帰一：昭和２２年発掘時来静。 

 

安芸 皓一：土木工学。 

        昭和 23 年 8 月発掘に参加。  

 

浅沼 稲次郎：社会党。当時、片山内閣。 

          原に、農相に米の特配を頼まれる。 

 

＊阿部 喜之丞：静岡市復興局長。工場と軍に話をつけ、復興局技術員を動員し、遺跡全域 

           の測量と遺物の収集を行った。 

           測量地図を作る。 

           静岡県調査報告書の「発掘当時の状況」をまとめる。 

           日本の土地区画整理事業の先駆者。 
 

安倍 能成：博物館館長。 

        昭和 22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

 

荒畑 寒村：社会党。昭和２２年発掘時来静。 

 

有光次官：文部省。 

       昭和 22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

 

飯塚 伝太郎：図書館司書。 

         「静岡県郷土文化研究会」後からのメンバー。 

          22 年度、米の提供。発掘本部の用度・会計担当。 

 

池内 宏：学士院会員。 

       「静岡市登呂遺跡調査会」顧問。 

       昭和 22 年「くにのあけぼの講習会」にて「氏と姓」について講演。 

       22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 
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石上 庄太郎：静岡市大里農業会長。  

         昭和 22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

石田 幹之助：「長安の春」。昭和２２年発掘時来静。 

 

石田 茂作：国立博物館学芸部長文学博士。 

        「静岡市登呂遺跡調査会」委員。 

        昭和 22 年「くにのあけぼの講習会」にて「仏教と飛鳥奈良時代文化」につい 

        て講演。 

        22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

        23 年 4 月 2 日発足の「日本考古学協会」の登呂遺跡調査特別委員。 

        仏教文化を調査。 

 

犬丸 秀雄：文部省人文科学課長。 

        「静岡市登呂遺跡調査会」委員。 

        昭和２２年来静、史跡指定の問題を協議。 

        22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

 

今井 登志喜：東京大学文学部長。学士院会員 

          「静岡市登呂遺跡調査会」の会長。 

         昭和 22 年「くにのあけぼの講習会」にて「駿河に関する史話」について講 

         演。 

         22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

         昭和 23 年度（7 月２１～8 月末まで発掘）「日本考古学協会登呂遺跡調査特 

          別委員会」委員長。 

         昭和 22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

伊東 忠太：東京大学建築学 

 

今村 保彦：静岡市丸子。市議。 

        「静岡県郷土文化研究会」メンバー。 

        22 年度、米の提供。 

        22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

上田 三平：文部省の史跡調査嘱託。 
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      18 年度の調査隊を組織。 

      静岡県調査報告書を総括して発表する予定であったが、 

      印刷中（昭和 20 年？）６月 20 日の静岡戦災にあい焼失。 

      「駿河富士見原における原始農耕遺跡の研究」 

        （科学 16 巻 1，2 号 岩波書店刊 昭和 23 年） 

      登呂遺跡の呼び名「富士見原原始農耕集落遺跡」とする。 

 

梅原 末治：京都大学。 

        昭和 23 年 4 月 2 日発足の「日本考古学協会」の登呂遺跡調査特別委員。 

        「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」委員 

 

江坂 輝彌：昭和 23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」調査委員。 

 

大津 潤山：中国杭州から引き上げてきて牧牛寺に住みつく。住職。 

        昭和 39 年 71 歳狭心症で死亡。 

 

小沢 清太郎：静岡市敷地部農会長。 

         昭和 22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

大塚 初重：現明治大学名誉教授。 

        1947（昭和 22）年から行なわれた登呂遺跡の発掘調査に、大学生として参加。 

        2,000 年前の登呂の人々の生活のあとが見つかったことで、勇気と感動とを与えられ、 

        考古学の道を歩むことを決めた。 

        平成 12 年 8 月 20 日、静岡市立登呂博物館で、登呂のムラ長（一日村長）を務める。 

        登呂博物館 2 階の展示品の解説を行ない、実際の発掘現場も訪れた。午後、静岡市 

        視聴覚センターで「登呂遺跡の再評価」と題する講演を行なった。 

        平成 17 年、登呂博物館建替検討委員会の委員長となる。 

 

大場 磐雄：国学院大学講師。 

        『静岡市登呂遺跡の重要性』（郷土文化 2 号、静岡県郷土文化研究会） 

        「静岡市登呂遺跡調査会」の幹事。 

        昭和 22 年度発掘本部の発掘企画担当・出土品整理・記録。 

        登呂遺跡の呼び名「登呂遺跡」とする。 

        22 年度、発掘の鍬入れ式で発掘計画の説明をする。 

        22 年度集落地区を調査。 

        22 年、皇太子と学友 5 人に登呂の説明。 
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        22 年「くにのあけぼの講習会」にて「鏡、剣、玉」について講演。 

        22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。  

        22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

        23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」委員。 

 

大室 貞一郎：静岡高等学校長。」 

          昭和 22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

岡山 俊雄：建設省地理調査所。 

        「静岡市登呂遺跡調査会」委員。 

        昭和 23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」委員。 

 

小川 竜彦：静岡県観光協会主事。 

        「静岡県郷土文化研究会」メンバー。 

         昭和 24 年 6 月海野春樹（ＮＨＫアナウンサー）が森豊と彼に放送劇「登呂」 

        の脚本を頼む。 

        観光功労者として表彰される。 

 

小野 武夫：早稲田大学講師農学博士。 

        「静岡市登呂遺跡調査会」委員。 

        昭和 22 年「くにのあけぼの講習会」にて「農業の始原と発達」について講演。 

        23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」委員 

 

鏡山 猛：九州大学。 

       昭和 23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」調査委員。  

       23 年 8 月、発掘に参加する。 

 

＊加藤 忠雄：静岡県立図書館長。 

         明治 29 年１１月１８日岐阜県益田郡下原村大字渡で誕生。 

         大正６年３月岐阜県師範学校本科卒業。 

          ６年４月～１０年３月岐阜県益田郡萩原尋常高等小学校訓導。 

         １２年３月社会教育研究所（図書館学専攻）卒業。 

         １２年４月～１３年１１月秋田県立図書館司書。 

         １３年１２月～昭和１５年７月静岡県立葵文庫図書館司書。 

         昭和１５年７月～３１年３月静岡県立葵文庫図書館館長。 

         １５年８月静岡県史編纂委員となる。 
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         18 年、住友社長の住友吉左衛門に頼み、住友家から一万円の寄付を受ける。 

         （昭和 20 年？）６月 20 日の静岡戦災の日、身を挺して図書とともに遺物の 

         一部を守った。 

         「静岡県郷土文化研究会」メンバー。 

         22 年度発掘本部の総務。 

         22 年度、米の提供。 

         22 年、佐佐木信綱を案内。 

         22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

         ２４年１月～４９年９月静岡家庭裁判所家事調停委員 

         27 年４月図書館法第六条の規定による東京大学の講習にて司書資格を得る 

         27 年３月～静岡県文化財保護審議会会長 

         28 年 1 月～31 年 3 月日米文化センター館長も兼務 

         27 年 5 月～36 年 8 月静岡県地方労働委員会委員 

         27 年 11 月～42 年 4 月静岡地方労働基準審議会会長代理 

         30 年 1 月～49 年 9 月静岡地方裁判所および静岡簡易裁判所民事調停委員 

         35 年 2 月～静岡市町界町名整理委員会会長 

         35 年７月～静岡市立小学校および中学校通学区域審議会委員長 

         35 年 9 月～54 年 8 月静岡簡易保険加入者の会会長 

         36 年 6 月～50 年 7 月静岡地方 低賃金審議会会長代理 

         36 年１０月～54 年 9 月静岡県連合簡易保険加入者の会会長 

         42 年 5 月～51 年 7 月静岡地方労働基準審議会会長 

         44 年 4 月～静岡市史編集委員会委員 

         44 年 12 月～静岡市図書館協議会会長 

         47 年 3 月～（財）駿府博物館理事 

                    駿河古文書会会長 

         47 年 4 月～静岡市博物館協議会会長 

         48 年 10 月～56 年 8 月静岡県自然環境保全審議会委員 

         49 年 1 月～54 年 12 月テレビ静岡番組審議会委員長 

         50 年 5 月～静岡市文化財資料館運営委員長 

         6 月～静岡県文化財保存協会会長 

         8 月～51 年 7 月静岡地方 低賃金審議会会長 

         52 年 3 月～静岡県日本画連盟会長 

         55 年 7 月～静岡県立美術博物館資料選定委員会委員 

         56 年 5 月～（財）新村出記年財団監事 

         11 月 19 日死去 

         12 月 21 日追悼会（県市教育委員会ならびに文化諸団体共催） 
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        著作『静岡の歴史と人物－加藤忠雄著作集』 

 

軽部 慈恩：日本大学。 

        22 年度集落地区を調査。 

 

河合 治栄：静岡県史跡名勝天然記念物調査委員の書記。18 年度調査隊員。 

        登呂遺跡の呼び名「富士見原原始農耕集落遺跡」とする。 

 

神林 淳雄： 帝室博物館。 

 

木宮 泰彦：静岡高校教授。 

        山田覚三の死後、静岡県調査の報告書「歴史地理」を執筆。  

 

駒井 和愛：東京大学名誉教授文博。 

        「静岡市登呂遺跡調査会」の幹事。 

        昭和 22 年度発掘本部の発掘企画・総務・記録。 

         22 年度、発掘の鍬入れ式の挨拶。 

         22 年度集落地区を調査。 

         22 年、皇太子と学友 5 人に登呂の説明。 

         22 年「くにのあけぼの講習会」にて「日華関係」について講演。 

         22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

         22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

         23 年 4 月 2 日発足の「日本考古学協会」の登呂遺跡調査特別委員。 

         「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」実行委員長。 

         縄文式文化を調査。 

 

黒板 昌夫：文部技官。 

        「静岡市登呂遺跡調査会」委員。  

        昭和２２年来静、史跡指定の問題を協議。 

        22 年「くにのあけぼの講習会」にて「日本の紀年」について講演。 

        22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

 

後藤 守一：明治大学教授。 

         「静岡市登呂遺跡調査会」委員。 

         昭和 22 年度集落地区を調査。 

        22 年「くにのあけぼの講習会」にて「埴輪」について講演。 
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        昭和 22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

        23 年 4 月 2 日発足の「日本考古学協会」の登呂遺跡調査特別委員。 

        「長塚遺跡」を改め、「有東遺跡」と命名する。 

        「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」実行委員長 

        弥生式文化・古墳文化を調査。 

 

小林 行雄：京都大学。 

       昭和 23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」調査委員。 

 

小林 武治：静岡県知事。 

        昭和 22 年度発掘の際に五万円交付の話が進む。 

        発掘の鍬入れ式で鍬入れを行う。 

        22 年、皇太子と学友 5 人を現場へ案内。 

        22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

小林 知生：東京女子大講師。 

       「静岡市登呂遺跡調査会」委員。 

      昭和 22 年度水田地区を調査。 

      22 年「くにのあけぼの講習会」にて「南方諸地域と日本の関係」について講演。 

      23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」調査委員。 

 

斉藤 忠：文部技官。 

      「静岡市登呂遺跡調査会」委員。 

      昭和 22 年度集落地区を調査。 

      22 年「くにのあけぼの講習会」にて「日鮮関係」について講演。 

      22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

      昭和 23 年 4 月 2 日発足の「日本考古学協会」の登呂遺跡調査特別委員。 

      「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」実行委員長 

      古墳文化・仏教文化を調査。 

 

坂本 太郎：東京大学教授文学博士。 

      「静岡市登呂遺跡調査会」委員。 

      昭和 22 年「くにのあけぼの講習会」にて「聖徳太子と大化の改新」について講演。 

 

桜井 高景：東大助教授。 

      「静岡市登呂遺跡調査会」委員。 
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佐佐木 信綱：昭和 23 年 6 月「短歌往来」、 

         昭和 27 年 12 月「山と水」に歌を発表。 

         昭和 29 年 4 月、再び来静 

         昭和 38 年 12 月他界。 （後述あり） 

 

Ｊ・マーシャル・ブラマー博士：連合軍総司令部の美術記念部顧問。ミシガン大学教授。 

                  昭和 23 年五月末の日曜にテイト大佐夫妻と登呂に来る。 

 

柴沼：社会教育長。 

    衆参両院文化常任委員会にて、福田繁芳から質問をうける。 

 

渋沢 敬三：日本民族学会長。 

        「静岡市登呂遺跡調査会」顧問。 

 

島村 孝三郎：東亜考古学会。 

          「静岡市登呂遺跡調査会」の幹事。 

         昭和 22 年度発掘本部の会計。 

         22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

   

清水局長：文部省 

       昭和 22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

 

末永 雅雄：竜谷大学。 

        昭和 23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」調査委員。 

        23 年 8 月、橿原考古学研究所員を引率して発掘に加わる。 

 

杉山 和太郎：静岡市敷地総代。 

        昭和 22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

鈴木 清一：静岡県教育課長。 

        昭和 22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

関野 克：東京大学教授工博。 

       「静岡市登呂遺跡調査会」委員。  

       昭和 22 年「くにのあけぼの講習会」にて「大昔の家」について講演。 

 31



       22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

       23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」委員。 

 

関野 雄：東京大学。 

       昭和 22 年度発掘本部の撮影担当。 

       22 年「くにのあけぼの講習会」にて「漢字の伝来と儒教」について講演。 

       22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

 

杉原 荘介：文部省。 

        「静岡市登呂遺跡調査会」の幹事。 

        昭和 22 年度発掘本部の発掘企画・編成・記録。 

        22 年度、発掘の鍬入れ式の司会。 

        22 年度集落地区を調査。 

        22 年、皇太子と学友 5 人に登呂の説明。 

        22 年「くにのあけぼの講習会」にて「生活の変化」について講演。 

        22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

        23 年 4 月 2 日発足の「日本考古学協会」の登呂遺跡調査特別委員。 

        「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」実行委員長 

        弥生式文化を調査。 

        22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

杉本 順一：静岡県史跡名勝天然記念物調査委員。 

        静岡県調査の報告書「植物」を執筆。 

        「静岡県郷土文化研究会」メンバー。 

 

鈴木 通允：田中屋百貨店宣伝部長。 

       「静岡県郷土文化研究会」メンバー。 

 

住友 吉左衛門：住友社長。 

          住友プロペラ工場視察のため静岡を訪れた際、加藤に頼まれ一万円を寄付する。 

 

曾野 寿彦：東京大学。 

        昭和 24 年 7 月 20 日～9 月 5 日、水田地域の発掘。 

 

高見 三郎：県経済部長。 

       昭和 22 年度の発掘の際に道具を集めた。 
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滝口 宏：早稲田大学。 

     昭和 24 年 7 月 20 日～9 月 5 日、水田地域の発掘。 

 

田口 英太郎：静岡県内政部長。 

      昭和 22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

多田 文男：東京大学助教授理博。 

        「静岡市登呂遺跡調査会」委員。 

       昭和 22 年「くにのあけぼの講習会」にて「日本の環境」について講演。  

        23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」委員。 

 

田中 俊雄：柳宗悦門下沖縄の織物研究家。 

       昭和 27 年登呂を視察。 

        完全な織機を復元する。 

 

千葉 胤雄：静岡県社会教育課長。 

       戦時中以来中絶されていた「静岡県史跡名勝天然記念物調査委員会」を復活。 

   昭和 22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

テイト大佐夫妻：民間情報局。 

          昭和 23 年５月末の日曜に登呂に来る。 

 

徳川 慶光：静岡県郷土文化研究会顧問。 

       昭和 22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

戸田 貞三：東京大学教授文博。学士院会員。 

       「静岡市登呂遺跡調査会」顧問。 

        昭和 22 年「くにのあけぼの講習会」にて「大昔の社会」について講演。 

 

友松 円諦：昭和２２年発掘時来静。 

 

直良 信夫：早稲田大学講師。 

        『日本古代人の食生活』（大八州出版刊、昭和 22 年 4 月） 

        「静岡市登呂遺跡調査会」委員。 
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       登呂遺跡の呼び名「富士見原原始農耕集落遺跡」とする。 

        昭和 23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」委員。 

 

西井 一孝：静岡県庁内政部長。 

       １8 年度調査の総指揮をとる。 

 

根上 柏実：毎日新聞社静岡支局長。 

        昭和 22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

長谷部 言人：東京大学教授医博。 

         昭和 22 年「くにのあけぼの講習会」にて「日本民族の由来」について講演。 

        昭和 23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」委員 

 

長谷川 徹三：博物館副館長。 

         昭和 22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

 

原 国雄：共同通信社静岡支局。 

      「静岡県郷土文化研究会」メンバー。 

      浅沼稲次郎に話し、農相に米の特配を頼む。 

 

原田 淑人：東京大学。 

       東亜考古学会。 

       学士院会員文博。 

       西井一孝に重要性を説き、学術調査の実施を希望。 

       「静岡市登呂遺跡調査会」顧問。 

        昭和 22 年度、発掘の鍬入れ式の挨拶。 

        22 年「くにのあけぼの講習会」にて「大和朝廷の統一」について講演。 

        22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

        22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

        23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」委員 

 

原田 治郎：博物館。 

       昭和 23 年５月末の日曜に登呂に来る。 

 

ハルパン：春帆英武。 

      連合軍総司令部、美術記念顧問。 
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      昭和２２年発掘時来静。 

 

樋口 清之：國學院大學。 

       昭和 22 年度集落地区を調査。 

       23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」調査委員。 

 

＊広瀬 よし子：静岡県婦人会連合会長。 

         ＮＨＫの「今年の登呂発掘」をみて、理事会を開き、米を集めた。 

 

福田 繁芳：衆院文化常任委員会長。 

        昭和２２年発掘時、実情調査のため来静。 

        国費で発掘を誓う。 

 

藤島 亥治郎：昭和２２年発掘時来静。 

 

藤田 亮策：慶応大学。 

        昭和 23 年 4 月 2 日発足の「日本考古学協会」中「登呂遺跡調査特別委員会」 

       の初代委員長。 

        昭和 23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」委員。 

 

藤森 栄一：東京考古学会。 

        昭和 22 年度水田地区を調査。 

        23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」調査委員。  

 

前川 文夫：東京大学助教授。 

      「静岡市登呂遺跡調査会」委員。 

      昭和 23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」委員。 

 

増田 茂：静岡市長。 

     22 年度発掘の際に五万円交付の話が進む。 

     22 年度発掘の鍬入れ式で祝辞を述べる 

     22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

松原 岳南：昭和 18 年、出土品の模造品製作の為、帝室博物館から派遣される。 

 

松本 信広：慶応大学教授。 
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        「静岡市登呂遺跡調査会」委員。 

 

三木 文雄：国立博物館文部技官。 

      「静岡市登呂遺跡調査会」委員。 

      昭和 22 年度発掘本部の用度担当。 

      22 年度水田地区を調査。 

      22 年「くにのあけぼの講習会」にて「古墳」について講演。 

      22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

      23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」調査委員。 

      23 年五月末の日曜に登呂に来る。 

 

水野 清一：京都大学。 

       昭和 23 年 4 月 2 日発足の「日本考古学協会」の登呂遺跡調査特別委員。 

 

宮尾 しげを：昭和２２年発掘時来静。 

 

宮崎 武道： 宮内省諸陵寮 

 

宮地 直一： 神社庁 

 

武藤 智雄：元九州大学教授、専門調査委員。衆院文化委員会専門委員。 

      衆議院の文化常任委員会から派遣され登呂遺跡発掘の実態調査を行う。 

      昭和 22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

 

望月 勝海：静岡高校教授。 

        静岡県調査の報告書「地質」を執筆。 

        「静岡県郷土文化研究会」メンバー。 

        出土遺物の帰属について「研究終了後は地元で保存」の約束は文書にしてお 

        くべきだと主張したが、紳士協定となった。 

 

＊森 豊：毎日新聞社勤務。 

      発見の第一報を毎日新聞に送る。 

      20 歳代後半から 60 歳に至るまで登呂遺跡にかかわる。 

      「静岡県郷土文化研究会」メンバー（昭和 21 年）。 

      登呂遺跡の呼び名「登呂遺跡」とする。 

      22 年度、発掘の鍬入れ式にて発掘の場所を示す。 
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      昭和 23 年五月末の日曜、Ｊ・マーシャル・ブラマー博士とテイト大佐夫妻に登 

      呂を案内。 

      昭和 24 年 6 月、海野春樹（ＮＨＫアナウンサー）が小川竜彦と彼に放送劇「登 

     呂」の脚本を頼む。（チフスのため小川のみで完成させる。） 

     『登呂遺跡（毎日新聞社 昭和２２）』 

     『写真・登呂遺跡（社会思想社 昭和３３）』 

     『発掘－登呂の碑（小峯書店 昭和４２）』 

     『登呂の記録（講談社 昭和４４）』 

 

森戸 辰雄：文部大臣。 

      衆参両院文化常任委員会にて、福田繁芳から質問をうける。 

      昭和２２年度発掘時来静。 

 

＊安本 博：静岡市立安西国民学校教諭。在野の考古学者。 

       静岡県調査の報告書『発掘の経過と出土品』を執筆。 

       『静岡市登呂遺跡の調査』(考古学雑誌 33 巻 8 号彙報欄） 

       『登呂遺跡の考古学的調査』（郷土文化 2 号、静岡県郷土文化研究会） 

       戦争時、中国へ。 

       「静岡県郷土文化研究会」メンバー。 

       登呂遺跡の呼び名「登呂遺跡」とする。 

       昭和 22 年度、米の提供。 

       22 年 8 月材木屋に頼み、登呂入り口に建てる檜の五寸角の標柱を作ってもらう。 

       22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

柳 宗悦：昭和 25 年 2 月 14 日登呂に来訪、登呂の工芸品について教示。 

 

八幡 一郎：東大人類学教室講師、のち日本考古学協会委員長・東京教育大教授。 

       「静岡市登呂遺跡調査会」の幹事。 

        昭和 22 年度水田地区を調査。 

       22 年、鼠返しを推定する。（25 年確定） 

       22 年「くにのあけぼの講習会」にて「大昔の生活」について講演。 

       22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

       23 年 4 月 2 日発足の「日本考古学協会」の登呂遺跡調査特別委員。 

        「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」実行委員長 

       24 年 7 月 20 日～9 月 5 日、水田地域の発掘。 

       縄文式文化・平安初期の延喜式内神社と遺跡の関係を調査。 
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山田 覚三：県史編纂主事。 

       静岡県調査の報告書「歴史地理」を途中まで執筆。  

       途中死去、後、木宮泰彦（静岡高校教授）がまとめる。 

 

山本 晴：静岡市助役。 

      22 年度発掘の鍬入れ式で祝辞を述べる 

 

山本 政治：静岡第一師範学校長。 

      昭和 22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

山本有三：参院文化委員長。 

     昭和 22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

 

吉田 威雄：静岡県教育部長。 

      昭和 22 年「登呂遺跡後援会」発起人の一人。 

 

ライシャワー教授：来日中のアメリカ人文科学顧問団。ハーバード大。 

          昭和 23 年 11 月 26 日に登呂視察。 

          父は東京女子大の創立者。 

          日本で少年時代を過ごす。 

          「世界史上の円仁」（慈覚大師の巡礼行記）を発表。 

 

和島 誠一：東洋大学教授。 

       昭和 23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」調査委員。  

       24 年 7 月 20 日～9 月 5 日、水田地域の発掘。 

 

渡辺 聡子：清水の門下生。 

        昭和 22 年度、佐佐木信綱を案内。 

 

亘理 俊次：東京大学講師。 

      「静岡市登呂遺跡調査会」委員。 

      登呂遺跡の呼び名「富士見原原始農耕集落遺跡」とする。 

      昭和 22 年 11 月 22 日「登呂事業祝賀会」に出席。 

      23 年度「日本考古学協会登呂遺跡調査特別委員会」委員 
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↓皇室関係↓ 

明仁親王：当時皇太子。 

     昭和 22 年 8 月 13 日学友 5 人とともに登呂を見学。 

     小林（静岡県知事）に案内をうけ現場へ。 

     土器を発掘。 

     説明は駒井、杉原、大場。 

 

義宮：昭和 25 年 8 月 19 日学習院の学友と見学。 

秩父宮妃：昭和 25 年発掘を見学。 

高松宮 

高松宮妃 

山笠宮：二度来訪、発掘に参加。 

三笠宮：東大でオリエント史を研究。 

    昭和 22 年 12 月 1 日「東京学生考古学界」に出席。 

    23 年 7 月 24 日発掘に参加。 

 

 
＜関わりのある団体＞ 
✪静岡県郷土文化研究会（昭和 21 年 12 月 7 日設立） 
 メンバー：森豊、安本博、加藤忠雄、望月勝海、原国雄、小川竜彦、鈴木通允、飯塚伝

太郎, 多田文男など。 
静岡市追手町県立図書館内に集まる。 
 
✪静岡県史跡名勝天然記念物調査委員（昭和２２年設立） 
 メンバー：千葉胤雄、河合治栄、杉本順一など 
 

✪静岡市登呂遺跡調査会（昭和２２年 3 月 22 日設立） 
 メンバー：杉原荘介、大場磐雄、八幡一郎、杉本順一、直良信夫、今村保彦、駒井和愛、

関野克、島村孝三郎、今井登志喜、石田茂作、犬丸秀雄、小野武夫、岡山俊雄、黒板昌夫、

小林知生、後藤守一、斉藤忠、坂本太郎、桜井高景、多田文男、前川文夫、松本信広、三

木文雄、亘理俊次、池内宏、原田淑人、戸田貞三、渋沢敬三、   
 
✪登呂遺跡後援会（昭和 22 年 4 月設立） 
研究に必要な資材および労力の提供、出土品の整理および保管、遺跡保存などの方法を講

じて学術的調査に協力する。 
発起人：青木庄助、石上庄太郎、今井登志喜、、今村保彦、大場磐雄、大室貞一郎、小沢 
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清太郎、加藤忠雄、小林武治、駒井和愛、島村孝三郎、杉原荘介、鈴木清一、杉山和太郎、

田口英太郎、千葉胤男、徳川慶光、根上柏実、原田淑人、増田茂、安本博、山本政治、吉

田威雄 
静岡市追手町静岡県立葵文庫内に集まる。 
 
✪日本考古学協会 （公式HP  http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaa2/index.htm） 

 1947 年から本格的に発掘調査された静岡市登呂遺跡の調査に結集した研究者を中心に全

国的な考古学研究者の組織を作る機運が高まり、1948 年４月２日、81 名の会員からなる日本考

古学協会が設立された。 

 現在に至るまで、日本考古学協会は考古学研究者の全国組織として活動を続けており、2004

年 3 月1 日には有限責任中間法人として再発足した。2006 年３月末日時点での会員数は 3,961

名である。 日本考古学協会は、設立直後の「登呂遺跡調査特別委員会」を初めとして、これま

でに設けられた特別委員会は 21 にのぼる。これら特別委員会により研究活動を展開してきたば

かりでなく、「発掘並びに出土品に関する法規特別委員会」や「埋蔵文化財保護対策特別委員

会」により、ともすれば開発優先で、遺跡や自然の保護に消極的になりがちな政治・行政の分野

にも、文化財保護の立場から積極的な発言や働きかけを継続してきた。特に、「埋蔵文化財保

護対策特別委員会」は、常置委員会の「埋蔵文化財保護対策委員会」に発展し、現在も、破壊

されようとする多くの重要な遺跡の破壊に待ったをかけ、保存と活用を訴えている。運動の結果、

保存・史跡指定に成功するなど成果をあげた例もあるが、まだまだ多くの遺跡が完全に調査さ

れないまま破壊されており、「埋蔵文化財保護対策委員会」の役割はますます重要度を増すば

かりで、日本考古学協会の も重点的な活動になっている。 

2006 年から「公開講座」を開催して、研究の成果を社会に還元し、考古学の魅力をより多くの人

びとと共有する活動も始めた。これら多くの活動に関する情報を公開、共有する場として、2004

年に開設した公式サイトの充実にも努めている。 

 日本考古学協会は、自由と平等の理念のもと、考古学の健全な発展をめざすとともに、文化財

が人類共有の遺産であることを自覚し、その保護に力をつくし、あわせて社会の向上に寄与す

ることを使命として活動する。 

 

メンバー：杉原荘介、大場磐雄、八幡一郎、直良信夫、駒井和愛、関野克、今井登志喜、石田

茂作、小野武夫、岡山俊雄、小林知生、後藤守一、斉藤忠、前川文夫、三木文雄、亘理俊

次、原田淑人、樋口清之、長谷部言人、藤田亮策、梅原末治、水野清一、末永雅雄、小林

行雄、鏡山猛、和島誠一、藤森栄一、江坂輝彌、 
 

✪東京学生考古学会（昭和 22 年 12 月 1 日設立） 

上野の国立博物館で結成。 
東京の各大学と高専の学生たち、東大で古代オリエント史を専攻していた三笠宮も。 
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✪登呂遺跡保存顕彰会（昭和 24 年夏設立） 
会長：静岡市長 増田茂 
名誉会長：静岡県知事 小林武治 
 
✪衆院文化委員 
 メンバー：武藤智雄、福田繁芳 
 
✪参院文化委員 
 メンバー：山本有三 
 
✪東京考古学会   
（ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%A4%E4%BB%A3%
E6%96%87%E5%8C%96%E5%AD%A6%E4%BC%9A ） 
 1927 年に設立された考古学研究会を前身とし、1930 年 1 月に設立。 
 メンバー：藤森栄一、 
 
✪静岡県観光協会 （http://kankou.pref.shizuoka.jp/tor_inf/tor_inf.html#sizuoka ） 
 メンバー：小川竜彦 
 
✪文部省 
 メンバー：杉原荘介、有光次官、清水局長、森戸辰雄、犬丸秀雄 
 
✪東亜考古学会 
      （http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/2002Okhotsk/04/4100.html ） 
 1927（昭和 2）年に設立。「東亜諸地方ニ於ケル考古学的研究調査」を目的として、京都

帝国大学と東京帝国大学の教官を中心に設立された学会。当時の日本の大学で、考古学の

専任の教官を有するのは、東京、京都の両帝国大学しかなかった。京都大学を代表するの

が、浜田耕作であり、東京大学を代表するのが原田淑人であった。 
メンバー：島村孝三郎、原田淑人 
 
✪日本学士院   公式HP（http://www.japan-acad.go.jp/japanese/enkaku.htm ） 
 学術上功績顕著な科学者を顕彰するための栄誉機関として設置され、学術の発達に寄与する

ために必要な事業を行っている。前身は明治１２年（１８７９年）に創設の福沢諭吉会長の東京学士

会院。昭和 22 年 12 月に日本学士院と改名。 

メンバー：今井登志喜、池内宏、原田淑人、戸田貞三 
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✪日本民族学会 （日本文化人類学会HP  http://wwwsoc.nii.ac.jp/jse/index.html） 
 昭和 9 年（1934 年）に設立。人類の文化を研究する文化人類学、社会人類学、民族学な

どの発展と普及を図ることを目的とする学会。後に渋沢敬三氏の寄付により財団としての

機能も備えるようになった。昭和 17 年（1942 年）に民族研究所の設立に伴い、学会は民

族学協会となった。2004 年 4 月 1 日をもって、「日本文化人類学会」に改称。 
 会長：渋沢敬三 
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第三章 登呂の敷地にある像について 
 
市の観光課が日展会員堤達男（当時 51 歳）に作製依頼。 
昭和 45 年 3 月より制作開始。 
昭和 45 年 6 月 15 日九時半から除幕式。 
題名『登呂の人々』。 
総費用 150 万円。 
 
＜登呂の彫塑像＞ 
○ 堤 達男         
登呂の作品「登呂の火」        「時の流れ」 

 
 
 
大正７年  西伊豆町仁科に生まれる  
昭和１６年 東京美術学校（現東京芸大）在学中旧文展入選２回、  
       構造社会友となる  
昭和１８年 応召、ラバウル周辺に転戦 。 
昭和２１年 復員、第２回日展より出品 。 
昭和２２年 第３回日展に特選以来無鑑査  
昭和２４年 松崎高校の美術の講師として勤務、美術部を創設。 
昭和２７年 梅陰寺（ばいいんじ）（静岡市清水）に「次郎長」の銅像を製作。 
昭和３５年 日展委託作家となる  
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昭和３９年 世界各国美術事情視察のため欧米７カ国外遊  
昭和４０年 日展審査員、翌年より日展会員となる以後毎年日展に出品  
昭和４２年 静岡文化奨励賞  
昭和４５年 彼の門弟達が集まり『鳩巣会（きゅうそかい）』なる作家集団を結成。 
   6 月 鳩巣会の仲間と、登呂に銅像完成させる。 
昭和５２年 中国、台湾視察のため外遊 

 
「遠い昔 この地につどい 朝に夕べに富士を仰いで米作りに励んだ村びとたち  
いまその家のあとに立ち 田の畦を見るにつけ 祖先のくらしがしのばれます 
私たちの作った塑像群が古代人の素朴な生活を理解する上に 
ほのかな灯となれば幸いです」 
昭和 45 年 6 月 15 日 （登呂の台座より。台座の施行：沼津石武） 
 
 
彫刻についての彼の言葉 
「もともと彫刻は野外に置くもの。会場芸術と違って外光の光に耐えるためには作品の陰

影を強くする。花どき、木の芽どき、雨の日、風の日･･･それぞれに作品の表情が変わって

これがいい」（「写真集彫刻のある風景」より） 
 
日展会員。鳩巣会会長。 
郷里の西伊豆を本拠地として、彫刻の制作活動を続けた。 
昭和２４年、堤達男氏が松崎高校の美術の講師として勤務、美術部を創設。 
彼の美術教育の感化を受けた多くの若者が、彼の門戸を叩いた。 
 その門弟達が、昭和４５年に『鳩巣会（きゅうそかい）』なる作家集団を結成（昭和２４

年～３０年に堤氏から感化を受けた生徒が、やがて門弟となった）し、堤達男を中心に研

鑽を続け、地方展はもとより中央展に多くの入選、入賞者を輩出した。 
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 鳩巣会（堤達男を代表とした彫刻家集団）は１５名（地元を中心として伊豆一帯、富士・

田方・下田出身者）。 
 その中で藤枝市在住の松田裕康（日展会員）。地元では松崎町在住の平馬學（日展入選２

０回、日展会友）の存在が光り、他に高橋忠、大場加代子、高橋哲男（以上松崎町在住）。

山本利治（西伊豆町在住）がいる。 
 伊豆地区全域に野外展示作品があり、松崎町の「富士見彫刻ライン」下田市の「アジサ

イ公園」、伊豆市土肥の「松原公園」にその作品群が見られ、その門弟達の活動が今も脈々

と生き続けている。 
 「鳩巣会」の野外作品は、富士見彫刻ラインのほか、伊豆・下田の城山公園（２０体）、

戸田の美浜崎（２４体）、登呂遺跡（１７体）など。 
 
↓彼の主な作品↓ 
 昭和２７年、梅陰寺（ばいいんじ）に『清水次郎長像』の銅像を製作。（静岡市清水）。 
 『やすらぎの塔』（静岡市駿府公園）。 
 静岡市文化財資料館の二階に『家康公鷹狩立像』（静岡市駿府公園）。 
 『予科練之碑』（茨城県土浦市）。 
 『草原を駈ける男』（伊豆スカイライン亀石峠）。 
 『曙観音大理石像』（鎌倉市建長寺）。 
 富士見彫刻ライン（国道１３６号で松崎町の道部から岩地までの４Ｋm 間）に『聞声』。  
 道の駅「花の三聖苑」の『依田佐二平像』（堤達男作） 

 下田の開国記念碑の設計とペリー、ハリスのレリーフを製作。 
 135 号線稲生沢川にかかる伊豆の人魚橋(新下田橋) に、『四季の人魚像』。 
 静岡県立大学と静岡県立図書館との間の一角に、『鈴木梅太郎博士』の胸像。 
 伊奈神社の『伊奈半左衛門像』。 
 袋井市市役所市民ホールの『希望』『日輪』 

 静岡県沼津市立第二小学校の開校三十周年記念に母子群像『灯』 を制作。 

関連図書：『堤達男彫刻集』 
     掲載作品⇒『潮』『パリーにて』『清水次郎長像』『やすらぎの塔』 
          『カーネーション・キーノータ』『潮騒』『予科練の碑』『栄西』 
          『草原を駈ける男』『徳川家康公像』『中国人慰霊碑』『吟道碑』 
          『自由の木を植えるために』『新秋』『青雲』『明日』『小枝』 
          『風』（三点）『和風』『潮の歌』『木枯らし』『母』『灯』『火口』 
          『海軟風』『野分』『夜明』『墜落した天使』『潮の幸』『黄昏』『粧い』 
          『惟い』『忍びよるたそがれ』『風よ』『二人』『種をまく人』 
          『慈母観音像』『伊豆の夜明け』『髪』『太田道灌』『浴後』 
          『杉山彦三郎氏』『鈴木梅太郎氏』『橘中佐』『斉藤了英氏』 
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          『大石光之助』『小林武治氏』『斉藤寿夫氏』『竹山祐太郎氏』 
著書：「西伊豆の伝説」 
 

○松田裕康 

登呂の作品「種まき」    「土器と母子」 

 

住所：静岡県藤枝市大洲 4-14-3。 

富士見彫刻ライン（国道１３６号で松崎町の道部から岩地までの４Ｋm 間）に「潮騒」「潮瀬」彫刻家。 

社団法人日本彫刻会、日彫会会員。 

社団法人日展評議員。第 37 回日展審査員。 

静岡県下田市立下田中学校を卒業。 

参燦会（昭和 33 年度に静岡県下田市立下田中学校を卒業または在校生を対象とした 

同窓会）の第 10 回（2005 年１月２９日）に出席。 

第 37 回日展(2005) 「椅子の女」 

静橋に「せいくらべ」「飛翔」。 

JR 袋井駅前「Happy Birthday」。 

袋井ひかり公園「光と緑の像」 

袋井じぞう公園「健やか」 

藤枝市大東町のホームプラザ大東(福田克己社長)二階のギャラリーマルソーに展示。 

平成元年 第 3 回  

平成 7 年 第 65 回 

平成 9 年 第 87 回 

平成 11 年 第 100 回 

平成 12 年 第 115 回 

平成 14 年 第 125 回  
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平成 15 年 第 129 回 

平成 16 年 第 137 回  計８回 

藤枝市立高洲南小学校の１０周年記念像「希望」。 

1977 年（昭和 52 年）第 9 回 日展彫刻部門 特選受賞。 

1980 年（昭和 55 年）第 12 回 日展彫刻部門 特選受賞。 

蓮華寺池公園に銅像。 

静岡県掛川市・JR 掛川駅前の「二宮金次郎の像」（昭和６３年３月１３日）新幹線掛川駅開業記念。 

 

○山本利治 
登呂の作品「火おこし」   「機おり」    

 

「農夫」 

電話：0558-52-1203 

住所：静岡県賀茂郡西伊豆町仁科 1338-1 小田瀬 
静岡県立美術館 第 16 回 富嶽ビエンナーレ展佳作。 
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静岡県立美術館 第 1７回 富嶽ビエンナーレ展入選。 
富士見彫刻ライン（国道１３６号で松崎町の道部から岩地までの４Ｋm 間）に「潮流」「粧

い」。 
目白ギャラリー「内宇宙の鼓動 （会期 2001 年 6 月 16 日～6 月 30 日）」に出品。 

 
○斎藤康永 
登呂の作品「土器作り」       「土器作り」 

 
 
○三橋徹佳 
登呂の作品「もみつき」 

 

富士見彫刻ラインに「潮風」。 
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○北原勉 
登呂の作品「母子像」 

 

富士見彫刻ラインに「海にもぐる」。 
 
＜碑＞ 
○榎田竹林 

 
 
川柳の碑。 
本名：桂太良 
明治 31 年、静岡市生まれ。 
大正 12 年静岡川柳社を興す。 
大正 15 年に静岡川柳社を設立。（当時珍竹林） 

 49



 

「柳葉女と結婚、おしどり川柳家として遠く海外まで知られる。 

藍綬褒章（らんじゅほうしょう）の栄に浴して川柳振興のために生涯を貫く。 

その徳を敬慕し広く篤志の浄財を仰いで社人この比翼の句碑を建つ」（川柳の碑より） 

 
川柳マガジン（４月号 2003 年４月号 通巻第 23 号）川柳一人百句アンソロジー（23）に

連載。 
著書：榎田竹林夫妻句集「鎹」／榎田竹林・柳葉女／川柳おもいで吟社／昭和 48.文庫版（１

０００円） 
 
関連図書「川柳談義」 
    「日月 静岡川柳社創立六十周年記念」 
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○佐佐木 信綱 

 
1982（明治 5）年、三重県石薬師村（現同県鈴鹿市）に生まれる。 
国文学者、号を竹柏園（なぎぞの）。 
父は国学者の佐佐木弘綱。 
1891（明治２４）年に父との共著「日本歌学全集」を完結。 
以後、東大の教師となる。 
97 年、落合直文・与謝野鉄幹らと「新詩会」をおこす。 

98 年「心の花」を創刊、第一歌集「思草」をはじめ多くの作品がある。 

1934(昭和９)年、学士院会員。 

1937（昭和 12）年、芸術院会員、第一回文化勲章受章。 
1963（昭和３８）年没。墓所所在地：谷中霊園 甲 8 号 7 側 

 

＜佐々木信綱の登呂の歌＞ 昭和 22 年 8 月登呂に赴く。（短歌往来 昭和 23 年六月号） 
☆とろをとめ安倍をとこらが歌垣のうた声にまじる遠つ汐さゐ（登呂の碑に記載） 
・三十人の若き学徒ら 学のためと 土ほりいそしむ 眞夏眞晝を 
・人の世は 時はうつろふ登呂人の 柵戸の 真柱そが 根残る 
・もゆる火の 高嶺仰ぎつつ 上つ代びと 海に漁り山に猟けしむ 
・有度の山 暮れてもゆけば 機織やめ語りかわしし炉の踏かここは 
・語りつぎ 歌いつぎてし 古語もうもれてかあらむ これの炉の辺に 
・田舟をとめ聞きけむこえか葦原の風さやさやによしきり鳴くも 
・富士の嶺に 初雪ふっぱ稲かりて 暦なき民の やすらに住みけむ 
・あし原を 吹きくる 風よ 遠つ代の とろ少女らが 歌ったへこよ 
・遠つ代に心なづさふ木鍬みれば 高杯みれば 麻の実みれば 
・木鍬掘串網の錘石いにしえの人も専なりき生きむがために 
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・泣く子にと母が持たせし 猪の牙が鹿の角かも形やさしき 
・せとの蔵にかけし樹梯、をさむとてこぼしけむ稲も稗のみのりも斯くは 
・眼前にあるは登呂の部落 森かげにあぐみ 語るは登呂の老翁かも 
・老翁よ我に語りをきかせ遠つ ゆ歌ひつぎこし古東歌 
・一天をくれなゐに占むる夕べの富士ゆびさしをるは登呂童か 
・安倍をとこ 待つとにし有らし老樟の葉もれ夕日に 笑みて立たす児 
・登呂の野の月夜さやけみ釧つけし手をさしかえて嬥歌ひうたうも 
 
関連図書『作歌八十二年 』 
 
 
＜考察＞ 
・今まで、登呂遺跡に行っても銅像をしっかりとみることがあまりなかったのだが、その

銅像を作った人について少しでも知ることができてよかった。 
・銅像は、昭和 45 年に堤達男氏を中心とする鳩巣会が完成させてくれたが、堤氏自身が伊

豆の出身であるということもあって鳩巣会の人は静岡のいたるところに作品を置いている

ということがわかったが、特に静岡市文化財資料館にある「徳川公鷹狩立像」、清水の梅陰

寺にある「清水次郎長像」が登呂にある銅像を作った堤氏であるということに驚いた。 
・川柳を詠んでくれた二人のうち、佐々木信綱氏は有名だが、榎田竹林という人ははじめ

て知った。静岡生まれで、静岡の川柳社を設立したり海外にまで名前を知られているよう

な人が、登呂で川柳を詠んでくれたことを嬉しく思う。 
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第四章 近の登呂博物館の動き 
 
＜春季企画展 
『登呂の時代から小黒（おぐろ）の時代へ』－弥生時代から古墳時代への境目－＞ 
平成１８年４月１日（土）～５月３１日（水） 

静岡平野における弥生時代から古墳時代への移り変わりの様相を、登呂遺跡と小黒（おぐろ）遺

跡の事例を取り上げながら考える。 

中学生以下無料、大人２００円（団体３０名以上１５０円） 
 
＜弥生時代の調理と食事の体験 登呂で体験！弥生人グルメ＞  
平成１８年５月２０日（土） ９時～１５時 

登呂遺跡について学び、復元住居など登呂公園内で弥生時代の調理と食事を体験、再現する。 
小学５年生以上誰でも２０人。 

300 円（材料費） 

 
＜登呂遺跡の水田でアカ米づくり＞ 
平成１８年５月２８日（日）～ １１月１２日（日）  

1 団体 1 面（４ｍ×６ｍ）を使い、田植え、収穫、脱穀作業などを行う。 

誰でも 17 組（1 組何人でも可能。子供だけの参加不可能。） 

無料。 
 
＜夏休み登呂遺跡おもしろゼミナール＞ 
平成１８年８月１日（火）～８月１１日（金）の平日 

登呂遺跡に見られる弥生時代の生活・文化を、モノ作りを通して体験する。 

小学４年生～中学１年生 

   8 月 1 日(火) 9:30～11:30  ガイダンス 登呂遺跡のはなし 受講者全員 

   ８月２日（水）9:30～11:30   弥生の土笛作り          定員 15 人 

   ８月３日（木）9:30～11:30   登呂の土器作り          定員 15 人 

   ８月４日（金）9:30～11:30   弥生の石包丁作り         定員 15 人 

   ８月８日（火）9:30～15:00   弥生の貫頭衣作り        定員 10 人 

   ８月９日（水）9:30～15:00   登呂の下駄作り          定員 10 人 

   8 月 10 日(木) 9:30～15:00  舞ぎり式火起こし器作り     定員 15 人 

   ８月１１日（金）9:30～15:00  土器と土笛の野焼き       土器・土笛作りに参加した人 
無 料。 
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＜夏季企画展 「変わりゆく登呂遺跡の風景」＞ 
平成１８年７月２２日（土）～８月３１日（木） 
登呂遺跡の発掘史をたどるとともに、登呂遺跡をとりまく環境の変化を振り返ってみる。 
中学以下生無料、大人２００円（団体３０名以上１５０円） 

 
＜弥生人スタンプラリー＞ 
平成１８年８月１２日（土） ９時～１５時 

登呂公園内に設けた火起こし・丸木舟乗りなど５ヶ所のポイントをスタンプラリー形式で巡り、

弥生時代の生活を遊びながら体験学習する。 
完走ゴールした人には記念の特製バッジをプレゼント。 

博物館に入館した小・中学生希望者、先着３００名 
無 料。 

 
＜弥生の火祭り 弥生人の夕べ＞     見学。 

 
平成１８年８月２０日（日） １８時３０分～１９時３０分 
弥生人体験クラブを中心に弥生時代の豊作を祈るお祭りを幻想的に再現。 
誰でも自由に見学できる。 

場所：登呂公園中央広場 
見学無料 
主催：登呂博物館弥生人体験クラブ 
内容：松明行列（参加者全員） 
   龍韻太鼓（静岡大学） 
   インドネシア民族舞踊（国際ことば学院。飛び入りで静大の方二人。） 
   姫巫女の舞（市民有志） 
 
北側駐車場から中央広場まで、弥生人に扮し松明をもった参加者が練り歩く。 
松明を持ちながらの舞。 
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  松明をくべるところのまわりを皆で回ったり、 
  円を作って松明を掲げて見せたりおろして見せたり。 
姫巫女による吉凶占い（今年も豊作になるとのこと）。 
太鼓の演奏。 
インドネシアの、男女が舟を漕ぎ出す時の踊り（？）インダンの披露（漕ぐ様な動き）。 
  ござの上で座りながらの踊り。火をいれた竹を飾る。 
姫巫女の舞。大きな松明をもって舞う。 
 
[見学の感想] 
8 月に行われた「弥生の火祭り弥生人の夕べ」は私も見学してきた。弥生人の生活というの

は平成の今を生きている私たちは知りえないものだが、「弥生人の夕べ」を見てこんな感じ

であったのかなという想像が沸いた。花火大会などというのはどこでも見かけるが、こう

いう昔を再現した火祭りというのは本当に登呂ならではのものだと思う。これから登呂の

修繕工事に入り、当分の間このような火祭りはみられないというのは残念だ。 
火祭りには、近所の方、参加者の知り合いなどの見学者もいらっしゃっており、皆に愛さ

れているいい祭りだったと私は感じた。今後もこういった形で「登呂ならでは」のことを

行い、地域の人に愛される登呂であって欲しいと思う。 
 
＜第３４回特別展   
「登呂ムラの出現」 －静岡・清水平野の中の登呂遺跡－＞ 
平成１８年１０月１日（日）～１１月３０日（木） 
静岡市内の遺跡の発掘調査が進み、あわせて登呂遺跡の再発掘調査が実施される中で、改めて登

呂の集落はどのように出現し、またどんなムラであったのかを見直し、その実像に迫る。 
中学生以下無料、大人特別料金３００円（団体３０名以上２５０円） 
 
＊関連イベント 
講演会 
静岡県博物館協会共催。 
平成 18 年 11 月 3 日（金）午後 1 時 30 分~4 時 45 分 
会場：アイセル 21 
公演内容：「登呂遺跡再発掘調査の成果」静岡市文化財課 岡村 渉氏 
     「見直される登呂遺跡の実像」静岡大学助教授 篠原 和大氏 
     「登呂遺跡の発掘調査がもたらした意義」明治大学名誉教授 大塚 初重氏 
定員：300 名（無料） 
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＜弥生人体験クラブ＞ 
随時募集。 

静岡市周辺に在住する高校生以上及び家族（ただし、家族入会の場合は保護者参加時のみ中学生

以下の参加可）。 

登呂遺跡や米作り等の古代生活体験活動に興味があり、積極的に活動に参加できる方。 

定員は特になし。 
登呂博物館を拠点に登呂遺跡での米作りなど弥生時代を中心とする古代の生活体験活動を行う。 

年間、個人：１５００円 家族：２０００円（ただし、材料費、研修旅行費など別途実費負担有

り。） 
 
 
＜考察＞ 
・登呂博物館では年間通して様々な催しが行われているが、その催しの度に静岡新聞が取

り上げてくれたり、広報誌の「静岡気分」などに情報を載せてくれたりしている。市民の

人たちはそれにより情報を得ることができると思うが、県外や国外の人にはそこまで情報

が行かないと思う。ホームページによって情報を得ることもできるが人が行きかう駅など

にもポスターを貼るなどして広めていけたらよいと思う。 
・登呂博物館の催しは料金が安く何度でもいけるところが良いと思う。ただ、あまり人が

来ないからか、博物館のスタッフが足りないからか定員数や催しの期間（特別展を除く）

が短いように感じる。一日しか開かれないものなどは行きたかったとしても都合がつかな

くていけないということもあるのではないのだろうか。目玉の催しだから一回しかやらな

いということもあるのかもしれないが、年内で何回か開いてくれても良いかと思う。 
・夏休みのゼミナールは子供たちに登呂を知ってもらえたり、子供たちにとっても自由研

究になったりととてもいい催しだと思う。 
・弥生の火祭りは大昔の儀式を思わせるなかなか見られない貴重な催しだったと思う。参

加しているほうも見学しているほうも楽しめてよいと思った。登呂が新しくなってからも

続けてほしいと思う。 
・特別展「登呂ムラの出現」の時のように特別展などの際、会期の間にそれについての講

演会を行うのは「見たい！行きたい」と思わせるのに効果的だと思った。 
・弥生人体験クラブは静岡市周辺の人ということになっているが、米作りなど続けてやっ

ていくものがあるから仕方ないのかもしれないが、建替えの基本構想にあるように視野を

広げて国内外の人に広めていきたいというのなら、もっと門戸を開放しても良いのではな

いかと思う。募集欄には「米作りなど弥生時代を中心とする古代の生活体験活動を行う」

というようなことしかかいていないが、実際今までどんなことをしてきたのかを書いてく

れると親切だし、活動を知って入りたいという人も増えるのではないかと思う。 
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第五章 登呂の再整備 
 
＜登呂遺跡＞ 
・平成１８年度より６年計画で再整備工事が始まる｡ 
・今までの登呂公園は、部分的に建物や水田を復元して弥生時代の生活を表現してきた｡し

かし都市公園の機能も備えていることから、登呂遺跡の本来の姿を正確に再現した歴史公

園とはいえなかった｡登呂遺跡は、今回の整備により、平成１１年度から５年間実施した再

発掘調査の成果をもとに遺構の保存と共に集落の正確な復元を行う｡ 
 
[整備の方針] 
・生活と米づくりとが結びついた登呂遺跡の特徴を活かし、弥生時代の集落を正確に復元した歴

史公園とする｡ 

・園路や植栽、広場などの公園機能を周辺部に配置する。 
・弥生時代の生活の様子を体験できる仕掛けを用意するなど、体験学習の場とする。 
・博物館と連携し全国に情報を発信する。 
・来訪者及び近隣利用者の視点に立ち、双方の期待に応えられる要素を備える。 
 

 
①北側エントランス：徒歩及び公共交通機関を利用する来訪者の玄関となる｡ 

          北側の駐車場は廃止。 
②集落復元地区：弥生時代の建物を復元し、家の中での生活も体験できる｡ 
③水田復元地区：弥生時代の水田の様子を再現し、米づくり体験ができる。 
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④屋外体験学習地区：雨天でも体験学習が行える｡体験工房なども設置する。 
⑤学びの広場：各種イベントなどをおこなう広場スペース 

⑥メモリアル広場：登呂遺跡整備の歴史がわかるように整備する。 
 
平成 18 年度：整備工事。整地・地形復元。 
平成 19 年度：整備工事。遺構復元・建物復元。 

平成 20 年度：整備工事。体験学習エリア・水田復元。 

平成 21 年度：整備工事。建物、周辺整備・水田復元 

平成 22 年度：整備工事。水田復元。 

平成 23 年度：看板設置。 

 

 

 

[工事実施にあたって] 
・登呂遺跡のどこか一部は、必ず見学ができるように、配慮して工事を進める。 

・水田を復元する区域の植栽は伐採する｡（移植工事による掘削から地下の遺構を護るため｡）伐

採した樹木は、体験学習の中で再利用していく。 
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＜登呂博物館＞ 
昭和 47 年（1972）、開館。（昭和 30 年開設の静岡考古館がこれにかわる。） 
基本テーマ：「農耕文化の歴史」 
目的：登呂遺跡に関する知識の向上と文化の発展に寄与すること。 
・開館当初、入館者数 20 万～30 万人、通算 680 万人の入館者がいた。 
・ 近では入館者年間 8～9 万人に落ち込み、施設の老朽化も目立つようになる。 
（入館者数：平成 11 年１０万９２２６人⇒平成 12 年９万６１２８人 
      ⇒平成 13 年９万３３８７人⇒平成 14 年９万６００２人 
      ⇒平成 15 年８万７０２３人） 
・平成 11 年から 5 ヵ年事業で遺跡の再発掘調査を実施。以前の調査成果を変更する点がで

てきた。 
・これまで行ってきた来館者アンケートや「登呂まちづくり市民カレッジ」の開催、地域

住民アンケートなどの意見を反映していく。 
○建替え計画 
 平成 17 年度、基本構想の策定 
 平成 18 年度、基本設計 
 平成 19 年度、実施設計、現博物館解体工事 
 平成 20 年度、建設工事（着工） 
 平成 21 年度、建設工事（竣工） 
 平成 22 年度、リニューアルオープン 
○登呂博物館建替え検討委員会 
 事業にかかる基本構想の策定および基本設計に関する検討を行うため、有識者で構成。 
委員長：大塚 初重   明治大学名誉教授（考古学） 
職務代理者：中村 羊一郎   静岡産業大学教授（歴史学、民俗学） 
委員：柴垣 勇夫   静岡大学生涯学習教育研究センター長（博物館学、考古学） 
   向坂 鋼二   静岡県考古学会会長、元浜松市博物館館長（考古学） 
○建替え検討委員会 
第一回（平成 17 年 7 月 21 日）        第三回（平成 17 年 12 月 9 日） 
  博物館建替えに至る経過について       基本理念の再確認 
  博物館の現状について            博物館が備える機能と役割について 
  登呂遺跡再整備事業について 
第二回（平成 17 年 9 月 16 日）        第四回（平成 18 年 3 月 9 日） 
  望まれる博物館像について          基本理念の再確認 
  基本理念について              博物館が備える機能と役割について 
                        事業の展開と備える施設について 
                        管理運営体制について 
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○基本方針 
・登呂遺跡と一体化した遺跡博物館となることを目指し、登呂遺跡の保存と後世への継承、

有意義で幅広い活用に努める。 
・稲作農耕文化とその発掘調査がもたらした意義を博物館の中心テーマに据え、博物館の

内外で様々な活動を展開する。 
・豊かな実感を持って学ぶことができる場となり、人々の活気にあふれる集いと温もりあ

る交流を生み出していく役割を果たす。 
○役割と使命 
・東アジアの中の登呂遺跡という広域的な視野に立ち、国内外における 新の発掘調査成

果も加えながら、稲作農耕文化に関する総合的な調査研究の拠点となることを目指す。 
・気軽に立ち寄り、知ること、学ぶことの楽しさと喜びを体感し、それらを通じて未来に

むかう力をはぐくむことができる場になることを目指す。参加体験型を発展させ、実感し

て学ぶことのできる展示に努める。 
・博学協同体制を確立し、社会教育施設とも連携を図って生涯学習の支援にあたる。 
・地域を取り巻く歴史・文化・自然・まち・人などさまざまな環境について学び、地域の

魅力や将来像を探求する「登呂学」を創造する。 
○登呂遺跡の保存管理・活用 
・「参加体験型学習」を行うなど登呂遺跡全体を積極的に活用した博物館活動を展開する。 
○調査・研究 
・稲作農耕文化に関する総合的な調査・研究を推進する。 
・戦後の日本考古学発展の契機となり、歴史学や考古学にもたらした学史的意義に関する

調査・研究を推進しその継承に取り組む。 
・博学協同体制を確立していく中で「調査・研究員制度」の導入について検討する。 
○資料の収集・保管 
・登呂遺跡周辺遺跡の発掘調査資料についても収集・保管に努める。 
・民具資料のうち、農耕に関する民具資料を収蔵・保管する。 
・収集保管された資料については、詳細なデータベースを整備し、資料の円滑で幅広い利

活用を促進する。 
○情報の収集・発信（提供） 
・集いと交流「登呂学」の創造を促進して地域を結ぶまちづくりの拠点となることを目指

す。 
○展示 
「東アジアの中の登呂遺跡」「稲作農耕文化」「登呂遺跡発掘調査の足跡とその意義」を展

示テーマとする常設展示、登呂遺跡にとらわれない歴史・文化・地域など幅広いテーマを

取り扱った特別展示によって構成する。常設展示では「見学対話型展示」と「参加体験型

展示」の二つの手法を用いて展開する。 
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・映像・音声・情報機器などの視聴覚機器を適所へ効果的に配備する。 
・展示ガイドを行うボランティアスタッフを配置するなど、人と人とのふれあいを通じた

ぬくもりある展示活動に努める。 
○教育普及 
展示活動や｢登呂学｣の創造を通じた人々の交流活動、あるいは登呂遺跡を活用した「参加

体験型学習」の促進など、博物館の内外で幅広い博物館教育活動を展開し、様々な学習機

会や交流機会の提供に努める。 
・利用者の反応などに関する調査と評価を実施し、利用者にとって望ましい博物館となる

ために創意工夫をもって博物館教育活動を推進する。 
・学校にとって魅力ある博物館であることを目指し、リピーターの発掘や次世代を担う人

材の育成といった観点から、これまで以上に学校教育との緊密な連携を図る。 
・学芸員と教員との人的交流を推進する中で、相互に協働して授業メニューを作成したり、

展示室を開放した企画展示を開催するなど博学協働体制の確立を目指す。 
・社会教育施設との連携を強化し、出張博物館講座を開設するなど、社会人や高齢者とい

った大人に向けた学習情報や学習機会の提供を積極的に図る。 
・遺跡から出土した数少ない貴重な出土物については複製品の作製を推進し、博物館内外

で様々な教育普及活動にその活用を図る。 
・体験学習用具の整備にも積極的にあたり、学校など外部の要望に応じた貸し出しに便宜

を図る。 
・博物館実習や職場体験を目的とする様々な研修をできる限り受け入れ、人材育成の支援

にあたる。 
・ボランティアスタッフの継続的な育成と室の向上に努める。 
・博物館との交流を図る各種団体の育成と支援にあたる。 
・手引き書、解説書、図録、目録、報告書などといった冊子・図書類の出版に努める。 
○施設管理 
・誰もが安心して容易に利用できる施設整備に努める。 
・防災設備を装備し、安全対策を平素から講じておく。 
・博物館資料の写真撮影にあたり写真資料のデジタル化を推進する。 
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↓＜今現在の登呂の様子＞↓ 
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第六章 まとめ 
 
＜まとめ＞ 
 弥生時代の遺跡である登呂は、太平洋戦争中の昭和 18 年に発見され、その後 19 回の発

掘調査などを経て今に伝わっている。発見時は戦時中ということもあり、遺跡や出土した

遺物を残していくことはさぞ大変だったろうと思う。しかし今その遺跡がこうして残って

いるのは、ただの偶然でも幸運でもなく、その当時遺跡の重要さを考え、それを残そうと

動いて努力してくださった沢山の人々の力があったからなのだと感じる。 
 まず遺跡の発見時だが、普通の人なら工事中に何かが出てきたとしても、気にも留めず

に工事を続けてしまったり、何か特別なものなのかもしれないと感じることはあっても、

戦時下にあるので工場建設を優先させてしまったのではないかと思う。それを丸木舟の前

半部などの発見から遺跡であると理解し、歴史的にとても意味のあることだと感じて遺跡

発見を伝えた安本博氏は登呂を語る上で忘れてはならない人だと思う。それと同時にその

発見の知らせをうけて、重要なことだと理解し毎日新聞に記事を載せた森豊氏も登呂に欠

かせなかった人物だと感じる。登呂遺跡には様々な人々が関わり一人一人が力を尽くして

くれたが、まずはこの二人の活躍がなければ登呂遺跡は今現在存在しなかったのかもしれ

ないと思う。森豊氏は昭和 20 年の敗戦後静岡に戻ってきて登呂遺跡再発掘への行動を開始

してくれたが、敗戦後の混乱期にある中で遺跡の発掘を再開させることは容易ではなかっ

ただろうと思う。 
 遺跡発見の頃に活躍した人としては阿部喜之丞氏の活躍も見逃せない。彼は戦時下の軍

の厳しい監視下の中で、初めて遺跡全域を測量し、地図を作ってくれた人である。彼の地

図があったおかげでその後の発掘が随分とやりやすくなったのではないかと思う。 
 静岡県立図書館長であった加藤忠雄氏も、登呂遺跡にとって重要な人物であったと思う。 
彼は発掘の初期、住友工場の視察に訪れた住友の社長に頼み調査費用一万円を寄付しても

らったり、昭和 20 年 6 月の静岡空襲のときに、自分も危険な状況にあったろうに、出土し

て集められていた遺物を水槽の中に入れて守ってくれた。彼の働きがなければ初期の重要

な遺物は今ほど残っていなかったろうと思う。空襲をうけるという非常事態にあってなお、

遺物を守るのだという心意気をみせてくれた彼の行動は、他の人にはなかなか真似のでき

ないことだろうと思った。 
 発掘は戦時下ということもあり、金銭的にも労力的にも厳しいものがあったがそれでも

ここまで発掘できたのは、発掘した人々の力や、新聞をみて励ましの手紙をくれた中学生

やテレビの放送を見て行動を起こしてくれた広瀬よし子氏、そのほかにも自ら進んで資金

繰りをしてくれたり配給をしてくれたりと各方面から助けてくれた人々の力があったから

だと感じる。広瀬氏たち婦人会の協力が静岡県の経済部により中止させられたのは残念だ

が、そうやって行動を起こしてくれることがとても嬉しいと思う。 
 今登呂遺跡は近所の人々の散歩道として親しまれているが、登呂の歴史をみると反対に
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心無い人々からのいたずらなども絶えなかった。新しく復元したばかりの家屋への落書き、

勉強に来たはずの修学旅行生からのいたずら、屋根のカヤがめくられたり、鹿骨でできた

釣り針の盗難、割られた空き瓶の放置、放火や焚き火などから起こった火事で復元家屋が

焼かれることも一度や二度ではすまなかった。私は直接その場にいたわけではないが、こ

うして発掘当時の大変さや残そうと苦労をしてくれた人々の努力などを間接的にでも知っ

ているので、こうした行為がとても許しがたく思える。今後いたずらなどで登呂が傷つく

ことのないように、見学に来た人々にも発掘からの人々の軌跡を知って登呂を大切に感じ

てもらい、いたずらなどが行われないようにして欲しいと願う。いたずらなどが行われる

のはその人の心の問題ということも多分にあるだろうが、期待して有名な遺跡を見に来た

のに、来てみたらとんだ期待はずれだったなどという「がっかり」感も人をいたずらへと

走らせるのではないかと思う。その点も踏まえ、新しくなる登呂は 
①遺物や遺跡はもちろんだが、発掘当時の人々の軌跡も来る人々に伝えてもらいたい。 
②人々ががっかりしない整備（博物館や遺跡を綺麗に保つ。誰もが利用しやすいようバリ

アフリーを念頭においた造りにするなど）をする。 
③自然も残し人々の散歩道としての機能も失くさぬようにする。 
④今後も水田・火おこし体験や火祭りなど「登呂ならでは」のことを行ってもらい、独自

性で人を楽しませてもらいたい。登呂の魅力は豊かな自然や弥生時代の遺物の見学ができ

ること、そしてその生活を体験できるところにあると思う。これからもそういう面は大事

にしていただきたい。 
と私は考える。 
 登呂の発掘には様々な人々が関わっており、その皆が登呂を重要なものと捉え登呂を後

世に伝えようと頑張ってくれた。このままその人たちの名前が忘れ去られ、「遺跡がただあ

る」というのでは寂しい。新しくなる登呂は、地域の人に愛され、県外など遠くの人にも

何度でもまた来たいと思ってもらえるような愛される登呂であって欲しいと思う。 
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＜参考図書＞ 
『発掘登呂の碑(森豊)』 
『考古学ライブラリー3 登呂遺跡(森豊)』 
『特別史跡登呂遺跡発掘調査概要報告書Ⅰ ２０００（静岡市教育委員会）』 
『登呂(森豊)』 
『佐佐木信綱作歌八十二年(佐佐木信綱)』 
『写真集彫刻のある風景（藤田観龍）』新日本出版社 
『コンサイス日本人名事典』 

『堤達男彫刻集』アポロ社 
『静岡の歴史と人物－加藤忠雄著作集（加藤忠雄著作集刊行会）』非売品 
『静岡市立登呂博物館 研究紀要６ ２００５（静岡市立登呂博物館）』 
『登呂遺跡への道 １９８４（静岡市立登呂博物館）』 
『登呂遺跡発見 50 周年記念報告 登呂遺跡を見つめて（静岡市教育委員会）』 
 
＜参考冊子＞ 
静岡新聞 
広報誌「静岡気分」 
 
＜参考ホームページ＞ 
http://pop132.fc2web.com/hyoushi/ryakureki.html 
http://pop132.fc2web.com/ 
http://8.pro.tok2.com/~guide-matsuzaki/essei1.htm 
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/Files/1/9901103/html/info-72-h14_01_01_19.htm 
http://www3.tokai.or.jp/komatsuen/baiinji.htm 
http://www.shimashin.co.jp/13town/meisho/simizu/baiinji/baiinji.htm 
http://www12.ocn.ne.jp/~bellsaki/sculpture.htm 
http://iroribe.kt.fc2.com/roke.htm 
http://www.vfc.jp/the-shimoda/files/Shimoda15.html 
http://www.izu.co.jp/~p-boo/ningyobashi.html 
http://w3pharm.u-shizuoka-ken.ac.jp/access/suzuki_umetaro/suzuki_umetaro.html 
http://www.wbs.ne.jp/bt/kankooyama/kanko/kansubasiri/inajinja.htm 
http://home3.highway.ne.jp/dogasima/garelly5.htm 
http://www.numazu-szo.ed.jp/daini-e/gakko/shisetu.htm 
http://www12.ocn.ne.jp/~bellsaki/sculpture.htm 

http://www.nitten.or.jp/zuhan.chokoku/matsuda-hiroyasu.htm 

http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/Files/1/9901103/html/info-72-h14_01_01_19.htm 
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http://www3.tokai.or.jp/komatsuen/baiinji.htm
http://www.shimashin.co.jp/13town/meisho/simizu/baiinji/baiinji.htm
http://www12.ocn.ne.jp/%7Ebellsaki/sculpture.htm
http://iroribe.kt.fc2.com/roke.htm
http://www.vfc.jp/the-shimoda/files/Shimoda15.html
http://www.izu.co.jp/%7Ep-boo/ningyobashi.html
http://w3pharm.u-shizuoka-ken.ac.jp/access/suzuki_umetaro/suzuki_umetaro.html
http://www.wbs.ne.jp/bt/kankooyama/kanko/kansubasiri/inajinja.htm
http://home3.highway.ne.jp/dogasima/garelly5.htm
http://www.numazu-szo.ed.jp/daini-e/gakko/shisetu.htm
http://www12.ocn.ne.jp/%7Ebellsaki/sculpture.htm
http://www.nitten.or.jp/zuhan.chokoku/matsuda-hiroyasu.htm
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/Files/1/9901103/html/info-72-h14_01_01_19.htm


http://www.homeplaza-daito.co.jp/gallery.html 

http://web.thn.jp/takanansho/kibou.htm 

http://www.nitten.or.jp/data/tokusen(chokoku).htm 

http://www.yaizu-shinkin.co.jp/kankou/renge.htm 

http://www11.ocn.ne.jp/~kitax/meibo.htm 

http://8.pro.tok2.com/~guide-matsuzaki/essei1.htm 

http://www.niccho.com/members/members2.html 

http://www.ie-g.com/sho.htm 

http://www.spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/exhibition/results/fugaku.html 
http://www12.ocn.ne.jp/~bellsaki/sculpture.htm 
http://8.pro.tok2.com/~guide-matsuzaki/essei1.htm 
http://members.jcom.home.ne.jp/kenjione/yotei.html 
http://www.digisbs.com/cominfo/press/release/20041120154059.htm 
http://phonebook.yahoo.co.jp/list?a2=22306&g3=4653000 
http://www12.ocn.ne.jp/~bellsaki/sculpture.htm 
http://www12.ocn.ne.jp/~bellsaki/sculpture.htm 
http://www.nissenkyou.or.jp/map/15shizuoka/shizuoka.html 
http://shinyokan.ne.jp/syoten/maga/maga023.html 
http://www.fuji.ne.jp/~hirosige/050.html 
http://www.tokyo-np.co.jp/bungaku/text/98.html 
http://www6.plala.or.jp/guti/cemetery/GRAVESTONE/sasaki_kahi.html 
http://www.milai.pref.mie.jp/mie-lib/data/mini/100UTA/suzuyama.html 
http://www2.kokugakuin.ac.jp/frontier/publication/h13-ootsuka.html 
http://www2.kokugakuin.ac.jp/frontier/publication/ob1-7.pdf 
http://homepage1.nifty.com/daifukuya/Hakkutu.nenpyou.htm 
http://streamsvr.mavic.shizuoka.shizuoka.jp/pub/default.asp?cbKeywordSearch=cbKey
wordSearch&Keywords=%93o%98C 
 （↑無音の動画が見られる。） 
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