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　弥永芳子さんは、1919（大正８）年に札幌で生まれました。幼少期よ
り、好奇心旺盛で、いろいろな知識を身につけてきました。現在もその好
奇心と研究への情熱は失っていません。海外旅行が自由化されて間もない
1965（昭和40）年に初めてヨーロッパへ海外旅行に行きます。渡航先の硬
貨に人物像が彫られているのに興味を持ち、それを調べるうちに貨幣の研究
に入っていき、『箱館通宝鋳造の顛末』（1977年）を発表します。そして
1970（昭和45）年には北海道貨幣史研究会を立ち上げて研究を進めていき
ます。その後、弥永さんの興味は貨幣の材料である砂金や砂白金に広がって
いき、『砂白金』（2006年）や『日本の金』（2008年）など多くの著書
を発表しました。1985（昭和60）年から2014（平成26）年まで私設の博
物館「弥永北海道博物館」を開館し、ボランティアの協力も得て、数多くの
資料を29年間公開してきました。年齢が95歳を超えたことから博物館を閉
館し、これまで集めてきた資料の多くを北海道博物館へ寄贈していただくこ
とになりました。

第１章　弥永北海道博物館
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　弥永さんは、1919（大正８）年、札幌市で製材業を営んでいた家の長女として生まれました。子ど
も時代は、自分がわからないことや知りたいことがあるとすぐに「何故？どうして？」と納得いくま
で質問する好奇心あふれる子供だったそうです。小学生のときは、知人の大学生のお兄さんと街を歩
くときも、道路に掲げられている看板の読みや意味をわかるまで質問していたそうです。そのスタイ
ルは、生涯通じて変わることなく、それがこれまでの研究やコレクションに繋がっています。

　貨幣に興味をもったのは、31歳で夫を亡くし、アパート経営をしながらの子育てが少し落ちついた
頃です。切手に興味を持った子どもと入ったお店で古銭をみかけたことが貨幣への興味の最初でし
た。その時は少し古銭を集めたものの、それっきりとなったそうです。本格的に貨幣に興味をもって
研究の端緒についたのは、アパート経営を始めて10年経った1965年（昭和40年）頃。長女が嫁ぎ、長
男が北海道大学に入学が決まったのを機に、「これからは自分の好きなことをしよう」と決心してか
らです。
　弥永さんは、息子が本州の私大に行くことを想定して貯めていた学資を元に、当時は珍しかった海
外旅行を決めてヨーロッパへ１人で旅立ちました。1964（昭和39）年に自由化された海外旅行で、１
ドル360円の時代です。現地で何か記念になるものと思った時、現地の小銭に目が向きました。どの
国の硬貨にも人物像が彫られていて、それが誰か知りたくなったのです。とことん調べてそれを解決
しないと気が治まらない性分なので、日本に帰ってきてから図書館に通いつめます。そこで、コイン
に彫られている人物の多くはその国の統治者であることや、政権交代とともに人物やデザインが変わ
ることを知りました。その後、中近東やアフリカにも行き、できるだけ古いコインを入手して歩きま
す。

好奇心と興味の赴くままに 弥永芳子さんの功績とその足跡

コインホルダー：海外の貨幣の一部（183737）

堀繁久（博物館研究グループ）

　外国のコインは日本で買うと２倍以上の価格だったので、次第に日本の古銭に興味が移っていきま
す。当時の歴史書に北海道のお金については「２種類のみ」と記されていたのに疑問を持ち調べ始め
ました。当時は道内に北海道のお金を研究している人はいなかったので、本州へ通い多くの貨幣研究
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者と知り合いになって、1972（昭和47）年に30人の会員で「北海道貨幣研究会」を発足しました。機
関誌の誌名は、会長である自分の雅号をとって『北泉』としました。創刊号は札幌冬季オリンピック
にちなみ、オリンピック史と記念硬貨を取り扱い、38号まで発行しています。
　北海道のお金を調べるため、最初に北海道史や函館市史を紐解きます。史料に書かれていた「谷地
頭に銭座を設け、箱館通宝を鋳造」の記述を読んで、その材料の鉄は何処から入手したのかに興味を
もちました。その後、古書店の南陽堂から面白い史料があると連絡
が入り、松浦武四郎関連の資料の中に箱館通宝について書かれてい
るものが混ざっていることがわかり、無理して買い求めました。そ
の史料で、箱館通宝が南部の鉄で造られたことが判明し、1977（昭
和52）年『函館通宝鋳造の顛末』（1977年）という著作として発表
しました。それと前後して、『箱館開港と「改三分定」極印打洋銀
貨』（1976年）、1979（昭和54）年には貨幣の専門月刊誌『ボナン
ザ』にて「蝦夷地の鰊漁と新発見・鰊切手」「富籤考　―蝦夷地で
も発売されていた！」「蝦夷地の米切手」「箱館会所発行の鮭札と
鰊切手追補」と立て続けに貨幣関連の書物を記しました。さらに少
し間を空けて「北海道特集　北海道の貨幣」（1983年）、『図録・北
海道の貨幣』（1985年）の２冊の貨幣関係の本を出版しています。
　北海道の貨幣は箱館通宝と松前藩札の２種類しかないというのが
定説でしたが、いろいろ調べていくうちに、炭鉱街で使われていた「山札」やブラキストン商会の証
券など20種類近くが見つかりました。ブラキストン証券を調べていくうちに、イギリスの貿易商で実
業家のブラキストンの生涯に興味をもち、とことん調べて、後にブラキストンの著作の翻訳『蝦夷地
の中の日本』（1979年）の付篇「トーマス・W・ブラキストン伝」としてまとめました。他にも『ブラ
キストンの生涯』（1981年）を出しています。

　砂金に興味を持ったのも、海外旅行がきっかけでした。フランスの銀行で１万円札を出して「ゴー
ルドチェンジ」というと、20フランの金貨数枚と交換してくれました。スイスの銀行でも同じことを
したら、アメリカやイギリスの金貨が出てきます。そのうち、それらの金貨の色が微妙に違っている
ことに興味をおぼえ、その金貨の成分が気になってきました。
　同じ頃、浜頓別町の砂金掘りの古老に会う機会があり、実際に川に入って砂金を採る様子を見せて
もらいました。それから全道各地の砂金の産地で色々な人に案内してもらい、各地の砂金を入手する
ことができました。普通ならば、なかなか砂金の出る秘密の場所に連れていってもらえないのです
が、弥永さんが砂金を集めるのはお金儲けのためではなく、あくまでも研究のためという目的と、女
性であるので１人でヒグマの出没する山奥の川に入ることはできないだろうということで、多くの砂
金掘りの人から砂金採りの目付けや採取方法などさまざまなことを教わることができたそうです。そ
うして、各地の砂金が集まると、川によって色も形も全然違うことがわかってきました。今度は、そ
の砂金の成分が気になりだして、金属の成分分析ができる電子顕微鏡の会社にサンプルを持参して分
析のお願いをして回りました。コストのかかることなので、断られることが続きましたが、最後に日
本電子株式会社の協力を得られることになり、全道300か所の砂金と砂白金の分析をすることができま
した。その分析結果を元に『日本の金』（2008年）がまとめられました。それ以外にも多くの砂金に関
する著作をまとめ、『えぞ地の砂金』（1981年）、『蝦夷地の砂金考』（1981年）、『北海道の砂金と砂
白金　その採掘秘話と万年筆の誕生』（1984年）、『砂白金～その歴史と科学～』（2006年）などを発
表しています。
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　さらに、金や白金の調査は道内に留まらず、ロシア、フィンランド、
オーストラリアなど海外の産地にも足を運びました。オーストラリアで
は現地で会った世界一の金塊を所有する博物館の館長と仲良くなり、世
界に２つしかない金塊レプリカの一つを寄贈してもらいました。さら
に、フィンランドで開催された「世界ゴールド学会」に招かれ研究発表
を行い、世界に人脈が広がりました。
　山奥の川を遡り、砂金・砂白金の調査はもとより、あちこちの鉱山に
もカメラマンを連れて潜るなどの現地調査を繰り返し、さまざまなもの
を発見します。通常であれば、鉱山に入りたいと思ってもなかなかその
許可は出ないのですが、弥永さんには住友金属鉱山の社長や会長、日本
工業新聞社の重役、三菱金属の社長、田中貴金属の社長、日本電子の重
役と支社長など多くの協力者を得て、不可能と思えた各地の鉱山に潜
ることもできました。石炭にコハクが入っているのを見つけたこともあります。さらに大夕張の白金
川の上流で大きなノジュールを発見し、イノセラムスの化石か何かと思って、人を雇って運び出しク
リーニングに出したら、それが日本初、アジアで３例目の陸ガメの化石だということで驚いたことも
あります。
　それ以外にもさまざまな資料が集まり、それを元に『北海道開拓と本願寺道路　資料による開拓の
歴史』（1994年）や集まった北海道の鳥瞰図を調べ『北海道の鳥瞰図　空から眺めた大正・昭和期の
103市町村と樺太の街並』（2011年）が出版されました。
　普通、専門家というとアンモナイトならアンモナイトだけというように、ある特定の分野しか知ら
ないものです。弥永さんは「在野でしがらみがないから、何にでも興味を持って入っていけたの。そ
うしたら、貨幣から砂金や砂白金、鉱物や化石、文書資料や絵画にいたるまでさまざまなものが繋
がっていて、それを興味の赴くままに調べてきたらさまざまな資料が集まってきたの」と語っていま
す。
　この頃になると、多くの資料が自宅に集まっていて、見たいという要望も増えてきたので、自宅を
改築して、1985（昭和60）年「弥永北海道博物館」をオープンしました。博物館は有志のボランティ
アで運営されてきました。館内の展示は、「アイヌ民族資料・埋蔵文化財」「貨幣資料」「砂金・砂
白金関係資料」「国内・国外の黄金工芸品」「鉱物・化石」などのテーマで構成されていました。
　2014（平成26）年、95歳になったのを機に博物館を閉めて、アンモナイトと鉱物を紋別市に開館予
定の大谷学園付属博物館へ、貝類を「蘭越町貝の館」へ、それ以外の資料を北海道博物館へ寄贈する
ことを決めました。

　最後に、弥永さんが一番熱く語っていたことをご紹介しま
す。「自分の周りの人は集めた資料やお金をもっと大事にし
なさいと言うが、自分にとって一番大切なのは人の縁。これ
まで何度も不可能と思えたことも、多くの人の協力により自
分の研究を実現してここまで来られたのだから」。

ゴールドシンポジウム冊子
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1919（大正８）
1939（昭和14）
1941（昭和16）
1950（昭和25）
1965（昭和40）
1968（昭和43）

1970（昭和45）
1975（昭和50）

1976（昭和51）
1977（昭和52）
1979（昭和54）

1981（昭和56）

1982（昭和57）

1983（昭和58）

1984（昭和59）
1985（昭和60）

1988（昭和63）

1992（平成４）

1993（平成５）
1994（平成６）
2006（平成18）
2008（平成20）
2011（平成23）
2014（平成26）
2015（平成27）
2017（平成29）

札幌市で製材業を営む家の長女として誕生
北海道ドレスメーカー女学院卒業
９歳年上の道庁職員と結婚
夫と死別
欧州へ旅行し、貨幣の歴史に興味を持ち、研究と収集活動を始める
古文書を解読する知識を身に付けるため、道立図書館主催の講座に参加し、講師の高
倉新一郎氏（当時北海学園学長）と出会う
北海道貨幣史研究会を発足し、会長を務める
古銭市でブラキストン証券を入手したことがきっかけで、ブラキストン研究を始める
増え続ける資料の保管場所として、自宅のそばに鉄筋の物置を設置
『函館開港と「改三分定」極印打洋銀貨』（北海道貨幣史研究会）を執筆
『箱館通宝鋳造の顚末』（北海道貨幣史研究会）を執筆
『蝦夷地の中の日本』（トーマス・W.ブラキストン著、高倉新一郎校訂、近藤唯一 
訳、八木書店）の付篇として「トーマス・W・ブラキストン伝」を執筆
この頃から道内の砂金史の研究を始める
『ブラキストンの生涯』（えぞまつ豆本の会）、『えぞ地の砂金』（北海道出版企画セ
ンター）、『蝦夷地の砂金考』（北海道貨幣史研究会）を出版
小樽市制60周年記念特別展「お金の歴史―貨幣にみる歴史の表情」の監修を行い、同
展示リーフレットにて「お金の歴史―点描」を執筆
聞き取り調査と現地調査を重ね、300か所近い道内の砂金、砂白金の採取地点を確認
し、分布図を完成させる
『日本の貨幣』（北海タイムス社）のうち「北海道特集　北海道の貨幣」 を編・執筆
『北海道の砂金と砂白金』（みやま書房）を出版
私設博物館「弥永北海道歴史館」を開設し、『図録・北海道の貨幣』（弥永北海道歴
史館）を出版
アンモナイトに興味を持ち、夕張市の白金川上流へ化石調査に行き、陸ガメの化石を
発見
館名を「弥永北海道博物館」に改称
浜頓別町で開催された「第一回全国砂金堀り大会」の開催に尽力
フィンランドで開催された「第22回世界ゴールド学会」に招かれ講演
『北海道開拓と本願寺道路』（弥永北海道博物館）を出版
『砂白金』（文葉社）を出版
『日本の金』（東海大学出版会）を出版
『北海道の鳥瞰図』（中西出版）を出版
私設博物館「弥永北海道博物館」閉館
産業考古学会から「保存功労賞」の表彰を受ける
北海道博物館へ貨幣、希少金属、化石等の資料を寄贈し、北海道知事より感謝状を授
かる

20歳
22歳
31歳
46歳
49歳

51歳
56歳

57歳
58歳
60歳

62歳

63歳

64歳

65歳
66歳

69歳

73歳

74歳
75歳
87歳
89歳
92歳
95歳
96歳
98歳

関連資料

【年譜】
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（写真は『弥永北海道博物館パンフレット』より）【弥永北海道博物館展示構成】

１階

２階

３階

第１展示室
鉱石・化石

第２展示室
アイヌ民族資料・埋蔵文化財

第４展示室
砂金・砂白金関係資料

第３展示室
貨幣資料

第５展示室
国内・国外の黄金工芸品

弥永北海道博物館パンフレット
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【著作一覧】

出版年 タイトル 出版者 備  考
1976
1977
1979

1979

1979

1979

1979

1979

1981
1981
1981
1983

1984

1985

1994

2006

2008
2011

箱館開港と「改三分定」極印打洋銀貨
箱館通宝鋳造の顛末
開陽丸引揚げ遺物異聞
 ̶謎の金属塊と銭矢立̶

蝦夷地の鰊漁と新発見・鰊切手

富籤考
̶蝦夷地でも発売されていた！

蝦夷地の米切手

箱館会所発行の鮭札と鰊切手追補

トーマス・W・ブラキストン伝

えぞ地の砂金
ブラキストンの生涯
蝦夷地の砂金考
北海道特集

北海道の貨幣

北海道の砂金と砂白金
その採掘秘話と万年筆の誕生

図録・北海道の貨幣
資料による貨幣の歴史

北海道開拓と本願寺道路　
資料による開拓の歴史

砂白金
～その歴史と科学～

日本の金
北海道の鳥瞰図
空から眺めた大正・昭和期の103市町村と樺太の街並

北海道貨幣史研究会
北海道貨幣史研究会
ボナンザ

ボナンザ

ボナンザ

ボナンザ

ボナンザ

八木書店

北海道出版企画センター
えぞまつ豆本の会
北海道貨幣史研究会
北海タイムス社

みやま書房

弥永北海道歴史館

弥永北海道博物館

文葉社

東海大学出版会
中西出版

『月刊ボナンザ』第15巻第２号
p49-53
『月刊ボナンザ』第15巻第10号
p34-47
『月刊ボナンザ』第15巻第11号
p32-46
『月刊ボナンザ』第15巻第12号
p22-39
『月刊ボナンザ』第15巻第13号
p31-45
『蝦夷地の中の日本』（トーマス・
W.ブラキストン著、高倉新一郎
校訂、近藤唯一訳）付篇
北海道ライブラリー　17
えぞまつ豆本　第14巻
北海道貨幣史研究会
『日本の貨幣　貨幣が語る時代
と生活』（桑島和夫編、大蔵財務
協会監修）

奥付は北海道貨幣史研究会編

弥永北海道博物館図録シリーズ
２
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　弥永さんは出かけた海外旅行でその国の硬貨に興味をひかれたことがきっ
かけとなり、北海道の貨幣を中心にした研究や資料収集活動をスタートさせ
ます。弥永さんは貨幣の原材料ともなる砂金を調査するため、砂金採りの現
地調査を繰り返される中でコハクや陸ガメの化石などを発見され、さまざま
なものを収集されました。そうした調査によって収集された貨幣、化石、希
少金属は弥永コレクションの大きな特徴と言えます。

第２章　特徴的なコレクション
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　弥永さんの研究活動は、子どもの頃の実体験を通して、身近な貨幣に興味を持ったところから始ま
る。当初はいわば生活者の視点で、明治以降の古銭を年代順に集められた。その後、しだいに貨幣と
歴史の関係に注目され、対象とする地域や年代の幅を広げていく。また、海外旅行でかかわった現地
通貨のデザインや人物像などモチーフの調査から、政治や経済など社会背景に連動した貨幣の移り変
わりを探るようにもなる。
　一方、北海道貨幣史研究会の会長として、道内外で発行された貨幣、藩札、山札、証券について調
査を進めるとともに、貨幣の鋳造技術全般にも注目することになったのである。弥永さんは、これら
の貨幣の歴史と地域性を縦横に結び付けて研究し、論文を発表するとともに、弥永北海道博物館の第3
展示室に大きく４つの展示コーナーに分けて貨幣を公開されてきた。
　中国の貨幣コーナーでは、冒頭の壁面に祝い銭を配置し、約３千年前に使われた貝貨から紙幣の発
生までを展示していた。主な展示資料は、古代中国貨幣として唐銭、明銭、北宋銭、南宋銭、清銭、
また渡来銭として五代十国銭、明銭、北宋銭、安南銭、清銭を展示していたほか、枝銭や銭砥石など
貨幣鋳造技術に関係する資料も取りあげていた。
　世界の貨幣コーナーには、ギリシャ、ローマ、インドの紀元前の銀貨から19世紀頃までのフラン
ス、イタリアの銀貨や、世界各地の珍しい形の貨幣を、中央のケースに展示していた。
　日本の貨幣コーナーは、古代日本貨幣の関連として麻帛、矢じり、稲、砂金を示すとともに、和同
開珎から始まる皇朝十二文銭、地方発行が進んだ寛永通宝とその鋳造地を記した銭貨を展示してい
た。また、政府発行の貨幣と紙幣、未発行に終わった陶貨、銭皿など金融関係資料のほか、徳川幕府
の貨幣制度や江戸時代の財布などが主な展示物であった。
　北海道の貨幣コーナーは、函館市の志海苔出土銭、箱館通宝、松前藩蔵米切手、開港当時わが国に
流入した外国銀貨、ブラキストン商社証券、館藩発行の松前会計局札、開拓使兌換証券、函館会計局
札、魚切手や鮭切手、大夕張炭山金券、松岡炭鉱金券、第二十七連隊酒保銭など、幕末から20世紀中
頃の北海道で発行されたさまざまな通貨を展示されていたのである。

貨幣

舟山直治（学芸部長）

　弥永北海道博物館では、中国の貨幣、日本の貨幣、北海道の貨幣、そのほか世界の貨幣とい
う４つのコーナーに分類展示されていました。なかでも北海道の貨幣コーナーは、箱館通宝
（1857年）、松前藩札（1869年）、ブラキストン商会証券（1874年）など、弥永さんの
研究成果に基づいた展示構成が特徴でした。これは高価さや希少性を追うのではなく、貨幣の
歴史や地域性に価値を見出してきた弥永さんの研究姿勢の一端を示すものです。また、研究の
対象は鋳造や金融など貨幣に関連する分野にまで広げられ、その研究成果が展示に反映されて
きました。
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箱館通宝：小（183742）

一円銀貨：表（183735）

コイン（183740）

一円銀貨：裏（183735）

コイン（183740）
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【陸ガメの化石（184200）】
　時　代：白亜紀
　産出地：夕張市

【マンモスゾウの臼歯化石（180908）】
　時　代：第四紀
　産出地：オランダ

　陸ガメの甲羅の化石で、写真の右下が前（頭）側にあたる。この仲間は甲羅の長さが最大で１m近
くに達するものもあり、白亜紀における最大の陸ガメであった。発見場所の夕張市大夕張には、イノ
セラムス（二枚貝）やアンモナイトの化石が多数見つかる海成層（海で堆積した地層）が分布してい
ることから、この陸ガメは、洪水など何らかの理由で陸上から海へ流され、その後海底で砂泥ととも
に埋没したと推定される。
　カメ類は約２億３千万年前に出現し、その後海での生活に適応しようとするグループも現れ、約
１億１千万年前にはウミガメの仲間が出現した。実は北海道の白亜紀の地層から多数のカメ化石が発
見されるが、ほとんどがウミガメの仲間である。この標本は陸ガメであり、さらに化石の保存状態が
極めて良いことから、大変貴重な化石と言える。

　草食のゾウ類は、大きな体を維持するために１日の大半を食事の時間に費やす。こうして歯がどん
どんすり減ってしまうため、ゾウ類は一生のうち、５回も歯が生え換わる。これはマンモスゾウも同
様で、この化石は、５回目の生え換わりで下顎に生えた大臼歯である。表面が靴底状あるいは洗濯板
状に見える部分が噛み合わせの面で、歯が磨り減ることでこのような模様が現れる。
　マンモスゾウは約40万年前にシベリアで誕生し、その後、約15万年前にはヨーロッパへ、約10万年
前には北アメリカへと分布を広げた。長い体毛や小さな耳など寒冷な環境に適応した体を持つゾウ
で、北海道には、約５万年前の氷期に陸続きとなっていたサハリンを経由して大陸から渡ってきた。
約１万年前に地球上のほとんどの地域から姿を消し、約４千年前に絶滅した。

化石 ・ 鉱物

添田雄二（自然研究グループ）

　化石コレクションは、恐竜時代の陸ガメや植物（ソテツ、南洋シダ、コハク）、アンモナイ
ト、そしてマンモスゾウの牙や臼歯などで、一部をのぞいて弥永さんが直接野外で採集したも
のばかりです。このうち、長さ45cmにも達する大きな陸ガメやソテツ、南洋シダの化石は北
海道での発見例が少なく、さらに恐竜時代の地球が今よりも温暖で、北海道付近が熱帯から亜
熱帯環境であったことを示す大変貴重な資料です。
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陸ガメの化石（184200）

マンモスゾウの臼歯化石（180908）
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【砂金塊（184033）】
　産出地：浜頓別町ウソタン川
　重　さ：248g
【砂白金塊（184032）】
　産出地：鷹栖町
　重　さ：9.41g
　金鉱石の風化作用によって洗い出されたさまざまな鉱物片は、河川によって運ばれ砂礫とともに堆
積する際、重い鉱物だけが砂礫層の底部などに濃縮されてたまる場合がある。そのような砂礫層は
「砂鉱床」と呼ばれ、そこから産出する自然金や自然白金が「砂金」「砂白金」である。
　北海道の砂金産地は、北部の枝幸山地、中央部の日高山脈、南西部の松前半島、利別川流域などが
あり、各地に「砂金沢」「砂金川」と呼ばれる地名が残っている。このうち、枝幸山地の北に位置す
る浜頓別町ウソタン川は北海道最大の砂金産出地で、明治期の「北見枝幸ゴールドラッシュ」には数
万人が金をもとめて押し寄せた。なお、このウソタン川であっても、その砂金含有量は最盛期で砂礫
１m3中、25g程度であり、その希少性がうかがえる。また、記録に残されている中で日本最大とされる
砂金塊（769g）は、ウソタン川の支流で発見されている。
　一方、砂白金の産地は、北海道中央部の変成岩帯（神居古潭帯）に沿う河川流域にほぼ限られる。
これは、砂白金の起源がこの変成岩帯に分布するマントル物質（カンラン岩）由来の蛇紋岩であるた
めで、弥永さんはこのことを現地調査で確認し詳細な分布図を作成した。なお、北海道は日本で唯
一、砂白金の生産実績を持ち、2016年に日本地質学会が都道府県を象徴する岩石と鉱物を認定した際
も、砂白金が「北海道の鉱物」として選定された。また、「北海道の岩石」としてはカンラン岩が選
定されており、砂白金が北海道の特徴ある岩石と鉱物に深く関わる希少な特産鉱物であることがわか
る。

希少金属

添田雄二（自然研究グループ）

　弥永さんは貨幣の研究を進める一方で、硬貨の原料となる金属鉱石にも興味を持ち、北海道
各地の砂金の産地や鉱山を調査して多くの資料を収集しました。とくに、砂金や砂白金といっ
た希少金属については、専門家の協力を得て約300か所の産出地点を確認し、資料を収集する
とともに組成分析も行い、その成果は『北海道の砂金と砂白金』（1984年）をはじめ多くの
著書にまとめられました。また、関連調査は日本国内にとどまらず海外にも及び、収集された
希少金属や鉱石類は、弥永コレクションの中でも学術的に重要性の高いものとして評価されて
います。
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砂金塊：浜頓別町ウソタン川、248g（184033）

砂白金塊：鷹栖町、9.41g（184032）
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　北海道の貨幣研究から始まった弥永さんの関心は、遺跡から出土する古銭
へも注がれ、道内各地の遺跡から考古資料を収集されました。さらに弥永さ
んの関心は、北海道の歴史や文化を物語るさまざまな資料へと広がり、北
海道に関連する文書や美術資料、アイヌ民族関係の資料を収集されました。
また私設博物館を開館したこともあり、交友関係のある人から貝類標本の寄
贈を受けるなど、博物館として収集した資料も弥永さんのコレクションに加
わっていきました。そうした結果、幅広い分野にわたる弥永コレクションが
形成されたと言えます。

第３章　さまざまな分野への関心
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【八雲町栄浜１遺跡】（182410）

【白老町虎杖浜遺跡】（184284）

　考古コレクションの収集地は、弥永さんによれば北海道内14か所に及ぶ。この情報に基づき、北
海道埋蔵文化財包蔵地一覧の遺跡名と確定できるものは、それに準じて示したものが右の分布図
（図１）である。
　主に縄文文化のもので、続縄文文化もみられ、わずかにオホーツク文化のものもある。また、函館
市志海苔出土の古銭（渡来銭）も含まれる。総点数は、土器類、石器類、装飾品類、土偶、古銭など
628点である（コレクションの詳細は、第２部寄贈資料目録の第２章第４節「考古」を参照）。
　以下、収集した遺跡ごとに、コレクションの特徴を示す。

　昭和40年代に国道５号線の工事現場で偶然発見した遺物を収集したもので、土器９点、剥片を含
む石器類16点である（58頁：写真119～121）。時期は、縄文文化前期～後期のものである。この他
に弥永北海道博物館には、当時収集した土器類や石器類が保管されており、閉館に伴いこれらの資
料は八雲町教育委員会に寄贈されている。この遺跡は、北海道埋蔵文化財包蔵地に登載されている
栄浜１遺跡（B-16-033）である。

　昭和50～60年に現地関係者から寄贈されたもので、この詳細は不明である。資料は滑石製の丸玉
７点で、縄文文化後期～晩期の時期である（58頁：写真122）。白老町の虎杖浜地域は虎杖浜１～14
遺跡、アヨロ遺跡、カムイミンタルチャシ跡など、縄文文化～アイヌ文化の時期の遺跡が多く発見
されており、この資料が出土した地点の詳細な情報がないため北海道埋蔵文化財包蔵地に登載され
ている遺跡として特定できないものである。

考古資料

右代啓視（歴史研究グループ）

　考古コレクションは、弥永さんが北海道内の化石や金などの調査の際に収集したもの、ある
いは交友のあった方々から寄贈を受けたものなどです。これらは、1944（昭和19）年および
昭和40～60年代にかけて収集されたものです。収集地は北海道内14か所で、その内訳は土器
類、石器類、装飾品類、土偶、古銭など666点です。土器や石槍、石鏃などの石器類は完形品
がほとんどで、展示することを意識していたことがうかがえます。特に、七飯町で発見された
土偶や石刀、余市町フゴッペ洞窟前庭遺跡から発見された恵山式土器、コハク製平玉は貴重な
コレクションです。
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【浜頓別町】（182413）

【浜頓別町ベニヤ遺跡】（184285）

【紋別市福原遺跡】（182411）

【浜頓別町ウソタン周辺】（182412）

　1975（昭和50）年頃に現地関係者から寄贈を受けたもので、遺跡については特定できない。資料
は、続縄文文化前半の土器底部１点、縄文文化の石斧４点である（59頁：写真126）。

　1975（昭和50）年頃、現地の関係者から寄贈を受けたものである。資料はコハク製の平玉６点
で、続縄文文化（前半）の時期である（59頁：写真127）。この平玉が発見されたベニヤ遺跡は、北
海道埋蔵文化財包蔵地に登載されている遺跡（H-03-003）である。

　昭和50年代後半に弥永さんが砂金調査の際に収集したものと現地関係者からの寄贈を受けたもの
である。資料は福原遺跡としてあるが、八十士川黄金ノ沢中流阿部宅裏ノ沢と資料に記してあるも
のがあり、北海道埋蔵文化財包蔵地に登載されている福原遺跡、新生１～３遺跡など複数地点から
収集している。資料は石器類22点で、縄文文化前期～中期のものである（59頁：写真123・124）。

　1975（昭和50）年頃に弥永さんが砂金調査の際に収集したもので、登載されている遺跡について
は確定できない。資料は石器類15点で、縄文文化の時期である（59頁：写真125）。

●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●

●

八雲町栄浜１遺跡

紋別市福原遺跡

浜頓別町ウソタン周辺

浜頓別町

七飯町

羊蹄山山麓

北見市常呂チャシ
　（トコロチャシ（TK-19）遺跡）

網走市呼人

小樽市忍路

松前町法源寺境内（松城遺跡）

余市町フゴッペ洞窟前庭遺跡
　　　　　　(フゴッペ洞窟)

日高町トニカ遺跡　
　（門別富仁家土盛墳墓群遺跡）

函館市志海苔
　（志海苔中世遺跡）

●

白老町虎杖浜遺跡

●

浜頓別町ベニヤ遺跡

図１　弥永考古コレクションの遺跡分布
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【網走市呼人】（182417）

【小樽市忍路】（182418）

【日高町トニカ遺跡】（182421）

【松前町法源寺境内】（182419）

【余市町フゴッペ洞窟前庭遺跡】（182420）

　昭和50～60年代にかけて収集したもので、弥永さんが採集したものと地元の方から寄贈されたも
のである。資料は数年にわたり複数の遺跡から収集しており、剥片を含む石器類21点である（61
頁：写真133）。

　昭和50～60年代にかけて収集したもので、弥永さんが採集したものである。この資料は数年にわ
たり複数の遺跡から採集しており、剥片を含む石器類29点である（62頁：写真134）。

　1975（昭和50）年頃、弥永さんが現地関係者から収集したものである。資料は、コハク製平玉５
点で、縄文文化晩期～続縄文文化前半のものである（63頁：写真138）。遺跡は、北海道埋蔵文化財
包蔵地に登載されている門別富仁家盛土墳墓群遺跡（D-19-011）である。

　1972（昭和47）年７月に松前町を訪問した際に収集した土器片１点で、縄文文化中期の円筒上層
式土器である（62頁：写真135）。遺跡は、北海道埋蔵文化財包蔵地に登載されている松城遺跡（B-
02-009）である。

　1944（昭和19）年に畑の耕作中に発見されたもので、その地元の方から寄贈されたものである。
資料は恵山式土器３点、コハク製平玉24点で、続縄文文化前半の時期のものである（62頁：写真
136・137）。遺跡は、北海道埋蔵文化財包蔵地に登載されているフゴッペ洞窟（D-19-011）である。

【七飯町】（182414）

【羊蹄山山麓】（182415）

【北見市常呂チャシ】（182416）

　昭和50年代後半頃に発電所建設工事の関係者から寄贈を受けたもので、土器１点、土偶１点、土
偶片１点、石器類10点で縄文文化晩期のものである（60～61頁：写真128～130）。弥永さんの情報
によると、発電所の建設工事に伴って発見された資料とのことで、北海道埋蔵文化財包蔵地に登載
されていない遺跡でもある。

　昭和50～60年代にかけて収集したもので、採集地点は不明である。資料は石斧５点で、縄文文化
の時期のものである（61頁：写真131）。

　昭和50～60年代にかけて収集したもので、弥永さんが採集したものと地元の方から寄贈されたも
のである。石槍２点、石鏃30点で、縄文文化～オホーツク文化の時期のものである（61頁：写真
132）。遺跡は、北海道埋蔵文化財包蔵地に登載されているトコロチャシ（TK-19）遺跡（I-02-335）
である。
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森田智忠　1980年　「北海道で発見された古銭について」郷土と科学編集委員会編『北海道５万年史』郷土と科学編集
委員会　pp.211-218

北海道紋別市教育委員会編　1971年　『福原遺跡』北海道紋別市福原遺跡緊急発掘調査報告　p.34
北海道八雲町教育委員会編　1987年　『栄浜１遺跡』八雲町教育委員会　p.316
東京大学文学部編　1964年　『オホーツク海岸・知床半島の遺跡』下巻　東京大学文化学部　p.394
東京大学大学院人文社会系研究科考古学研究室・常呂実習施設編　2001年　『トコロチャシ跡遺跡－北海道常呂川下流

域におけるアイヌ文化の遺跡調査－』東京大学大学院人文社会系研究科　p.330

　1975（昭和50）年頃、弥永さんが現地関係者から収集したものである。資料は、コハク製平玉10
点で、縄文文化晩期～続縄文文化前半のものである（63頁：写真139）。この遺跡の地点は不明であ
る。

　1968（昭和43）年頃、弥永さんが現地関係者から収集したものである。古銭（渡来銭）443点で、
北海道中世の時期である（63頁：写真140）。北海道埋蔵文化財包蔵地に登載されている志海苔中
世遺跡（B-01-042）である。1968（昭和43）年７月、この遺跡からは備前、珠洲の大甕から94種、
374,000点の渡来銭といわれる唐銭、北宋銭、南宋銭、明銭が発見されている。

　以上、考古コレクションを遺跡ごとに、その特徴を示した。考古コレクションの収集は、弥永さん
が化石や砂金調査の際、自ら現地で収集しており、土器や石槍、石鏃、石斧などの石器類は完形品が
ほとんどである。さらに、専門的な知識と興味から古銭やコハクなども収集されており、博物館に展
示することを意識していたことがうかがわれる。特に、七飯町で発見された土偶、石刀や、余市町フ
ゴッペ洞窟前庭遺跡から発見された恵山式土器、コハク製平玉は貴重なコレクションである。
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　人類は、昔から貝類と深い関わりをもつ。食材とするばかりではなく、貝殻は貨幣として利用した
り、加工して装身具や道具としても利用してきた。その造形美と色彩の豊かさは、まさに自然が生み
出した“宝”であり、古今東西において人類の心を魅了し続けてきた。弥永さんも貝類がもつ美しさ
に魅せられた１人であり、本コレクションは長い年月と多大なる労力をかけて収集されたものであ
る。コレクションのうち一部は「蘭越町貝の館」に寄贈され、一部が当館に寄贈された。
　弥永さんによると、収集する貝類は造形や色彩の美しさで選定しており、あくまでも趣味の範囲と
のことである。そのため、暖かい海に棲む貝類が大部分を占め、かつ完全で美しいものが多いことか
ら、鑑賞用としては貴重なコレクションである。
　一方、研究対象として収集したものではないことから、ほとんどは採集地・採集日等を記した標本
ラベルがなく、学術的な標本としては活用しづらい面もある。それら基礎情報が揃った北海道産の種
においても、生態的な特徴など詳細な情報を記録したものは乏しい。しかし、これらの貝類は当時の
分布や海洋環境などを示す資料として、後世に引き継がれるべきものである。

貝類

圓谷昂史・水島未記（自然研究グループ）

　貝類コレクションには、色や模様がきれいなもの、ユニークな形をしたものなど、多種多様
なものがあります。貝類の収集は、貝類コレクターの知人から、コレクションの寄贈を受けた
ことから始まりました。貝類の美しさに魅せられた弥永さんは、道内の知人からその地域で採
れる貝類を譲り受けたり、東京や沖縄などで購入するなどして収集を進め、その数は1,500点
以上にもなります。このコレクションは、南の暖かい地域の海に棲む種類が中心であり、色彩
豊かな貝殻からは遠い南の海を感じることができます。

イボニシ：北海道松前産（183968） ナガニシ：北海道函館産（183952）
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　北海道産の貝類は、主に①函館市を中心とする渡島半島産、②日高地域産からなる。まず①は、海
棲種だけではなく陸棲種が多く含まれる。特に陸棲貝類は、比較的詳細な情報が記録されており渡島
大島・小島産のものを含むことから、研究用資料としての価値も高いものと考える。海棲貝類は、主
に浅海帯（水深０～200ｍ）に生息する種で構成されており、海岸から沖合で採集したものと考えられ
る。北海道の中でも渡島半島付近は、南から北上する対馬暖流の影響を強く受ける海域であり、道内
では一般的にはみられない、イボニシやナガニシなどの暖流系種も含まれる。②は、様似町在住の知
人が採集したものとのことである。
　弥永さんは、本コレクションが広く一般に公開され、貝類が持つ美しさをあらためて知ってもらう
と同時に、多くの方々が貝類に対して興味・関心を抱く契機になればと願っている。今後これらの貝
類は、研究用標本として、また、多くの来館者に貝の魅力を伝えていくための展示や体験用として活
用していく予定である。
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【山刀（182767）】

【狩猟用矢筒（182774）】

　この山刀は、札幌に暮らした豊川重雄さん（1931～2015）が製作したものである。
　豊川さんは、1931（昭和６）年２月５日生

おやふる

振に生まれた。先祖は現札幌市内のサクシュコトニ（北区
北７条西７～８丁目付近と考えられる）に暮らしていたが、明治初めに生振に転居したという。祖父
である豊川アンノランさんはヤウスバの鮭漁場を経営していたことがあり、豊川さん自身も10代から
20代の頃は家業だった漁業に従事し、その後1957（昭和32）年に荒木伊佐男氏に師事して本格的に木
彫りを始め、30歳頃から定山渓温泉の土産物店に勤務するなどして木彫の腕を磨いていったという。
　1971（昭和46）年には北海道ウタリ協会石狩支部（現札幌アイヌ協会）の結成に参加し、1979（昭
和54）年から始まった江別市対

ついしかり

雁墓苑における樺太アイヌ殉難者慰霊祭においても発起人の１人をつ
とめている。また1982（昭和57）年から札幌市豊平河畔で始まった「アシリチェップノミ」でも、こ
れを担った札幌アイヌ文化協会の会長をつとめている。
　この山刀は、早くからアイヌ民族の権利回復運動や伝統文化復興、歴史の捉え直しなどに深く関
わった豊川さんが製作したものであり、現在のアイヌ工芸を語る一品であるといえる。

　この狩猟用の矢筒は、本体を高野繁廣さん（1950～）、背負うための荷縄を高野啓子さん（1953
～）が分担して製作したものである。
　高野さんご夫妻は、ともに東京都日野市に生まれた。1972（昭和47）年、繁廣さんが22歳のときに
旅行で訪れた平取町二風谷でアイヌ彫刻に魅せられ、二風谷で貝澤民芸を営んでいた工芸家・故貝澤
守幸さんに弟子入りし、夫婦ともにアイヌ伝統工芸の道に入る。1979（昭和54）年には独立して高野
民芸を開いている。
　ご夫妻は、アイヌ民族が育んできた男の手仕事と女の手仕事を分担し合い、伝統的民具の製作技術
を継承することに情熱を注ぐとともに、各地の博物館に収蔵される資料を丹念に観察し、失われつつ
あった技術の復元にも熱心に取り組んでいる。
　この矢筒は、明治時代に毒矢猟が禁止されたのち、実用の道具としては使用されなくなった矢筒
を、入念な観察に基づいて復元したものである。

アイヌ民族資料

大坂拓（アイヌ文化研究グループ）

　アイヌ民族資料は83点で、儀礼用の衣服から狩猟・漁労具まで幅広く収集されており、
1990年頃から2010年頃にかけて、現役の伝統工芸作家から直接購入されたものが多い点が
特徴です。なかでも多くの作品を製作したのは、札幌市で数多くの彫刻作品を残した豊川重雄
さん（1931～2015）と、平取町でアイヌ工芸の伝承に携わっている高野繁廣さん（1950
～）・高野啓子さん（1953～）ご夫妻です。このコレクションは、20世紀末から21世紀初
頭にかけてのアイヌ文化伝承や、担い手の広がりを伝える資料としても貴重なものといえま
す。
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山刀（182767）

狩猟用矢筒（182774）
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【ポロヤ図（183939）】
　高橋波藍筆、絹本著色、縦96.5cm　横36.0cm（本紙）、江戸時代・19世紀
　雪の積もる岸辺、その白色に覆われながらも青々と茂る草葉は、
少し早い冬の訪れを思わせる。犬を連れて歩く人物は、毛皮のつい
た、文様のある衣服をまとい、その裾や襟からは、下に着用する真
赤な錦がのぞく。華やかな出で立ちは、身分の高い人物を思わせ
る。画面右下の署名によれば、この絵の作者は、弘化年間（1844～
1848）頃の活動が知られる松前藩士・高橋波藍である。波藍は蠣崎
波響（1764～1826）の弟子と知られる。本作に描かれる人物は、師
匠の波響が手がけた《夷酋列像》に描かれる、12人のうちの１人、
「卜羅鵶（ポロヤ）」を忠実に模写したものである。《夷酋列像》
が人物を無背景に配すのに対して、本作は人物を雪の積もる岸辺に
配す。本作の表具には、「明治六酉十二月丸亀京極長門守様ヨリ拝
領」との墨書があり、1873（明治6）年12月まで、絵の所有者が、讃
岐国丸亀藩主・京極高朗（1798～1874）であったことがわかる。こ
の絵と同様に、《夷酋列像》の人物を模写し、雪景色に配す波藍の
作が、松代藩の真田家に伝来する。二作は、松前藩から、丸亀藩京
極家、あるいは松代藩真田家への、贈答品だったと考えられる。

文書・美術資料

春木晶子（歴史研究グループ）

　文書資料は、弥永さんが北海道の貨幣史の調査・研究の過程で収集した証書や地券、小樽・
余市など道内各地の商店が明治以降に発行した引札や広告が大部分をなします。美術資料に
は、まず、近世から近代にかけての、アイヌ民族の姿や風俗を題材としたものがあります。な
かでも、松前藩士・蠣崎波響の弟子として知られる高橋波藍による《ポロヤ図》、北海道の
名付け親として名高い松浦武四郎による《蝦夷人タブリカ（踊）之図》は、北海道の絵画史を
考えるうえで重要なものです。さらに、弥永さんが砂白金を調査する過程で手に入れたという
《第三小隊敢闘図》は、資料のほとんど残っていない、戦時下の北海道の砂白金採取の一端を
伝える貴重な作品です。

ポロヤ図（183939）
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【蝦夷人タブリカ（踊）之図（183938）】
　松浦武四郎筆、紙本墨画淡彩、縦108.0cm　横25.2cm（本紙）、江戸時代～明治時代・19世紀
　縦長の画面に、縦に連なる人物はみな、藍色の文様がある黄色の
衣服（アイヌ民族の樹皮衣と思われる）をまとい、先頭の人物をの
ぞき、みな両腕を広げる。白髪の程度と、髭の有無、口元の藍色の
彩色（アイヌ民族の女性に施される刺青と思われる）の有無によ
り、行列は、年長の男性にはじまり、次第に若い男性へと続き、列
の半ばからは女性が、やはり年長者から順に並び、最後に年少者を
配す構成と見える。松浦武四郎による《蝦夷人舞踏之図》（松浦武
四郎記念館所蔵）は、本作と同趣の双幅で、武四郎と交友のある歌
人、加藤千浪と大田垣蓮月による和歌が記される。蓮月が署名とと
もに八十歳と記すことから、制作年は1870（明治３）年と推定さ
れ、本作の制作年はこれに近いと考える。アイヌの舞踏（タプカラ）
を描く絵は少なくない。その端緒は、江戸幕府による蝦夷地調査を
もとに編まれた『蝦夷島奇観』と考えられ、アイヌ民族を題材に多
数の絵を手がけた平沢屏山（1822～1876）、あるいは、武四郎と交
友のあった富岡鉄斎（1837～1924）は、この『蝦夷島奇観』の図を
利用して、複数人が輪をつくって舞う様を描いている。輪舞を、縦
長の画面に沿うように、縦の列へと改めた点に、本作の機知があ
る。武四郎筆《福田上人托鉢図》もまた、縦長の画面に、人物を上
下に連ね、画面右上から左下へと向かう行列を描く。同じく托鉢僧
を主題とした、江戸時代の画家、中村芳中や伊藤若冲による《托鉢
図》、あるいは、近代の中原南天棒筆《托鉢僧行列図》（1924（大
正13）年）は、簡略に描いた類型化した僧の姿を連ねる点で、《蝦
夷人タブリカ（踊）之図》に近い。こうした、托鉢僧の行列を描く
図が、それまでのアイヌの舞踏図とともに、本作の発想源になった
と考える。

蝦夷人タブリカ（踊）之図
（183938）
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【第三小隊敢闘図（183944）】
　桜井豊松筆、板絵油彩、縦84.6cm　横115.2cm、1945（昭和20）年３月
　戦時下の鷹泊（深川市）での砂白金採掘現場を描く。画面裏の書き込みによれば、帝国砂白金開発
有限会社の雨竜鉱業所所長の島田要一の依頼で、1945（昭和20）年３月に桜井豊松によって描かれた
ものである。砂白金は、国内では北海道でのみ産する希少な貴金属で、精密機器に用いられ、戦時中
殊に需要が高まったという。帝国砂白金開発有限会社は、その砂白金増産のために、1943（昭和18）
年に設立され、鷹泊（雨竜鉱業所）、和寒、夕張などに鉱業所を設置した。特に鷹泊には大隊本部が
置かれ、機械を使った採取とともに、道路や鉄道の駅が整備されるなど、国家的大事業をなしたとい
う。この事業には、２千人余りの朝鮮人労働者が投入されたといい、本作もまた、朝鮮人労働者によ
る採掘現場を描かせたものという。東西の見張台に立つ監視員のもと、労働者たちが、除雪、凍結し
た表土の掘り下げ、水路や樋の造作、砂金採取に従事する。採取の用具や方法に加えて、労働者や幹
部の宿舎、小高い丘に立つ神社など、採掘現場一体の様子、そしてなにより、過酷な環境下での労働
の状況を、この絵は今日に伝える。弥永芳子さんは、北海道の砂白金採取の歴史を調査するなかでこ
の絵を手に入れ、弥永博物館で展示し、研究成果の普及に供した。資料の乏しい北海道の砂白金史の
一端を伝える点で、加えて、弥永コレクションを特徴づける砂白金を主題とした作品である点で重要
なものである。

第三小隊敢闘図：表（183944） 第三小隊敢闘図：裏（183944）
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