
6-1

中世末までは、湾が内陸部まで
入り組んでいたと推定されてお
り、陸橋を境に旧地名では北部
が志麻（しま）郡、西部が怡土（い
と）郡とされる。

遺跡群の歴史的文脈理解の支援システムに関する研究

田平　陽子

１　はじめに
1-1　「遺跡」をめぐる保存と考古学上の課題
(1)都市計画の観点から見た遺跡保存
　遺跡が開発により発見された場合、その学術的な価
値により保存が決定される為、周辺環境の性質につい
ては考慮されていない。結果として、保存された場合
もうまく活用がなされないケースも目立つ。
(2)地域住民の観点から見た遺跡保存
　遺跡の保存整備の方法は様々だが、その方法により
利用のされ方や遺跡自体の認知のされ方は大きく異な
る。特に住居跡は古墳と異なり分かりにくく、地形的
な特徴もないため、現代社会において活用がされにく
い1)。
(3)考古学の観点からの遺跡保存
　遺跡が発見された場合、遺跡を後世に伝えるという
目的から、関連性のある遺跡の一体的な現状保存、地
下保存が望ましい。しかし実際には、記録を残して開
発を続ける記録保存が多く、また時間的、費用的な問
題で、記録保存自体も十分に行うことは難しい。
（4）遺跡の時空間分析手法の多様性
　遺跡の空間情報は、遺構内のミクロな情報から遺跡
どうしの位置関係、更に地域間関係といったマクロな
情報まで存在し、時間情報も紀元前後から現代までと
いった視点から、時代毎の視点によるものと様々であ
る。その為、時空間情報の分析は多様な組み合わせに
よって行われる。しかし遺跡情報は、研究者や行政が
各自で管理し、地図、テキスト、写真といった各デー

タの統合も進んでいない為、効率的な分析は難しい。
1-2　研究目的～都市計画学と考古学の学際研究～
　こうした課題を踏まえ、各立場における人々が連携
して遺跡保存整備へ参加すること、またその前提とな
るデータの整備を行うことが必要である。よって本研
究では特に考古学の研究成果を都市計画の遺跡保存へ
スムーズに応用する、連携の為のシステムを提案し、歴
史的な文脈理解や考古学的仮説の検証を行うとともに、
得られた遺跡立地傾向や景観的特性を遺跡保存整備で
利用する具体的な方法を提示する。
1-3　研究の対象
　対象地を前原市、志摩町、二丈町、更に福岡市西区
の一部から構成される糸島半島とする（図1)。この地
域に県内の前方後円墳の1/4 が集中しており、本研究
では特に遺跡数の多い古墳時代を中心にその後の古代
律令期との関連も含め、分析を行う。

2　遺跡の分析・保存の支援システムの提案
2-1　遺跡分析と保存整備の為の統合型支援システム
   遺跡保存の捉え方は立場により異なるが、遺跡単体
やその学術的価値のみに着目したミクロな視点だけで
はなく、周辺環境や都市計画を考慮したマクロな視点
で保存整備計画を作成すること、整備にあたっては遺
跡情報やその歴史的文脈などが容易に理解でき、地域
資源や日常利便施設として利用可能であることが求め
られる。また遺跡情報分析に関しては、時空間的にミ
クロなレベルからマクロなレベルまで様々な分析を行
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図1　糸島半島と福岡市
　　　　　　　（有色部分が研究の対象地） 図2 遺跡の分析・保存支援システムの概要
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凡例
標高 傾斜角 傾斜方位

古墳時代集落 11-24 1-4 -80～18
古代集落 11-17 1-4 -40～17.5
前方後円墳 14-40 2-5 -42～14
群集墳 41-84 6- 10 -32～39.5
製鉄遺構 25-38 3-8 -65～24

海岸線 河川 官道
古墳時代集落 772-1362 129-667 79-394
古代集落 728-1213 156-761 32-279
前方後円墳 759-1794 180-973 180-563
群集墳 1266-1627 364-919 519-869
製鉄遺構 1053-1827 58-455 372-948

今津湾 博多湾

い、蓄積していくことが、歴史的文脈の理解へつなが
ることがわかる。
　よって歴史的文脈解読、遺跡の保存活用に関して都
市計画学、考古学の連携を図る為には、「遺跡データを
都市計画データ、地図データとともに1つのデータベー
スに統合し、マクロな視点からミクロな視点まで各段
階で分析を行い、得られた遺跡の立地傾向や景観的特
徴、また歴史的な解釈を、それぞれ遺跡保存整備に応
用する」という一連の流れが必要であり、これを遺跡
保存と都市開発の共生を支援するシステムとして提案
する(図2)。
2-2　歴史的文脈の解読からその応用へ
　以下の2 通りの方法で遺跡の立地や景観に関する分
析を行い、歴史的な文脈解読を試みる。
(1)前方後円墳の分布に着目した勢力圏分析
　糸島半島全体で、勢力の象徴である前方後円墳の分
布から広域的な勢力関係の把握を行い、更に勢力内で
の遺跡分布に関して、遺跡間の視覚的関係や遺跡立地
と地形との関係の分析し、地域的特徴を明らかとする。
(2)群集墳の分布に着目した集落圏分析
　集落の発見は墓域と比較して難しい。その為、家族
墓的な性格を持ち集落との関連が強いとされる群集墳
の分布に着目し、景観分析、地形との関係の分析を行
い、集落圏を明らかとし、古代の行政単位である「郷」
のとの関連性について検討を行う。

(3)遺跡保存整備への応用
　得られた情報に関して、各段階での遺跡の保存整備
への利用法、またシステム自体の利用法について、検
討を行う。

3　前方後円墳の分布に着目した勢力圏分析
3-1　糸島半島全体での勢力圏の分析（図3）
　時期別に分類し前方後円墳の「規模」と「密集度」よ
りその「密度」を視覚化し、更に集落との可視関係を
分析し、勢力関係の把握を行った。古墳時代前期では、
各勢力は独立して分散し、可視関係は複雑に交錯して
おり、均衡状態にある独立した勢力群が互いに関係性
を強く持っていたこと、後期には、勢力、可視関係が
大きく数箇所にまとまり、明確な勢力範囲が存在した
ことが把握できる。また全時期の分布を対象同様の分
析を行うと志麻郡で2つ、怡土郡で3つの大きな勢力が
確認できる。
3-2　地域別の分析～今津湾南岸地域を対象として～
(1)遺跡間の視覚的関係性の分析（図4）
　勢力内唯一の中期前方後円墳を境に、可視領域は2つ
に分かれる。東部は古墳が前期から後期まで存在し時
代を通して勢力が高いと言え、西部は後期古墳による
新しい勢力である。他地域と比較して可視領域による
まとまりはコンパクトであり、見込角1度前後となる視
覚的に目につきやすい関係2)が数多く成立しており、前

図4　今津湾南岸の遺跡分布分析

表1　遺跡の立地と地形の関係
今津湾 博多湾

(c)全時期の勢力図
図3 前方後円墳から求めた勢力圏

（a） 前期の勢力分布と可視線 (b)後期の勢力分布と可視線

元岡地域

今津湾南岸地域

（a） 視覚的関係性 （b） 地形との関係性
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(c)群集墳の可視領域 （　　可視領域を計算した群集墳のまとまり、　　他の群集墳のまとまり）

11の視点場でのまとまりの抽出

図5 群集墳の分布に着目した集落圏分析

方後円墳と集落の視覚的関係の強さが表れている。
(2)遺跡立地と地形条件との関係性の分析(図4、表1)
　古墳時代の集落と比較し、古代の集落は官道沿いに
集中する。これは政治的な集落の再編によるものであ
ろう。しかし、元岡地域ではそのような変化がみられ
ず、官道沿いの今津湾特有の傾向と言える。また前方
後円墳も標高の低い地域に分布し、他地域の地域の傾
向と異なる。これは今津湾を意識していたとも考えら
れる。製鉄遺構に関しては河川から450 ｍ圏内の緩傾
斜のある谷部に集中して立地し、地形条件との関連の
強さが把握できる。

4　群集墳の分布に着目した集落圏分析(図5)
4-1　3D景観でのまとまりの抽出
　遺跡分布を3D景観に再現し、古代の山城や交通の結
節点等11点の視点場からのパノラマ景観を作成し、群
集墳の分布の視覚的まとまりを抽出した(a)。
4-2　平面図への投影と群集墳のまとまりの整理
　得られたまとまりを地図に投影し、それらを重ねあ
わせ(b)、①湾を越えて一体的となる地域は除外する、
②海岸部の不可視となる群集墳は地形との関連からま

とまりを得る、③視点場により見え方の異なる地域は
最も大きなまとまりでくくるという操作により、群集
墳のまとまりを得た。
4-3 　可視領域分析による集落圏の抽出
　次に群集墳のまとまり毎の可視領域計算を行い、集
落圏を抽出した（c）。グループa、bの可視領域はお互
いの立地地点を侵さないように広がり、また可視度（可
視となる視点場の数/全視点場の数）の高い地域も異な
る。しかしグループc、dにおいては可視領域が類似し
ており、集落圏として一体的であったと言える。この
ような作業により糸島半島の集落圏を抽出した（d）。
4-4　「郷」の比定とその評価
　群集墳と集落のグループは住所名による郷の比定図3)

（e）と概ね対応しており、古墳時代の集落圏がそのま
ま古代律令期の郷の単位として受け継がれていると言
える。また群集墳の視覚的なまとまりから郷の比定が
可能であることが示された。

5　遺跡の立地可能性の検討
5-1  ミクロな地域での遺跡の立地可能性の検討
  遺跡の立地には地形条件、気候条件、社会的背景と
いった要因が複雑に絡み合っており、立地傾向は地域
により異なる。その為、広域的な遺跡立地傾向の把握
による立地可能性の検討は信頼性に乏しい。また様々
な要因の関係性を捉えることは難しく、ある一部の秩
序から式を導き出すような方法での立地可能性の分析

(b)群集墳の視覚的
         まとまりの重ねあわせ

集落圏の抽出

（e）現住所名による郷の比定

(a)陸橋から見た群集墳の視覚的まとまり

  　ア      　 イ  　　ウ　　  エ

群集墳のまとまりごとの可視領域の分析
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でも有効な遺跡データベースシステムとして活用でき
る。しかしこれらに写真や図面等を含めマルチメディ
ア化することで、より活用の幅が広がり博物館等での
来館者用の情報システムや展示品の管理において利用
可能となる。3D景観の再現図等は考古学的な専門知識
をもたないものでも、わかりやすく古代景観を理解す
ることができ、考古学景観を理解する上で重要な資料
となる。
6-2  保存整備方法の提案
（1）遺跡単体での保存、利用と景観整備
　可視分析により特に視対象として目立つ古墳を抽出
することができ、そのような古墳を周辺の景観計画な
のかに取り込むこと、遺跡自体の保存も可視関係や景
観的な特徴をいかして保存することを提案する。特に
活用という観点からは整備方法が難しい集落遺跡に関
しても、視対象を挙げ当時の見え方の紹介、現在との
対比、可能ならば景観の再現等を行うことで、当時の
生活像や人々の価値観といったものを理解できる場と
なるであろう。
(2)遺跡群のネットワークとしての保存
　またそのような視対象となる古墳で道路をつないで
いくと、遺跡のネットワークが周遊コースとしてでき
あがる。移動を視覚的に楽しむことのできる道となり、
また、関連のある遺跡どうしを結んで保存するするこ
とで、一般の人々の歴史理解を助けることともなる。

7　おわりに
7-1　歴史的文脈の解読方法としての有効性
  段階的な分析により、広域での勢力圏の把握、地域
別の遺跡立地や景観的特徴の把握、集落圏の抽出や郷
との関連性を明らかすることができた。地域を限定す
れば相対的に遺跡のサンプル数は少なくなり、遺跡の
立地傾向はつかみにくくなるという課題はあるものの、
各地域でそれぞれ特徴的な傾向が把握でき、歴史的背
景の考察に有効であることを示せた。
7-2　遺跡保存計画支援システムとしての有効性
　歴史的文脈の解読から都市計画への応用までを段階
的に行いうことで、それらの結果を効果的に遺跡保存
計画、開発計画に対応させることができることが示せ
た。特に、遺跡分布図での判断の難しい景観や視覚的
関係性をGIS を利用して分析し、広域的な遺跡保存に
利用できる点は評価できる。
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（条件）　
標高
傾斜角
傾斜方位
河川からの距離
前方後円墳からの距離
群集墳からの距離
可視領域Ⅰ(西部)
可視領域Ⅱ(東部)
可視領域Ⅲ(元岡地域）
最大適合数：10

図6　今津湾南岸地域の古墳時代集落の遺跡立地可能性マップ

は有効でない。よって各地域における一つ一つの遺跡
立地傾向を蓄積していき、限定された地域で遺跡の立
地可能性について検討を行う方法が有効である。一定
の規則性を広範囲に適応するトップダウン的な方法で
はなく、ローカルルールの積み重ねによるボトムアッ
プ的な方法で地域的な立地可能性の検討を行う。
5-2  方法とその特徴(図6)
　3 章で得られた遺跡の立地傾向をルールとして蓄積
し、ルール別に立地可能性を示す地図データを作成す
る。更に各ルールに対する考察をもとに、地図データ
に重み付けをし重ね合わせ、立地予測マップとする。
　独立したルールの重ねあわせという単純なやり方に
より、ルールの重み付け、ルールの採用・不採用といっ
た操作を容易に行うことができ、条件が絡み合い、各
自見解も異なる遺跡立地の見解に関して、柔軟に対応
できる。またルールの独立性からローカルなルールを
地形や社会背景が類似する他の地域に応用することも
可能であり、ルールの少ない地域での立地可能性マッ
プの作成も可能である。

6　都市計画への提案
6-1 計画に必要な情報の提供と共有方法の提案
(1)景観保全計画の支援
　保存の際の景観を考える上で、第4章で行った3D景
観の再現と景観分析は大変有効である。遺跡の見え方
やそのまとまりに関して、地図上での平面的な分布に
よるまとまりではなく、実在空間での視覚的なまとま
りを把握できるため、景観計画においての利用が期待
される。　
(2)立地可能性の検討
　遺跡立地予測の精度を上げ、開発計画、遺跡保存計
画を作成することで、両者の共存が可能となる。
(3)データベースの構築と活用
　本研究で整備、蓄積したデータ、分析結果は、単独
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