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日本列島最古の石刃石器群の構成とその起源

要　旨

日本列島の後期旧石器時代は、列島内部において台形様石器群が37 ka cal BPまでに成立した現象をもっ
て始まり、それにやや遅れて36ka cal BP頃までに石刃石器群が中部・関東地方に現れている。小稿では列島
最古の石刃石器群の構成とその起源を探るために、最古の年代をもつ八風山Ⅱ遺跡と同じく八風山の山中に
ありながら、それとは異なる様相をもつ長野県佐久市香坂山遺跡において2020年8月と9月に学術目的の発
掘調査を実施した。それにより列島最古の石刃石器群の従来知られていなかった以下の3点を明らかにした。
①大型石刃生産、小石刃生産及び尖頭形剥片生産の３つの技術がセットとなっていること。尖頭形剥片は定
義的な斜軸尖頭器そのものである。②大型石刃生産技術には、小口面型のみならず、立体的な石核消費を特
徴とする後期旧石器的な立体剝離型と、平面的な石核消費を特徴とする中期旧石器的な平面剥離型の２種が
新たに認められたこと。③アルタイIUP石器群の特徴とされる、大型石刃生産技術のモードAと大型石刃を
石核素材として小石刃が剥離され彫器状石核が残されるモードBの双方が認められることである。

以上の新事実に基づくならば、列島最古の石刃石器群の基本的な石器組成は、大型石刃・尖頭形剥片・小
石刃であること、そしてこの石器組成と技術組成はユーラシア大陸の初期後期旧石器時代（IUP）石器群と明
確に共通すると評価し得る。このため列島における石刃生産技術の起源はユーラシアIUP石器群に求められ
る。つまり日本列島の石刃石器群は、ユーラシアIUP石器群そのものか、あるいはその技術組成の特徴をよ
く残しその系譜をひく後期旧石器時代前期（EUP）石器群をユーラシア東部に想定し、それが36ka cal BPま
でに朝鮮半島経由を通じて列島に伝わってきた、あるいは流入してきたことにより開始したと評価される。
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1．はじめに

日本列島の後期旧石器時代の始まりについては、列
島内部において台形様石器群が37 ka cal BPまでに
成立した現象をもって説明され（佐藤1992）、その表
れが静岡県井出丸山遺跡（池谷編2011）であり（中村
2020）、熊本県石の本遺跡（池田編1999;森先他2020）
となる（長井2018）。

一方で36ka cal BPには中部・関東地方に石刃を含む
石器群が現れている。しかし、その起源については未
だ有効な見通しは得られていない。直前に成立してい
た台形様石器群が、中部・関東地方において短期間に
自生的に変容したものなのか、あるいはこれとは別に
大陸から到来したものなのか。その担い手はいかなる
集団なのか。石刃石器群の起源を解明することは、日

本旧石器研究において現在残された次なる最大の課題
への挑戦といえるであろう。小稿では、列島における
石刃石器群の起源を正面から探ることを目的とする。

２．問題の所在

2−1．八風山Ⅱ遺跡をめぐる論争
日本列島の石刃の起源については未だ定まっていな

い。列島の後期旧石器時代最初期に小型剥片石器群が
先行し、やや遅れて関東地方に石刃石器群が現れる現
象の解釈について、石刃の大陸伝播説をとるか列島自
生説をとるかは、日本旧石器研究における長年の課題
であった（芹沢1982）。その後、現生人類の渡海技術を
前提にしたMIS3における列島への現生人類の拡散を
踏まえることで（海部2005）、石刃石器群の大陸伝播説
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（加藤1988）はより一般的な理解となる。ただし具体的
にユーラシア大陸のいかなる文化内容のものが流入し
たのかまでは議論の対象とならなかった。しかしなが
らおそらくアルタイIUP（佐藤2017a）の概要が整理さ
れて（Zwyns 2012）、ユーラシア旧石器研究が日本旧
石器研究に参照され始めたことが切っ掛けとなったの
であろうか。列島における石刃石器群の起源を具体的
にユーラシアIUP石器群1）に見定めた見解が2015年3月
に2件同時に公表された（長沼2015; 田村2015）。

ともに石刃石器群として36ka cal BPと列島最古の年
代をもち、かつ石刃生産過程を示す接合資料が原石形
状にまで復元された長野県八風山Ⅱ遺跡（須藤編1999）
についての議論である。八風山Ⅱ遺跡では、大型の原
石を分厚い盤状の剥片に分割して石核素材とし、小口
面型の石核消費により、Y字稜をもつ先細り石刃を生
産する。その先細り石刃を用いて基部加工尖頭形石刃
石器を製作する。これに、武蔵野台地立川ローム層Ⅹ
b層の石器群が対比されて、それ以後は主に房総半島
を中心とした関東地方の遺跡をもとに、同Ⅹ層Ⅸ層の
石刃生産技術の変遷が辿られる（国武2004）。

2015年3月に公表された2件の研究では、この八風山
Ⅱ遺跡の石刃石器群の起源について、ともに積極的に
ユーラシアIUP石器群からの影響関係が考慮されてい
る。基部加工尖頭形石刃石器の調整加工と形態から、
西アジアのエミレー型尖頭器と対比して、ユーラシア
IUPからのより直接的な影響を考慮した見解では、「尖
頭石刃や小口面タイプの石刃核を含む」点に着目し、
ユーラシア中央部を東西に横断して分布するIUP石器群
であるエミランに関連させた（長沼2015）。40 ka cal BP
前後の年代とあわせて、石器が似すぎており「他人のそ
ら似」と決めつける根拠もないとする。ユーラシアIUP
期の石刃石器群と列島最古の石刃石器群にみられる石
刃製刺突具の共通点を大胆に指摘し一考の価値はある。
この視点はやや慎重に継承されて（仲田2019）、東アジ
アへの現生人類到来に伴う石刃石器群の系譜が、各地
の在地の石器群との関係性から明確化され、より深化し
た議論に結びついている（仲田2020）。

もう一方は、小口面剥離によるY字稜をもつ石刃生
産技術が、中期旧石器的な平面剥離型の石核消費であ
り、打面の90度転回に特徴づけられる半転型の石核消
費でもあるとして、立体的な石核消費を特徴とする後
期旧石器的な石刃生産技術とは一線を画した石核消費
と評価する（田村2015）。つまり中期旧石器的あるい
は中期から後期への移行期的であるという評価だが、
この見解では石刃石核消費の特徴に加えて、量産され
たY字稜をもつ基部加工尖頭形石刃石器がルヴァロワ
型尖頭器の外形を模倣した例として、やはりユーラシ
アIUP期の石刃石器群からの影響が示唆されている。

そのメカニズムが詳しく議論され、隣接する集団間に
よる情報の伝播が想定されている。

これらユーラシアIUP石器群からの影響関係を考慮
する見解に対して、石刃生産技術にルヴァロワ技法が
認められないとして、その影響関係を明確に否定する
見解もある（Morisaki et al. 2019）。確かにユーラシア
IUP石器群の石刃生産技術は、小口面型も含むがそれ
に限定されているわけではないので、そのような指摘
がなされる余地はあってもよい。石刃生産技術以外に
も、大型石刃＋中期旧石器的な尖頭器＋小石刃核の3
セットを典型とするユーラシアIUP石器群の基本構成

（国武編2021）との相違点を指摘することも容易い。
しかしながらこれに関連して、韓国スヤンゲ遺跡Ⅵ

地点4文化層の41.5 ka cal BPとされる大型石刃石器群
にみる朝鮮半島の石刃の起源については、IUPそのも
のか、もしくはそのバリアントからの影響が指摘され
ている（佐藤2017b）。この指摘を考慮すると、八風山
Ⅱ遺跡にルヴァロワ技法が認められないことを根拠に
して、列島の石刃石器群の起源にユーラシアIUP石器
群の影響を即否定することは、はたして妥当なのか疑
問が生じる（国武2020）。

以上にみた八風山Ⅱ遺跡の起源をめぐる見解の相違
は、小口面型石刃生産技術についての評価の違いに原
因があるのではないか。つまり、八風山Ⅱ遺跡の小口
面型石刃生産技術が仮に平面型から半転型の石核消費
技術で後期旧石器的ではないと評価し得たとしても、
それが列島の最初期の石刃生産技術として全てとする
のか否かに原因があるのではないだろうか。もしそれ
が列島最古の石刃生産技術の全てであると考えるので
あれば、ユーラシアIUP石器群とは必ずしも関係しな
い他人のそら似という評価も、一方では論理的には成
り立つのかもしれない。

そこで小稿で問題としたいのは、列島最古の石刃生
産技術は小口面型が全てであったのか、そして列島
最古の石刃石器群の起源はどのように考えるべきなの
か、この2点についてである。

八風山Ⅱ遺跡にみられる小口面型の石刃生産技術
は、標高約1,060ｍの八風山山中の幅約7mの痩せ尾根
上において、おそらくその場か近くで、土石流により
形成された基盤をなす砂礫層から地表に一部露出して
いた大型の原石を採取し、原石消費から製品製作に至
る一連の素材生産に適用された技術である。そして石
核にその技術的な特徴を残さないほど割り尽す。特定
の目的をもった原石消費過程に、同時期のすべての石
刃生産技術を反映させたとは考えにくい。この場で
は、基部加工尖頭形石刃石器をまとめて製作するため
に、先端が先細りする7㎝前後の中型石刃を量産する
ことに専従していたことは確かである。
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八風山Ⅱ遺跡にみられる小口面型石刃生産技術が重
要であることは論をまたないが、その重要性にとらわ
れすぎて、それが全てであることを前提に列島最初期
の石刃生産技術を評価すると、列島における石刃石器
群の起源について見誤るのかもしれない。

列島の石刃石器群の起源については、ユーラシア
IUP石器群をめぐる上に見た2つの異なる立場に列島
自生説（安斎1988）も加えて多様な見解が提出されて
きた通り、おそらく単一の背景では説明が難しいので
はないだろうか。たとえば中国水洞溝遺跡から韓国ス
ヤンゲ遺跡、そして関東地方立川ローム層Ⅹ層の石刃
石器群に年代傾斜を認めて大陸伝播説を容認しつつ
も、各地の中期旧石器文化との連続性から列島自生説
をより重視した見解も示されている（加藤1997）。ま
た大陸伝播説でも、水洞溝遺跡にみられる調整型の石
刃生産技術が日本列島に複数回波及していた可能性も
指摘されている（稲田2000）。

考慮すべき背景は多いが3点列挙すると、後期以前
から継続する列島の文化伝統、ユーラシアIUP石器群
の本流からの何らかの影響関係、そしてユーラシア東
部におけるEUP期の地域適応の深化にともなって遺
跡数が増加したことにより大陸からもたらされた可能
性、などが挙げられる。これらは三者択一の問題では
なく、共存し得る背景とすべきであろう。とりわけ、
上に述べたような八風山Ⅱ遺跡にみられる場の性格を
考慮すると、ここで専ら発揮された小口面型石刃生産
技術が、列島最古の石刃生産技術の全てであったとし
て、既に様々な観点からその可能性が指摘されている

ユーラシアIUP石器群からの影響関係を否定してしま
うのは、やや時期尚早といえるかもしれない。

2−2．香坂山遺跡の再評価：20年間の沈黙を越えて
実はこの論争を決着させる可能性のある遺跡が20

年前に既に報告されていた。同じく八風山の山中に所
在する香坂山遺跡（谷編2001）である（図1）。36ka cal 
BP前後の放射性炭素年代測定値から八風山Ⅱ遺跡と
ほぼ同時期の石器群として報告されている。列島にお
ける石刃生産技術の発生や石刃石器群の起源に係る議
論でこれまで取り上げられたことがなく、いわば20
年間沈黙を守ってきた遺跡といえる。この遺跡は上
信越自動車道八風山第2トンネルの立坑地上施設の建
設に伴い1996年に長野県教育委員会により発見され、
1997年に長野県埋蔵文化財センターによりはじめて
発掘調査が実施された。

長大トンネルの換気に供する直径約6ｍ深さ約248ｍ
の大型立坑を、岩盤掘削とコンクリート打設の24時間
自動化機械施工により、2年間で急速建造する工事（高
橋他2000）が計画されていた。このためこの遺跡で初
めてAT層下位から石器包含層が検出されてそれが地表
下約5.5ｍという深さであったものの、その工事の性格
上、立坑開口部を中心にした地上施設の予定地約130
㎡において面的な発掘調査が実施されたのである。

この範囲では、中型剥片を主体とした石器集中が4
か所検出された。基部が加工された石器や台形様石器
は折面などが利用された同Ⅲ類（佐藤1988）も含めて
検出されていない。そしてそこから約40ｍ離れた斜
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面下方では、幅2ｍの限定的なトレンチが2本設定さ
れて、同一とみられる石器包含層が検出された。幅3
㎝以上で長さが14㎝と11㎝の大型石刃が出土してお
り、これとは別に長さ12㎝の大型石刃が剥離されたブ
ロック状の石核も含まれていた。石刃の形態は長方形
で先端は先細りしない。これに黒曜石製の厚手剥片を
素材とした横断面取石核（国武編2021）の範疇で理解
できる平面剥離型の小石刃核が組成する。限定的なト
レンチ出土資料で片鱗が窺われるのみであったが、こ
の遺跡の石刃生産技術と目的とする石刃の大きさや形
態そして石器組成は、最古の石刃石器群の典型とされ
てきた八風山Ⅱ遺跡と異なることは確実であると思わ
れた。香坂山遺跡には、列島における石刃石器群の起
源を示す未知の情報が埋もれていると直感し、2点の
大型石刃が出土したトレンチの周辺において2020年8
月と9月に学術目的の発掘調査を実施したのである。

3．香坂山遺跡の学術調査

3−1．八風山遺跡群と香坂山遺跡の立地
上信国境にそびえる標高1,315ｍの八風山は、ガラ

ス（無斑晶）質黒色安山岩（以下黒色安山岩）の原産地
である（図2）。西南麓を走る妙義荒船林道で観察でき
る露頭では確認できないが、林道下の崖錐堆積中に転
石の大規模な包蔵が想定できる。その状況は、西南麓
に刻まれた香坂川の支谷にある幾筋もの沢に洗い出さ
れた大型角礫が証明する。

八風山主稜線の群馬県下仁田町側は急峻な斜面が続
くが、長野県佐久市側は急峻な斜面下に緩斜面が広が
る。黒色安山岩原石が豊富に散布する沢に刻まれた標

高1,000～1,100ｍの緩斜面で確認された遺跡群を八風
山遺跡群と呼んだ（須藤編1999；須藤2006）。大型石
槍製作跡が確認された八風山Ⅵ遺跡と石刃石器群の八
風山Ⅱ遺跡の特徴的な立地条件を記述しよう。八風山
Ⅵ遺跡は、原石を豊富に含む沢脇の低地部に形成され
た石槍製作跡であり、原石獲得を要因とした製作遺跡
特有の立地である。八風山Ⅱ遺跡は、現地形では痩せ
尾根状の丘陵地であるが、旧地形では丘陵鞍部平坦面
に立地していた。当時の地表面下は黒色安山岩原石を
含む崖錐堆積層であり、その平坦面は、原石獲得が容
易な製作遺跡としての要件とブロック群を形成し得る
生業地遺跡として要件を満たしている。

八風山遺跡群東方の標高1,100～1,150ｍ付近の山域
には東西方向に延びる緩傾斜地が広がる。その尾根鞍
部を縫うように妙義荒船林道が建設されていた。そう
した広大な尾根鞍部平坦面に形成されていたのが香坂
山遺跡である。香坂山遺跡周辺の緩斜面を刻む沢では
黒色安山岩原石は確認されず、原産地製作遺跡の要件
は満たされていない。その一方で、大規模なブロック
群が形成できる生業遺跡の良好な要件を有していた。
約1km南東の矢川峠直下には、遺跡と同じ標高1,140m
付近の主稜線の鞍部に広い湿地帯が展開する。香坂山
遺跡形成時は高層湿原的環境の存在が想定され、良好
な狩場であった可能性が高い。

3−2．香坂山遺跡の発掘調査
3−2−1．発掘調査地の概要

このように香坂山遺跡は、八風山の主稜線から東西
方向に延びる尾根上に立地する。その尾根は、比高60
ｍの南北の谷底から緩やかに立ち上がって周囲から屹
立しており、そのトップには幅約40ｍの広い平坦面
が長さ約100m程度広がっている。標高は八風山Ⅱ遺
跡よりも約80ｍ高い約1,140ｍである。遺跡の中心と
みられる尾根の平坦面を狙って7か所の調査区を設定
し、合計約134㎡を3次に分けて2020年8月3日から9月
18日に発掘した（図3）。

八風山

香

坂 川

1315ｍ

矢川峠

50m０ 1㎞

1

2
3

4

5

9 

6

78

N

図2　八風山における旧石器時代遺跡の分布
１:香坂山遺跡,２:八風山Ⅰ遺跡,3:八風山Ⅱ遺跡,4:八風山Ⅲ遺
跡,5:八風山Ⅳ遺跡,6:八風山Ⅴ遺跡,7:八風山Ⅵ遺跡,8:八風山
Ⅶ遺跡,9:下茂内遺跡 図3　香坂山遺跡2020年学術調査の調査区位置図（黒塗の範囲）
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3−2−2．発掘調査の目的
日本列島における石刃生産技術の発生過程が、中央

アジアから東アジアに至るユーラシアの同時期の石器
群の発展と、どのような関係にあるのかを解明するこ
とを最終的な目標とし、この発掘調査で次の2点を究
明することを目的とした。まず1点目は、列島最古の
石刃石器群に係る新資料を入手し、その石器組成と技
術組成を解明すること。そして2点目は、炭化物を十
分な点数を採取して放射性炭素年代測定分析を実施
し、列島における石刃生産技術の発生年代を精確に解
明することである。

3−2−3．発掘調査の方法
発掘調査は、下に述べるATを含むローム層（基本層

序14層）まで重機で掘削し、それ以下のローム層（15
層）から18層の上半部まで人力で掘削した。掘削道具
は竹べらを用い、土のう約500袋となった掘削廃土は、
サンプリングエラーと微細遺物の回収のためすべて持
ち帰って2㎜メッシュで水洗している。

発掘調査区は、第1次調査で1か所（Ｅ区）、第2次
調査で2か所（KS区、Ａ区）、第3次調査で4か所（KN
北区、KN南区、C区、D区）の合計7か所を設定した。
このうち石器が100点以上出土したのはE区（1次）、
KS区（2次）、C区（3次）、D区（3次）の4か所となり、
尾根の東西方向の中軸から南側が遺跡の中心となるこ
とが分かった（図3）。

3−2−4．出土状況
第１次調査のE区は、南北6m、東西12.5mで約25

㎡のL字形である。1997年長野県調査のBL6トレン
チの南端が調査区の北壁にかかる位置に設定した。
調査区中央で黒曜石製の幅が0.５㎝程度の小石刃と
幅2㎝程度の中型石刃が出土した。小石刃は砕片類
とともに出土したためこの場で剥離されたものとみ
られる。しかし小石刃核はE区では出土しなかった。
石刃は持ち込まれたものと考えられる。石器は、北
にむかって張り出す長さ約1.2mの弧状に配置され
た5点の台石からなる列石遺構の内側（南側）にとく
に多く集中していた。炭化物も同様にこの範囲に多
かった。

第２次調査のKS区は、南北3.2m、東西7.4mで約21
㎡の略台形である。調査区の中央から東にむかって特
に濃密な分布がみられた（図４）。調査区中央付近の
西に開く弧状の遺物の集中部から、小石刃と幅3㎝以
上の大型石刃が出土し、空閑地を挟んでその北と東に
みられる石器集中部からは、後述する尖頭形剥片が
出土した。石核から小石刃、尖頭形剥片が生産されて
いた。大型石刃は持ち込まれたものとみられる。石

図4　�香坂山遺跡2020年学術調査KS区の出土遺物の平面及び
垂直分布
白色のドットは年代測定試料、丸番号は層位名で本文および
図5に対応
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器が多く出土した調査区南東角付近で3㎜程度の炭化
物が多く出土した。放射性炭素年代分析を実施した
ところIntCal20による誤差２σの較正年代で36,848-
36,167 cal BP（TKA-23179： 32,141±143 14C BP） 2）

と36,799-36,077 cal BP（IAAA200778：32,040±160 
14C BP）の年代値が得られた。

第３次調査のC区とD区では、ともに約３m四方で
約９㎡ずつである。ともに調査区全体から石器が出土
しているが、とくに尾根先端方向の西壁際にともに分
布が濃密であった。出土石器はC区では幅3㎝以上で
長さが12㎝前後の大型石刃がまとまり、D区では尖頭
形剥片がまとまって出土した。ともに石核も出土して
おり、剥片砕片も伴うことから、それぞれ石核から製
作された場であった可能性がある。これに加えて、C
区では小石刃と小石刃核も出土し、小石刃も製作され
た痕跡が認められる。Ｃ区の南東角付近で5㎜程度の
炭化材が比較的多く出土した。

3−2−5．堆積層序
基本層序はE区の北壁で、上層から順に以下のよう

に堆積していた（図5）。黒色土（1層）の下層に浅間
板鼻黄色軽石（As-YP）とみられる黄色軽石を含む明
橙色の軟質ローム層（2層）、浅間大窪沢軽石群（As-
Ok Group）とみられる黄白色軽石を含む橙褐色の硬
質ローム層（3～5層）、古土壌層とみられる硬質な暗
色帯（6層）、浅間板鼻褐色軽石群（As -BP Group）と
みられる褐色及び赤色軽石を多含する明黄色の硬質な
ローム層（7～9層）、古土壌層とみられる硬質な暗色
帯（10層）、再び浅間板鼻褐色軽石群とみられる赤色
の大粒の軽石を多含する暗褐色の硬質ローム層（11～
12層）、礫を多含する暗褐色の斜面崩落土層（13層）、
姶良Tn火山灰（AT）の純層を10～15㎝の厚さで包含
する明黄白色の軟質ローム層（14層）、パミスの包含
量が少ない橙褐色の軟質ローム層（15層）、白色パミ
スを含む古土壌層とみられる軟質な暗色帯（16層）、
上層よりも白色パミスが少ない軟質な暗色帯（17層）、
橙褐色のパミスを多含する明橙色の硬質ローム層（18
層）、上部に白色パミスを多含する古土壌層とみられ
る硬質な暗色帯（19層）、上部に橙褐色パミスを多含
する古土壌層とみられる硬質な暗色帯（20層）であ
る。その下層は斜面崩落土とみられ火山岩の亜角礫を
多く含み、地表下約3.6mで掘削を停止した。石器包
含層は17層の中位から下位にかけてであり、地表下
約2.6m付近で検出した（図5）。

まとめると浅間山に由来する軽石を包含する地層が
地表から約1.8～2m続き、その下位に0.3～0.5mの斜
面崩落土が堆積し、その下層にこれにパックされたと
みられるATの純層を含むローム層が0.2m堆積する。

そして、その下層に堆積した0.4～0.5ｍの暗色帯の中
位から下位にかけて石器が包含していた。この暗色帯
の下位に堆積したハードローム層からは石器は出土し
なかった。

1997年長野県調査では、当時の基本層序Ⅻ層が石
器包含層とされているが、本学術調査ではこのⅫ層
が16層と17層に対応するとみられる。層厚は1997年
長野県調査のⅫ層が約40㎝、2020年学術調査では16
層と17層合わせてE区で約50㎝、KS区で約40㎝とな
り概ね一致する。出土レベルのピークを比較すると、
1997年長野県調査では標高1,137.25m（BL6トレンチ
東端付近）～1,136.75ｍ（BL5トレンチ中央付近）で
あり、2020年学術調査ではこれに近接した箇所でみ
ると、1,137.25m（KS区東端付近;図4）～1,136.90m

（E区北壁付近;図5）となることからほぼ同じといえ
る。このため、2020年学術調査で検出した石器包含

図5　香坂山遺跡2020年学術調査の標準土層
E区北壁：丸番号は層位名で本文および図4に対応、14層
以外のトーンは暗色帯、小さな円や楕円はスコリア
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層は1997年長野県調査の斜面下方のBL5とBL6トレ
ンチで出された石器包含層と同一と判断される。

ただしE区及びKS区とＣ区及びＤ区の間で土層堆
積が異なっていた。後者では、基本層序にみた13層
の斜面崩落土層がなく、その下層のAT包含層では
ATの純層が確認できなかった。またAT包含層（14
層）の下位では軟質ローム層（15層）を挟まず、直下
に暗色帯（16層・17層）が堆積していた。遺跡が立
地する幅広い尾根のなかで、AT降灰直後に斜面崩落
が起きて、それに覆われた範囲ではその下層のAT層
が完全にパックされたものと考えられ、その範囲は
現在の妙義荒船林道よりも東側であったとみられる。
斜面崩落土層が及ばなかったそれよりも西側では、
ATが拡散し純層で保存されなかったとみられる。こ
のように、C区とD区では石器包含層よりも上層の土
層堆積が薄いが、石器が包含される暗色帯（16層・
17層）の層厚はともに約50㎝であり、前二者と変わ
らなかった。また石器出土層準は17層の中位から下
位にかけてピークが認められ、E区やKS区と同様で
あった。

幅広い尾根上に立地した遺跡であるが、1997年

長野県調査によれば、今回調査地から約40ｍ斜面
上方の施設建設地では、地表下5.5ｍ（標高1,141.4
～1,139.5ｍ付近）で石器包含層を検出している。
2020年学術調査では、地表下2.6ｍ（標高1,137.25～
1,136.75ｍ）なので、石器包含層の標高は40ｍの距離
で標高差3ｍ程度の傾斜がみられる。現地表では標高
差が6mであるため、遺跡形成時は現在よりも斜面の
傾斜が緩やかであった。

各調査区で大型の石器が出土するレベルはほぼ一面
で揃っており（図6）、その上下に小型の石器が拡散し
ていた。Ｅ区とKS区でみると垂直分布の幅は20㎝程
度であった（図4）。層序堆積とともに石器遺存状況は
良好であったといえる。

3−3．出土石器の特徴
3−3−1．概要

出土遺物は現在までの集計では石器981点（このう
ち点上げは475点、水洗選別資料が現段階で506点）、
礫54点である。炭化物は出土位置を記録して412点取
り上げ、未集計であるが掘削廃土の水洗選別ではそれ
以上の点数を回収している。石器石材は、黒色安山岩
が最多で点数比で70％（点上げの475点を母数とする。
以下同じ）を占め、次に黒曜石が14％、軟質な安山岩
が11％となる（表1）。これに凝灰岩、ジャスパー、緑
色岩、ホルンフェルス、片岩が続く。黒色安山岩は八
風山山中で採取されたものと考えられ、遺跡が立地
する尾根の直下の沢では採取できないが、直近では直
線距離で約600m西方向の同じく香坂川の支谷で採取
できる。黒曜石は直線距離で約40km南西の蓼科冷山
産が85％を占める（池谷他2021）。凝灰岩は直近では、
直線距離で約3km南の志賀川上流域に分布する新第三
紀層の駒込層に産出する。ジャスパーの多くは黄玉石
で、八風山の主稜線を超えた鏑川流域に分布する新第
三紀層の本宿層でも採取できるが、より直近の駒込層図6　香坂山遺跡2020年学術調査のKS区遺物出土状況

大型
石刃

石刃
(小石刃)

尖頭形剥
片 削器 抉入石器 石錐 微細剥離

痕剥片
二次加工
石刃 剥片 砕片 石核 刃部磨製

石斧 礫器 叩石 台石 計

黒色安山岩 14 56(12) 20 3 1 1 1 2 215 7 15 　 　 　 　 335

黒曜石 1 10(5) 　 　 　 　 2 　 47 6 2 　 　 　 　 68

安山岩 　 　 　 　 1 　 1 　 33 1 1 　 5 2 8 52

凝灰岩 1 4(1) 　 1 　 　 　 　 1 　 1 　 　 　 　 8

ジャスパー 　 1 1 　 　 　 　 　 1 　 2 　 　 　 　 5

緑色岩 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 1 1 　 　 4

ホルンフェルス 　 　 1 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 2

片岩 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 1

総計 16 71(18) 22 4 2 1 4 2 301 14 21 1 6 2 8 475

表１　香坂山遺跡2020年学術調査出土石器の石材別器種組成
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の分布範囲の可能性もあるだろう。緑色岩は遺跡から
直線距離で約30km南東の秩父山地の神流川上流で採
取される。このように石器石材は遺跡近傍に産地が求
められる。

石材消費の特徴は、黒色安山岩の角礫や亜角礫の初
期段階の消費とみられる外皮のついた剥片もみられ
るため原石消費も行われているが、個体数はそれほど
多くなさそうである。それ以外では石核からの限定的
な剥離が認められる程度である。とくに黒曜石は点数
比でこそ2番目であるが砕片が大半を占める。黒色安
山岩の原産地に近接する遺跡であるため原石の一次消
費は行われているが、石器製作はそれほど活発ではな
く、以下に図示するような主要石器は持ち込まれたも
のが多くを占めるとみられる。

3−3−2．大型石刃生産
3−3−2−1．大型石刃（図9:1〜9）

本調査では大型石刃や小石刃を含む石刃が87点（全
点数比18.3％）出土しており、剥片に次いで石刃が主
要なブランクとなっている（表1）。

石刃の幅の頻度分布をみると、石刃全体でひとつ
の正規分布を示さずに幅2㎝と幅4㎝で２つのピーク
を示す（図7）。これは少なくとも２つ以上の異なる石
刃生産システムが重複していると考えられる。そこで
幅3㎝以上で完形の場合の長さが10㎝以上の石刃を大
型石刃とする（図8）。16点認められ、大型石刃は確か
にこの遺跡でひとつの特徴的な組成をなす。幅5㎝以
上のカテゴリーに格別な大型品が1点ずつみられるの
は、大型石刃に搬入品が多いためであろう3）。

その平面形態は、長方形あるいは短冊形で先端部は
平ら（1,4,5,6）もしくは斜め（2,8）になるものが多い。先
端部が先細りする大型石刃は2点出土したが（7）、とも
に石核消費の初期段階で石核稜線を取り込んだもので
あり、断面形態が他よりも分厚くなる。打面は単剥離面

（2,3,5,6,7,9）もしくは礫面（1,4,8）である。石核の側面を
取り込んでいるものもみられる（1,6,7）。二次加工や調整
加工が施されているものは認められない。背面構成は主
要剥離面と同一方向の先行剥離面をもつものが多い。

3−3−2−2．大型石刃核（図11:18）
大型石刃がまとまって出土したC区において、大型石

刃の剥離面をもつ石刃核が出土した（18）。直方体の原
石を素材として上下に打面が設定される。大型石刃は上
設打面から長さ12㎝、幅3.6㎝を最大として3枚の剥離面
が認められる。いずれも末端が非対称形に斜めになる形
状であり、大型石刃にも同様の例がみられた（図9:2,8）。

上設打面には一部礫面が残されており、礫面打面か
ら大型石刃が剥離されているが、その礫面を一部切る
形で打面が更新されて、作業面との為す角度が60度と
非常に小さく鋭角になっている。同様に下設打面も鋭角
に作出されている。ただし下設打面からは、大型石刃
が剥離されたわけではなく、石核の下縁と左側面の調
整が施されており、これにより石核正面において上設打
面から剥離される大型石刃の形状が整えられている。

このように本資料は、上下に設定された打面と石
刃剥離面のなす角度が小さく鋭角になる点と、石刃
剥離面が正面に限定されている点が特徴として挙げ
られる。

3−3−3．小石刃生産
3−3−3−1．小石刃（図12:21〜28）

幅1㎝前後の小型の石刃を小石刃とする。小石刃は
18点取り上げているが、土壌水洗資料に折損もしく

0

2

4

6

8

10

12

01
～
05

05
～
10

10
～
15

15
～
20

20
～
25

25
～
30

30
～
35

35
～
40

40
～
45

45
～
50

50
～
55

55
～
60

60
～
65

65
～
70

70
～
75

75
～
80   幅

（㎜）

  点数

図7　石刃の幅と点数

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 10 20 30 40 50 60 70 80

長さ
（㎜）

  幅
（㎜）

大型石刃

小石刃

図8　石刃の長さと幅

日本列島最古の石刃石器群の構成とその起源

132   



旧石器研究　第17 号（2021 年5 月）

は切断された小石刃片が複数含まれており、未集計
だが実数はそれよりも多かったとみられる。完形の
ものは少なく、中位部が最も多く、次いで打面付近
の近位端がみられ、末端部の遠位端は少ない。背面に
一稜をもち断面形態が三角形となるものが特徴的だが

（21,23,25）、二稜をもち断面形態が平らなものもみら
れる（22,24）。

3−3−3−2．小石刃核 （図12:20）
大型石刃がまとまって出土したC区から、小石刃と

ともに小石刃核（20）が出土した。大型石刃生産が行
われた場で、小石刃生産も行われていたことが理解で
きる。小石刃核は末端が肥厚した湾曲の少ない大型
石刃を素材としている。素材となる大型石刃は礫面を
打面として剥離されており、またその末端は、礫面に
覆われた石核底面を取り込んでいる。小石刃核として
は、素材石刃の底面を打面として、石刃の縁辺に沿っ
て小石刃が剥離されている。本資料の剥離面から少な
くとも5本の小石刃が右側面から左側面に向かって順
に剥離されている。本資料から剥離された小石刃の
うち右側面にみえる剥離面が最大のもので幅1.8㎝長
さ9㎝となり、他は幅1㎝前後が多く、長さは3～6㎝
である。

３−３−４．尖頭形剥片生産
３−３−4−１．尖頭形剥片（図10:10〜17）

長さが5㎝以上で、湾曲した刃縁がゆるやかに突出
部を形成する尖頭形態の剥片が特徴的にみられる。二
次加工によって尖頭部が作出されているわけではな
く、剥片の本来の形状が尖頭形態をなす。かつて芹
沢長介は栃木県星野遺跡第1次調査の資料をもとに斜
軸尖頭器について「台形剥片を素材につくられた特徴
的な尖頭器であり、その尖頭器は打面を側辺下部にお
き、尖頭部からおろした垂線と打面線との為す角度が
約四十五度になる」と定義した（芹沢1966）。本発掘
調査では、この芹沢の斜軸尖頭器の定義に適う資料が
22点（接合して21点）とまとまって出土した。安斎正
人は未加工のルヴァロワ型三角形剥片をルヴァロワ型
尖頭器と呼称することにならって、素材剥片のまま未
加工で使われた斜軸尖頭形剥片を斜軸尖頭器と定義し
ている（安斎1988）。以上の定義に基づけば本発掘調
査で出土したこれらの石器は斜軸尖頭器とすべきであ
るが、初頭とはいえ後期旧石器時代遺跡から斜軸尖頭
器と定義すべき中型剥片石器がまとまって出土した事
例がこれまで他にないことから、小稿では尖頭形剥片
と仮称しておく。ただし尖頭形態が重視されてきたこ
れまでの研究史を踏まえて、芹沢の定義に従い尖頭部
と基部を結ぶ垂線を軸にして打面を側辺下部において

提示する。
剥離軸と尖頭形態の垂線が斜めに交わる定義的な斜

軸剥片を素材とする例が多い（10,12,13,16,17）。これ
に対して剥離軸と垂線が、完全に一致はしないもの
のやや近い向きの例も認められる（11,14,15）。ただし
後者の例でも背面には、主要剥離面の打点とはややず
れた先行剥離面が観察されることから（11,14）、前者
と同様に求心剥離石核から剥離されたことが推定され
る。すでに述べたように二次加工によって尖頭形態に
整形された例は認められないが、刃縁に使用に起因し
た刃こぼれにしてはやや明瞭で連続した剥離面が認め
られる例もあり（10,13）、調整加工とみられる。10の
左側縁の表面には明瞭な調整加工が認められ、13の右
側縁中央には抉状の調整加工が施されている。長さは
5㎝から13㎝と様々であるが７～8㎝前後が最も多い。

3−3−4−2．求心剥離石核（図11:19）
尖頭形剥片がまとまって出土したKS区の南東から求

心剥離石核が出土した（19）。平たい原石を素材として
おり、裏面を打面として固定し正面を作業面とし、や
や分厚くて幅広い打面をもつ剥片が剥離されている。
裏面全周の縁辺が打面となっており、作業面側からの
細かい調整が入る箇所と、平坦剥離面の箇所がみられ
る。その打面から表面において、石核中心にのびる先
行剥離面の稜線に沿って剥離が行われて剥離軸がやや
斜めとなり、尖端部が尖る剥片が生産されている。石
核の表面に残されている剥離面では、右上から順に時
計回りに剥離が行われており、最終的に上部から階段
状剥離が3度連続した後に廃棄されている。図10に示
した尖頭形剥片はこのような求心剥離石核から生産さ
れたことを示しており、この石核に接合する例（16）が
あることもそれを傍証する。

3−3−5．礫石器（図13:29〜31）
礫素材の石器は、擦痕や敲打痕を伴う台石が8点

（接合して7点）、敲石2点、様々な礫器5点、刃部磨製
石斧1点が出土している。刃部磨製石斧（29）は秩父
帯に由来する緑色岩の細いバチ形の棒状亜角礫を素材
とする。側方からの大きな剥離面が最も初期段階の剥
離面である。裏面の右側縁の中ほどには礫面が残る。
右側縁の裏面縁辺には挟み割りによる同時割れとみら
れる細かい剥離面が連続するため、成形技法としての
両極敲打技法（鈴木2014）と理解される。明瞭な調整
痕跡は、刃先と基部に認められる。刃先の調整は最も
入念で、3㎝ほど器体奥まで伸びる剥離により厚みを
大きく減じており、その後に刃先に細かい調整を施し
てきれいな円形に仕上げている。礫面を大きく残す表
面には、刃先のみに調整加工が施され、その剥離面の
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図12　�香坂山遺跡2020年学術調査出土の小石刃核と小石刃
矢印は剥離方向、Cは礫面
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稜線が磨滅もしくは研磨されて潰れている。全体とし
て礫面に強い光沢をもつが、これが研磨によるものか
使用によるものかは不明である。原礫の形状をうまく
生かして、最小限の調整加工で仕上げた石斧である。
破損個所は見当たらない完形品である。

台石と粗い刃部が作出された礫器の多くは、直近で
は遺跡が立地する尾根直下の沢で採取される軟質細
粒な安山岩の亜角礫を素材としており、図示した礫器

（30）も同様である。長さ約23㎝で約7㎝四方の四角柱
の大型亜角礫を素材として、端部に長軸方向に、自然
稜に沿って剥離が施されている。左側面は裏面からの
大きな2枚の剥離により、礫面が除去されている。下
端部は裏面からの剥離により、ほぼ全面にわたって礫
面が除去され、かつ同じ縁辺から裏面方向にも不規則
ながら平坦な剥離がみられる。下端部の縁辺を機能部
とする重量型の礫器と評価されるが、石斧の未製品の
可能性も排除できない。

31は黒色安山岩の節理に沿った分割礫を素材とし
た握斧状の礫器である。表面の右半の広い剥離面と裏
面の右半の広い剥離面は、ともに本石器よりも大きな

剥片が剥離されたネガ面である。そして、裏面の広い
剥離面を打面として、左側縁において表面側に3枚の
粗い剥離を施している。また反対に、表面の広い剥離
面を打面として右側縁の裏面側にやはり3枚の粗い剥
離を施している。これら表裏面に3枚ずつ錯交して施
された粗い剥離により、左右対称形の洋梨形に整形さ
れている。基部は礫面とともに素材の厚みを残す。先
端部は左右の剥離が及ばず斜めに素材の刃縁が残され
ている。そして、左側縁の表面中央部と右側縁の裏面
中央部、及び先端の斜刃部に微細剥離が認められ、使
用に起因した刃こぼれと推定される。石核の可能性も
考えられるが、それらから剥離された剥片の形状と大
きさが不ぞろいであること、特に左側縁表面側の3枚
の剥離面はすべて階段状剥離になっていることから目
的剥片が剥離された石核とは考えづらい。左右両側縁
に同じ手法により剥離が施された結果ほぼ左右対称の
形態をなす点と、凹んだ側縁に使用に起因すると考え
られる剥離面が観察されることから、石核もしくは石
核廃棄後の礫器転用というよりもむしろ、当初から握
斧として整形された礫器と評価し得る。

137      



4．香坂山遺跡の出土資料の評価
4−1．石刃生産技術の特徴

香坂山遺跡から出土した大型石刃の生産技術につい
て検討したい。石器石材は14点が黒色安山岩で、1点
が凝灰岩、1点が蓼科冷山産黒曜石である。黒色安山
岩については遺跡内で生産された可能性があるが、長

さ13㎝以上の完形品の多くは搬入品とみられる。先
端部が先細りする形態のものが2点認められるととも
に（図9:7）、石核の側面を取り込んだ例（図9:1,6）も
あるため、小口面型の石刃生産技術も存在するのは確
かであろう。

一方で平面形態は先細りせず長方形のものが多いこ
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図13　香坂山遺跡2020年学術調査出土の礫石器　矢印は剥離方向、Cは礫面
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とから、多くの石刃は石刃核（18）にみられるような
平面的な作業面から剥離されたと考えられる。石刃核

（18）は、石刃剥離面が石核正面に限定され、急角度
の打面から、横断面で見たときの石核作業面の膨らみ
を利用して、それを減じる形で石刃剥離がなされる平
面剥離型もしくは平面後退型の石刃核である。亜プリ
ズム型の大型石刃核（図16中段）は、1997年長野県調
査により検出されているが、それとは異なる技術と評
価すべきである。

そこで大型石刃の剥離技術の特徴をみるために、
2020年学術調査で出土した16点の大型石刃と1997年
長野県調査で出土した2点を加えた計18点を対象とし
て、前面角（打面と背面のなす角）と打角（打面と主
要剥離面のなす角）の関係を検討する（図14）。打面
が礫面のものが8点、平坦剥離面のものが10点とほぼ
等分されたので、横軸を前面角、縦軸を打角として打
面の違いに基づき検討する。

全体として、前面角が大きいほど打角は小さく、前
面角が小さくなるほど打角が大きくなる負の相関関係
にある。その中で、大型石刃は打面によって分布が分
かれる。つまり礫面打面の大型石刃は前面角が80～
90度と大きく、平坦打面の大型石刃の前面角は54～
82度と礫面打面よりも小さい範囲に分布し明瞭に分
布を違えている。平坦打面のものはとくに80度前後
と60～74度の２つのグループに分かれているように
も見える。そして平坦打面の大型石刃の方が礫面打面
のものよりも打角が大きくなる傾向にある。

ところで出土した石刃核（図11:18）は上設打面にお
いて、礫面が一部残されており、礫面から剥離され
た大型石刃の剥離面と平坦面から剥離された剥離面
の両者が観察された。このため、石刃核（18）の打面
と作業面のなす角度（石刃では前面角に相当）を計測
し、それぞれの大型石刃の前面角と比較した。石刃核

（18）の礫面打面（上設打面）が88度であり、礫面打面
をもつ大型石刃が81～94度の間に分布する傾向と対
応している。これに対して石刃核（18）の平坦打面で
は60度（上設打面）と64度（下設打面）となり、これ
は平坦打面をもつ大型石刃の前面角のうち小さいグ
ループが54～74度に分布するためこれと概ね一致す
る（図14）。

以上から考えられるのは、香坂山遺跡の大型石刃
は、礫面打面から80度以上の前面角で剥離されるグ
ループと、平坦打面から60～70度の前面角で剥離さ
れるグループの2つが認められることである。そして
両者は石刃核（18）の上設打面でともにみられること
から、打面形成を行ないながら剥離作業を進めていっ
た結果を示し、同じ石核の消費過程の違い（前半と後
半など）であったと考えられる。

これに尖頭形剥片のうち計測可能な12点について、
前面角と打角の分布と重ねてみた（礫面打面は1点の
みで他は平坦打面なので両者を区別していない）。尖
頭形剥片は前面角が60～82度に分布する。とくに60
～74度に12点中10点が集中しており、これは平坦打
面の大型石刃の前面角が小さいグループと同一の範囲
である。尖頭形剥片は技術的に求心状石核（図11:19）
から生産されたと考えられるため、その前面角を複数
個所で計測すると62～72度となり、これと尖頭形剥
片の前面角はほぼ完全に一致する。このため、求心剥
離石核（19）、尖頭形剥片の前面角、及び平坦打面の
大型石刃の前面角のうち小さいグループはほぼ完全に
一致することになる（図14）。

つまり、礫面を打面として80度以上の前面角をも
つ大型石刃生産技術がある一方で、石刃核（18）にみ
られるような、平面剥離型の石刃生産技術は、求心剥
離石核（19）と類似した前面角から石刃が剥離された
ということである。生産されるのが大型石刃と尖頭形
剥片という対極をなす全く異なるカテゴリーの石器で
あるにもかかわらず、後期的な石核の立体消費による
ブランク生産ではなく、石核の平面消費を主体とする
中期的な技術という点で、石核消費技術は同一基盤に
あるとすべきである。

4−2．八風山Ⅱ遺跡との相違点と関係性
香坂山遺跡で新たに確認された石刃生産技術とし

て、幅広大型石刃をターゲットとした生産技術があ
る。現資料で推測可能な剥離工程を提示しておこう。
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石核素材として用意されたのは、八風山産黒色安山
岩の特質を活用した大型方形礫・大型分割方形礫と考
えられる。方形石核の作業面特性としては、原礫の長
狭な小口面側と幅広な表裏面側がある。流理構造に直
交する小口面側では、角の稜線に沿った長狭石刃の剥
離が可能となるが、幅広石刃剥離を試みた場合は、表
裏面を側面に取り込み両側縁の鋭利な刃部は形成され
ない。流理構造に平行する表裏面側では、幅広剥片剥
離となり香坂山遺跡では最大で幅10㎝の縦長剥片が
確認されている。ただし、そのままでは長さが幅の2
倍以上で定義される石刃を剥離することは難しい。平
坦幅広面に剥離誘導軸である稜の高まりと湾曲面（田
村2015による外彎性）を形成する必要が生じる。

大型石刃には、長狭石刃（長幅比3以上）も含まれ
ていた。図9：1の長狭な長方形石刃は、礫面打面（前
面角103度）で石核側面が取り込まれている。小口面
での角を利用した長狭石刃の剥離過程を示唆する資料
と考えられる。同時に平坦幅広面に稜線を形成し、平
坦幅広面での幅広石刃剥離を可能としたものと考えら
れる。しかしそのままでは石刃の連続剥離は限定され
る。そこで幅広作業面を外彎化するために表面からの
傾斜打面作出と裏面からの下縁調整を行ったと考えら
れる。図11：18の大型石刃核の礫面打面、傾斜平坦
打面、下縁調整にその剥離工程が示される。図9：2の
傾斜平坦打面（前面角121度）で剥離誘導稜線に沿っ
て石核湾曲面から剥離された斜刃の端部を呈する石刃
は、長さ11.6㎝、幅4.3㎝の大型幅広石刃である。

以上に、香坂山遺跡の幅広作業面を後退させる大型
幅広石刃生産技術の概略を記述した。次に、同一の石
材環境で形成された八風山Ⅱ遺跡との相違点と関係性
を提示する。

八風山Ⅱ遺跡の石刃技術の詳細は、先行論文（田村
2015;須藤2017;同2019）から要点を集約すれば、長狭

（小口）作業面後退型の石刃生産技術であり、ターゲッ
トは長狭先細り石刃である。長狭作業面の角と中央に
形成された稜線で端部を抜いた尖頭形と長幅比3以上の
長狭性を特質とする。両側縁が鋭利な長さ10㎝以上の
大型石刃が10点程確認されているが、長さ13㎝、幅3㎝
の長狭石刃（須藤編 1999:第19図3）を最大とし、幅3㎝
以上の幅広石刃は存在しない。長さ4.8～11.5㎝の先細
り石刃が基部加工尖頭器に用いられており、先細り石
刃を目的とした石刃生産であったことは明確である。こ
の点は二次加工石器の素材とならない香坂山遺跡の大
型幅広石刃との大きな相違点となる。打面は、礫面もし
くは平坦面を基本とし打角は110度前後である。意図的
な打面の作出や再生は行われていない。香坂山遺跡の
石刃核では打角が60度近い傾斜打面が作出されており、
下縁調整と共に重視すれば、平面剥離型による石刃剥

離技術による総体的な石核調整技術として評価される。
香坂山遺跡では他に、1997年長野県調査BL6出土の大
型石核において、裏面に及んだ作業面が確認される。
これは入念な前面角補正で立体的剥離を展開したプリ
ズム型石核とは考えらえないが、その調整技術要素を
有した亜プリズム型と評価できよう。そうした調整技術
のあり方は、石核調整技術をほとんど必要としない八風
山Ⅱ遺跡との大きな相違点である。

八風山Ⅱ遺跡では、和田土屋橋西産黒曜石による石
刃2点が確認されていた。打面に細部調整が施された
石刃（須藤編1999: 第18図1・36）である。報告書（須
藤編1999）では、黒色安山岩石器群との共伴性に否定
的な見解を記述した。現在では評価されている年代も
報告書製作当時では疑問視されており、最古級の石刃
技術に新期性のある調整技術が存在する事実には躊躇
せざるを得なかった。香坂山遺跡では、Ｅ区とKS区
で蓼科冷山産黒曜石による石刃が確認された。現代
的分析視点で比較検討してみよう。香坂山遺跡の打面
は、平坦な単剥離面である。頭部調整はあるが、打面
への細部調整は施されていない。打面には打撃点の円
形のクラック（高倉2019）が明確に観察される。1997
年長野県調査BL6で出土した蓼科冷山産黒曜石の石刃

（須藤編1999: 第20図20）も同様である。八風山Ⅱ遺
跡の打面は、細部調整が施されている点で相違する。
その一方で円形のクラックが明確に観察できる点は香
坂山遺跡と共通する。新期（Ⅸ層段階）の石刃技術で
ある押沼型石刃技術（須藤2017）における細部調整打
面に円形のクラックが観察されることは稀である。こ
の点を重視すれば、八風山Ⅱ遺跡の黒曜石製石刃は、
黒色安山岩石刃石器群と共伴を認めても矛盾はない。
その場合、香坂山遺跡と八風山Ⅱ遺跡での打面調整の
有無が時期差を表す可能性が考えられる。他の相違点
は、香坂山遺跡が八風山産黒色安山岩と同等に流理構
造が発達した蓼科冷山産を利用しているのに対し、八
風山Ⅱ遺跡では角礫形状の特性はあるが流理構造は発
達していない和田土屋橋西産を利用していることであ
る。現状で確かに指摘できる理由は利用石材特性の技
術適応差であり、調整技術の有無は単純に革新性を示
すわけではないということであろう。

八風山Ⅱ遺跡石刃石器群の検出層準は、報告書で
Ⅹ層とした軟質の暗色帯である。この地層は香坂山
遺跡の16・17層と同質である。Ⅹa層とした上部に
IntCal20の較正値で35ka cal BPの年代が与えられる

（大石2015）八ヶ岳新期第4軽石（Yt-Pm4）（大石・鈴
木2004）と同定された白色軽石を多く含む。香坂山遺
跡の15～16層に相当すると考えられる。石器群が集中
的に検出されたのは層厚40㎝ほどのⅩb層であり、香
坂山遺跡の17層に対比される。両者が同一層と仮定す
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ると、主要出土位置の関係は、八風山Ⅱ遺跡が中位か
ら上位、香坂山遺跡が中位から下位となり、出土層位
からは香坂山遺跡が先行するとみてよい。放射性炭素
年代測定値のIntCal20による較正年代の中央値の平均
は香坂山遺跡がいまのところ36,410 cal BPとなり、八
風山Ⅱ遺跡の同平均が36,322 cal BPとなるため、僅か
であるが香坂山遺跡が先行するもののほぼ近い年代で
ある。ただし香坂山遺跡は未だ2点のみであるため、今
後測定値を増やして詳しく検討する必要があるだろう。

技術的には相違点の多い両者であるが、香坂山遺跡
の石刃石器群には、八風山Ⅱ遺跡と関係する要素を少
ないながら指摘できる。香坂山遺跡の大型石刃では、
長狭な先細り石刃が2点確認されている。傾斜打面で
作業面中央の稜線部で剥離を収束させたものと石核角
の稜線部で剥離を収束させたもの（図9：7）である。
これらの剥離目的には作業面調整の意図があったのか
も知れないが、香坂山遺跡ではそのような小口面型の
石刃生産技術も有していたことを示す。そして基部加
工尖頭器製作を目的とした長狭先細り石刃製作技術に
特化したのが八風山Ⅱ遺跡の石刃技術であったと評価
することも可能である。さらに付け加えると香坂山遺
跡では、1点であるが長さ6㎝の長狭尖頭形一稜石刃を
用いた粗く不規則な調整による基部加工尖頭形石刃石
器の可能性のある二次加工石刃が検出されている。こ
れは八風山Ⅱ遺跡で特化した技術の萌芽とみることも
できよう。八風山Ⅱ遺跡で特化する平坦打面による小
口面からの長狭石刃剥離技術は、香坂山遺跡では小石
刃剥離技術として構成されていたのである。このため
石刃技術の革新性で序列をつければ、香坂山遺跡から
八風山Ⅱ遺跡への変遷が説明しやすい。

以上のように香坂山遺跡の石刃生産技術には、顕著
ではないが石核調整技術が存在する。香坂山遺跡の新
資料が得られる以前は、古本州島の石刃技術が調整型
ではなく、分割型という他例を求めがたい技術から開始
された事実の理解にこれまで苦慮していた（須藤2017）。
香坂山遺跡と八風山Ⅱ遺跡の石刃技術の関係性は、水
洞溝1遺跡下文化層の石刃技術（稲田1994；山中1994）
と同一技術構造にある香坂山遺跡の調整平面（剥離）型
石刃技術を基盤に、古本州島石材資源に適応した分割
小口面（剥離）型石刃技術が革新され、着柄技術の革新
と共に基部加工尖頭器製作を目的とした尖頭形石刃剥
離技術伝統が形成されたという新たなシナリオを描か
せる。その是非は、継続する調査と分析に委ねたい。

香坂山遺跡石器群を代表するもう一つの石器に中型
尖頭形剥片がある。稜線部で剥離が収束し、側縁が収
斂した尖頭形端部と幅広打面を有する長さ5㎝以上の
剥片である。稜線軸と剥離軸が一致しないものが主体
的である。それは先行剥離面の稜線に沿う剥離を行う

が、その際打点を稜背後とするのではなく、斜めの位
置に打点を設けた連続的な求心剥離で量産を図ったた
めである。八風山Ⅱ遺跡の石器群には存在せず、後期
旧石器時代の石器群では注目されてこなかった石器で
あるが、類例を求めれば、鏑川から利根川流域の石材
資源環境（黒色安山岩、黒色頁岩）で共通する群馬県
善上遺跡（三宅編1986）などに見出すことができるか
もしれない。さらなる追究が必要である。

4−3．列島最古の石刃石器群の全貌
香坂山遺跡における学術目的の発掘調査によって、列

島最古の石刃石器群の構成がみえてきた。それは大型石
刃生産、小石刃生産、そして尖頭形剥片生産の3セット
である（図15）。そしてこれに礫石器群が加わる。大型
石刃は平面形態が長方形となり、必ずしも先端が先細り
しないものが多い。小石刃生産には大型石刃を石核素材
とするものが含まれている。尖頭形剥片は定義的な斜軸
尖頭器そのものであり、求心剥離石核から生産される。

この3セットの石器組成及び技術組成は、これまで
日本旧石器研究においては全く想定されていなかった
構成である。未だ一例であるためそれを普遍化し得る
のかという問題が残るが、これほどまで明瞭な特徴を
もった異なる石器が、明確に共伴して出土した状況を
確認できたため、これらの異なる３種の技術の共存は
疑いようのない事実ととらえざるを得ない。小稿にお
いてはこの3セットを、列島最古の石刃石器群の基本
構成とする仮説を提案したい。

今後は本研究を踏まえて、同時期の石器群の見直し
と再検討が必須となる。それにより、この3セットの
うちのそれぞれの要素が他の遺跡でも再認識されて指
摘されることになるであろう。例えば同様な石材環境
にある北関東地方とくに群馬県の暗色帯中の既存の石
器群では、この基本組成がみえてくるのではないだろ
うか。あるいは、チャートや中生代珪質頁岩、嶺岡山
地産珪質頁岩など、黒色安山岩に比べるとやや不均質
な石器石材を基盤とする南関東地方の同時期の石器群
では、その技術的な発現が不明瞭にみえているかもし
れない。そして関東・中部地方以外でも、たとえば小
石刃や尖頭形剥片を手掛かりにした見直しにより新た
な展開が見込めるのではないだろうか。香坂山遺跡は
これまで、石刃を少量含むが、基本的にはやや大ぶり
の台形様石器Ⅲ類と鋸歯縁石器を特徴とする遺跡とし
て20年間認識されてきた経緯がある。

以上のように本研究で示した基本構成を検証する形
で、各地の遺跡の見直しを柔軟に進めていくと、これ
まで台形様石器群や鋸歯縁石器群としてラベルが貼ら
れてきた既存資料から、新たな知見が得られるのでは
ないだろうか。それにより日本列島の後期旧石器時代
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初頭における石刃石器群の始まりと展開について、新
しい歴史像が見えてくるであろう。小稿に示した香坂
山遺跡における学術目的の発掘調査成果は、そのため
の重要な端緒になり得ると評価できる。

さて、冒頭で議論した列島最古の石刃生産技術の組
成について、あらためて評価してみてみたい（図16）。
まず第1に八風山Ⅱ遺跡にみる小口面型である。先細
りする石刃を量産し、主に長さ6~7㎝の先細り石刃を
素材に選び基部加工尖頭形石刃石器を製作している。
平面型もしくは半転型の石核消費技術として、中期的
もしくは中期から後期への移行期的な石核消費技術と
して評価されている（田村2015）。これまではこの小
口面型が唯一認識されていた技術であった。

第2に、香坂山遺跡の1997年長野県調査により出土
した石核から推定される亜プリズム型を付け加えるこ
とが出来る。ブロック状の原石を素材として、平坦打
面を作出し右側縁から石核正面にかけて、幅3～4㎝、
長さ12㎝前後の石刃が剥離されている。4分の１円周
程度の範囲を石刃剥離面が巡っており、半円周型の原
型とも評価される。後の時期に完成した円周型につな

がる石刃生産技術である。石刃は当然のことながら石
核を立体的に消費していく過程で生産され、後期旧石
器的な立体剥離型の石刃生産技術と評価できる。

第3に、香坂山遺跡の2020年学術調査により出土
した石核から推定される平面剥離型を付け加えるこ
とができた。直方体の原石を素材とし、石刃剥離面
は石核正面に限定される。石刃は上下に設定された
60～64度の非常に小さい前面角をもつ傾斜打面から、
石核の厚みを利用して剥離されている。これは平坦
打面の大型石刃からも推定された技術である。前面
角と打角からみて、尖頭形剥片を生産するための求
心剥離技術と同一の技術基盤と評価された。石刃は、
石核の膨らみを減じる形で剥離され、平坦になると
石刃剥離を停止していることから、平面型の石核消
費技術であり、求心剥離技術とともに中期旧石器的
な石核消費技術である。

このように、日本列島における最古の石刃生産技術
は、小口面型に加えて、立体剥離型と平面剥離型も同
時に存在したことが明らかとなった。このような中期
旧石器的な平面型と後期旧石器的な立体型、及びその

大型石刃生産

小石刃生産 尖頭形剥片生産 0 10 ㎝

図15　香坂山遺跡2020年学術調査出土石器群の技術組成
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小口面型　：八風山Ⅱ遺跡

立体剥離型：香坂山遺跡（1997 年長野県調査）

平面剥離型：香坂山遺跡（2020 年学術調査）0 10㎝

図16　列島最古の石刃石器群にみられる石刃生産技術の全貌

中間の小口面型が共存する姿は、アルタイIUP石器群
における石刃生産技術のうちツインズの定義するモー
ドAのバラエティーとほぼ一致する（Zwyns 2012）。
また中央アジア西部において自ら発掘調査を実施し
IUP遺跡と判明したタジキスタンのフッジ遺跡の石刃
生産技術の組成ともよく一致する（国武他2020；国武
編2020；同2021）。加えて、大型石刃を石核素材とし

た小石刃生産は同モードBの典型であり、これにより
残された彫器状石核（図12:20）はアルタイIUPの示準
石器とされる（Zwyns et al. 2012）。

冒頭で八風山Ⅱ遺跡をめぐる論争を概観し問題の所
在を確認したが、香坂山遺跡の新資料を踏まえた以
上の検討から、列島最古の石刃生産技術はユーラシア
IUP石器群と明確に共通すると評価すべきであろう4）。
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5．展望
日本列島において石刃石器群は36ka cal BP頃まで

に中部・関東地方に現れている。その石刃石器群の起
源を探るために、最古の年代をもつ八風山Ⅱ遺跡と同
じく八風山の山中にありながら、それとは異なる様相
をもつ香坂山遺跡の発掘調査を実施した。これにより
列島最古の石刃石器群の従来知られていなかった側面
を明らかにした。それは以下の3点にまとめられる。
①大型石刃生産、小石刃生産及び尖頭形剥片生産の３
つの技術がセットとなっていること。尖頭形剥片は定
義的な斜軸尖頭器そのものである。②大型石刃生産技
術には、小口面型のみならず、立体的な石核消費を特
徴とする後期旧石器的な立体剥離型と、平面的な石核
消費を特徴とする中期旧石器的な平面剥離型の２種が
新たに認められたこと。③アルタイIUP石器群の特徴
とされる、石刃生産技術のモードAと、それによる大
型石刃が石核素材として選別されて小石刃が剥離さ
れ彫器状石核が残されるモードBの双方が認められ、
モードBがモードAに取り込まれていることである。

このような石器組成と技術組成から考えると、列
島最古の石刃石器群にはユーラシアIUP石器群から
の影響関係を見出さざるを得ない（国武編2021）。こ
の点から、列島における石刃生産技術の起源につい
ては、後期旧石器時代以前からの伝統を踏まえて列
島内で自生したとするシナリオとは、また異なる結
論もみえてくる。また、37ka cal BPまでに列島内で
成立していた石の本遺跡や井出丸山遺跡に代表され
る初期の台形様石器群の一部が、石刃という新しい
後期的な要素を、取り込み付加していったとするの
も、その最初期については異なるようにみえる。列
島自生説や収斂進化説を完全には否定しないが、前
項までみてきた列島最古の石刃石器群の技術組成を
踏まえるならば、列島における石刃の出現契機その
ものについては、大陸伝播説が合理的にみえる。す
なわち、ユーラシアIUP石器群そのものかあるいはそ
の技術組成の特徴をよく残しその系譜をひく後期旧
石器時代前期（EUP）石器群をユーラシア東部に想定
して、それが36ka cal BPまでに列島に伝わってきた、
あるいは流入してきたと考える方が合理的であろう
と考えている。

すると次にその伝播の経路が問題となる。香坂山遺
跡が古本州島のほぼ中央に所在し、全ての海峡から等
しく遠い位置にあるためいずれか決め難い上に、北海
道も九州も石刃石器群は中部・関東地方より後出する
ため、その流入経路が朝鮮半島経由かサハリン・北海
道経由かは国内の情報からは不明である。しかしなが
ら韓国では41.5ka cal BPの丹陽スヤンゲ遺跡Ⅵ地点4文
化層に大型石刃素材の尖頭形石器群が確認された一方

で、それと同時期かやや先行する時期に石刃石器群が
確認されているという（中川2020）。その編年観が正し
ければ、香坂山遺跡の起源とみられるユーラシアIUP
石器群の流れは、朝鮮半島経由で列島に流入したとみ
るべきであろう。朝鮮半島から想定されている複数回
の伝播のうち（佐藤2005）、38 ka cal BP前後に想定さ
れている到来の波に（長井2018）、ユーラシアIUP石器
群の系譜が到来した機会が含まれていたのだろうか。
もっとも朝鮮半島に必ずしも直接的な起源地を求める
必要はないかもしれない。それも含めた東アジアの石
刃出現状況の共通性について大局的かつ厳密な議論が
将来展開されることで、東アジア各地における石刃出
現の年代差についても一層の理解がすすむであろう。
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註
１）　 ユーラシアIUPとはアルタイIUP（佐藤2017a）に中央アジア西

部の同時期の石器群（国武編2021）をあわせた技術的なエン
ティティである。
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2）　北海道大学の國木田大准教授にデータ提供頂いた。
3）　 長さ10㎝に満たない石刃は、折損した大型石刃を除くと、幅が

20㎜でピークをなす中型というべき石刃である。これらは厚
手剥片を石核素材としてその小口面から連続的に生産されてい
る。本遺跡では後に見る小石刃と同じ製作技術であり、八風山
Ⅱ遺跡で主体を占める石刃生産技術ともいえる。ただし平面形
態は、八風山Ⅱ遺跡と異なり長方形で先細りはしない。

4）　 ただし石刃製掻器などユーラシアIUP石器群にみられる器種を
伴っていない点に違いがあるため、この点については今後検討
が必要となる。
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The Assemblage and the Origin of the Oldest Blade Industry in the Japanese Archipelago

Sadakatsu KUNITAKE, Takashi SUTOU, Takashi TSUTSUMI

   The Upper Paleolithic period in the Japanese archipelago began by 37ka cal BP when the trapezoid-like tools 
industry appeared. After that, the blade industry appeared in the Chubu/Kanto district by 36ka cal BP. Detailed 
excavations were conducted in the Kousakayama site which was dated to about 36ka cal BP and situated in 
Happusan mountains in August and September 2020 so that the assemblage and the origin of the oldest blade 
industry in the Japanese archipelago were studied. The results of our excavation are summarized in three points. 
1) The oldest blade industry in the Japanese archipelago was composed of three lithic production systems that 
include the large blade production, the point production and the bladelet production. 2) The technological 
characteristics of cores for blade production include the volumic sub-prismatic type and the flat type. 3) The 
Kousakayama assemblage includes both of the mode A that represents large blade production technology and the 
mode B that represents bladelet production from large blades. Therefore, the Kousakayama assemblage is assumed 
to be affiliated with the IUP industries in Eurasia. We propose that the blade industry in the Japanese archipelago 
originated in the IUP industry in Eurasia and was propagated from Eurasia through the Korean peninsula by 36ka 
cal BP.

Keywords: Kousakayama site; IUP industry in Eurasia; large blade; point; bladelet
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