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ユーラシア大陸の初期石刃石器群と長野県香坂山遺跡

国　武　貞　克
はじめに

　日本列島における石刃石器群の由来を求めて、長野県佐久市香坂山遺跡（第 1 図）において2020年と

2021年に学術目的の発掘調査を実施した。これにより、70年以上の蓄積をもつ日本旧石器研究において
も、これまで知られていなかった未知のインダストリーを確認することができた（国武他2021a）。これ
は、結果として当初目的とした石刃の由来にとどまらず、列島における後期旧石器文化成立に関わる多
くの本質的な問題に新しく光を当てることになった。小稿では、はじめに２か年にわたる香坂山遺跡の

学術調査で明らかになった成果を概略し、次にその意義を概観し、最後にそれを踏まえた今後検討すべ
き課題を述べる。

１．香坂山遺跡発掘調査の成果概要

１- １ 2020年学術調査

　第１次～第３次発掘調査を実施し、７か所の調査区の合計約134㎡を発掘した（国武編2021b）。1997
年長野県調査（谷編2001）で大型石刃が２点出土したBL ６トレンチの周辺を中心に、現地形で平坦面
が残されていて舗装されていない箇所を選んで調査区を設定した。大型石刃を含む石器包含層の存否と、
その範囲を把握することを目的として設定した。その結果、東西方向の尾根の中心軸から南側に石器包
含層が展開していることが判明した。石器は473点を位置を記録して取り上げ、他に土壌水洗により810
点回収し、石器総点数は1,283点となった。
　第１次調査のE区で小石刃と台石による弧状列石遺構を検出し、第２次調査のKS区で尖頭形剝片と小
石刃の製作地点及び良好な接合資料を検出し、これに大型石刃が伴うことが判明した。第３次調査のC
区で大型石刃を、Ｄ区で尖頭形剝片の製作跡を検出した。そして尖頭形剝片の生産技術は求心剝離によ
るものであることがKS区の原石にまで戻る接合資料で確認することできた。小石刃生産は、KS区では

厚手の縦長剝片の小口面剝離によることがやはり良好な接合資料が得られたことにより判明した。また

第１図　香坂山遺跡の位置（☆）と周辺の地形
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第２図　香坂山遺跡 2020 年学術調査のブランク組成
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大型石刃が多く出土したＣ区では大型石刃を石核素材とした小石刃核が出土し、これに小石刃が接合す
ることからみて、大型石刃素材の彫器状石核が組成することも判明した。
　以上から、香坂山遺跡の基本組成が、大型石刃、尖頭形剝片、小石刃となり（国武2021a）（第 2 図）、
これに刃部磨製石斧が伴うことが判明した。そして尖頭形剝片は定義的な斜軸尖頭器であり（芹沢編
1966）、求心剝離による円盤状石核から規格的に生産されていること、小石刃は大型石刃や厚手の縦長
剝片を石核素材として小口面剝離技術により規格的に生産されていることが分かった（第 3 図）。また

E区で出土した八ヶ岳の蓼科冷山産の黒曜石製の小石刃は、1997年長野県調査のBL ６トレンチで出土
していた黒曜石製の横断面取石核と接合することが判明し（国武編2021b;図104）、平面剝離型の小石刃
生産技術も確認できた。
　その一方で、大型石刃は主に搬入品とみられる単独資料から構成されているようにみえ、破損品や部
分的な接合資料からみて製作痕跡は認められるものの、小石刃や尖頭形剝片のように調査区内において
は集約的な製作地点を把握することが出来なかった。平面剝離型の石刃核が出土し、また小口面型の剝
離過程を示す接合資料が得られたものの、石刃製作技術についてはそれらの資料からの間接的な情報に
とどまった。大型の石核からの石刃生産を読みとれる部分的な接合資料も得られたが、それを構成する

石器の分布からみて、Ｃ区とＤ区の間の未調査区か、その外側にその主要部分が埋没していると考えた。

１-２ 2021年学術調査

　2020年の調査成果を踏まえ、発掘調査の最大の目標を、大型石刃の製作地点の把握とその製作関連資

第３図　香坂山遺跡 2020 年学術調査の技術組成
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料の入手に設定した。既に石器包含層は東西方向の尾根の南半部に展開することは把握していたため、
第４次発掘調査F区として、2020年のC区とD区を含む平坦面を約135㎡発掘した。石器は約1,500点を位
置を記録して取り上げた。石器包含層の掘削廃土は水洗中である。その結果、調査区のほぼ中央で大型
石刃製作跡を検出した（国武2021c）。大型石刃製作跡は南北約１m東西約２mの範囲に約1,000点の石
器が密集して残されていた。石器包含層の17層中部から下部にかけては、長さ10㎝を超える大型石刃と

石核が高密度に密集している状況を確認した。現在、水洗途中であるが既に数点の大型石刃核を確認し
ている。また、打面再生剝片や稜調整を伴う稜付石刃など、石刃生産技術を復元するのに良好な資料が

得られている。その技術的な全体像については、基礎データをしっかりと作成したうえで別の機会に論
じたい。調査区中央において大型石刃製作跡全体を検出したことから、現状では列島最古の石刃生産技
術を復元するためのほぼ完全な資料群を得た可能性が高いとみている。
　F区の成果は大型石刃製作跡の検出に留まらなかった。それに接して、炭化物集中と礫群を検出した。
礫群は遺跡が立地する尾根直下の沢で採取できる粗粒の輝石安山岩の亜円礫を用いており、被熱により

著しく赤化し濃密に黒色の煤が付着するものもみられた。列島最古の明確な礫群と評価される。さらに
この礫群に接して刃部磨製石斧が出土した。2020年のKS区の出土例に続いて２例目となり、香坂山遺
跡の３種の石器組成に刃部磨製石斧が伴うことはほぼ確定的となった。また、その礫群の周辺には大型
石刃と尖頭形剝片がセットとなる製品のキャッシュとみられる出土状況が数か所確認された。尖頭形剝
片は長さが８㎝前後の中型品で、背面にY字の稜構成をもつ形状の整ったものが目立つ。2020年のKS
区の接合資料で確認できたように、求心剝離により生産された定義的な斜軸尖頭器ある。これに加えて、
黒曜石の原石とその分割片からなるキャッシュが１か所確認された。黒色安山岩原産地であるにもかか
わらず約30㎞離れた八ヶ岳から黒曜石の原石を持ち込み保管していたとみられる。2020年E区では蓼科
冷山産の黒曜石で小石刃を生産していたが（池谷・須藤2021）、それに関係した原石の保管であるのか

興味深い遺構である。
　このように、礫群、製品のキャッシュ、黒曜石のキャッシュなど、多様な遺構がＦ区において１か所
に隣り合って展開する状況を確認することができた。単なる原産地近傍における石器製作跡にとどまら
ず、礫群の存在からは居住の場であるとともに、製品や他産地の原石キャッシュの存在からみて回帰的
な拠点としての性格も読み取れる。
　他に、第５次発掘調査として遺跡の範囲確認のために、鞍部や微高地など平坦にみえる地形を11か所
選んで試掘を行った。その結果、Ｆ区から約100ｍ離れた尾根中央の鞍部のＧ区において新たな石器製
作跡を確認した。

１-３ 1997年長野県調査とあわせた遺跡構造の見通し

　1997年長野県調査（谷編2001）も含めて、石器が出土した範囲を確認すると、大きく３つのエリアに

分かれる（第４図）。ひとつは最も標高の高い1997年長野県調査のBL １～４トレンチで、これをエリ
ア１とする。次が、1997年長野県調査のBL ５・６トレンチと2020年学術調査E区・KS区からなる範囲
で、これをエリア２とする。最後が、2020年学術調査C区・D区及び2021年学術調査F区からなる範囲で、
これをエリア３とする。
　エリア１とエリア２は約45ｍ離れており、その間は未調査で現況は高速道路換気塔施設敷地で舗装さ
れている。エリア１は1997年長野県調査のBL １～４トレンチにおいて南西部に分布の空白域があるた
め、エリア１とエリア２が連続した一連の遺物分布となる可能性は低いとみられる。
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第４図　香坂山遺跡における大型石刃、尖頭形剝片、小石刃の分布
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　エリア２とエリア３は25m離れており、その間は未調査であり現況は妙義荒船林道により舗装されて
いる。エリア２とエリア３の間については、エリア３は妙義荒船林道の舗装直下まで遺物分布が続くが、
エリア２のＥ区とKS区の南西部に分布の空白域がみられる。また、地形復元から両者の間には南北方
向の水流を伴う谷が想定されるため、両者は別個の遺物分布となるとみられる。このためエリア２とエ
リア３も連続した一連の遺物分布にはならないとみられる。エリア１とエリア３の距離は約70m離れて
おり、全体としては北東－南西方向に約85m、北西－南西方向に約20mの範囲に収まっている。
　各エリアの石器組成と石器製作の内容を検討すると、すべてにおいて尖頭形剝片の製作地点が確認で
きる。エリア１はBL １～４、エリア２はBL ５とKS区、エリア３はＤ区である。これに対して大型石
刃生産は、エリア３のＦ区のみである。エリア３では他にＣ区・Ｄ区の東端から妙義荒船林道直下の未
調査区にもう１か所、大型石刃製作跡の存在が想定されるものの、2021年学術調査出土資料の基礎整理
が進んでいない現状でははっきりしない。小石刃生産は、エリア２のE区・KS区、エリア３のＣ区で認
められる。尖頭形剝片生産が、エリア１～３の全域において認められ、小石刃生産はエリア２とエリア

３において認められ、大型石刃生産はエリア３のみで認められるということになる。
　また遺構の内容でみると、この遺跡では砥石や台石がみられたが、エリア２のE区で５点の台石によ
る弧状列石遺構、エリア３の砥石、エリア外であるがKN南区でも台石みられた。製品のキャッシュは
エリア２のKS区で石刃と小石刃核のキャッシュが、エリア３のＦ区で大型石刃と尖頭形剝片のキャッ
シュが認められた。原石キャッシュはエリア３のＦ区の黒曜石キャッシュのみであった。以上から、石
刃及び小石刃の生産が行われたエリア２とエリア３で弧状列石、礫群、台石/砥石、製品キャッシュな
どの遺構が伴う傾向を指摘することができる。

２．意義

２-１ ユーラシアIUP石器群との共通性

　香坂山遺跡の意義の第一は、ユーラシアの初期後期旧石器時代（IUP期）石器群との石器組成と技術
組成の共通性である。比較の対象として中央アジア西部（ウズベキスタン、タジキスタン、カザフスタ
ン南部、キルギス）及びアルタイ山地周辺（ロシア南部、カザフスタン東部、モンゴル北西部、中国新
疆ジュンガル盆地北部）のIUP石器群を指している（図５）。47～45ka cal BPの年代において石刃の大
型化がみられ、それまでの平面剝離型によるルヴァロワ型石刃生産技術に加えて、後期旧石器的な立体
剝離型の石刃生産技術がみられるようになり、両者が共存するようになる。ロシア南部のカラ・ボム遺

第５図　IUP関連遺跡の分布
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跡第５・６居住面でその過程が明らかにされたが、中央アジア西部ではタジキスタンのフッジ遺跡でも

同様の石核組成がみられる（国武編2021a）。香坂山遺跡の大型石刃生産技術については、2021年学術調
査F区で検出した製作跡の資料整理が進めば、その詳細が判明するであろう。これらユーラシアIUP の

主要３遺跡に水洞溝遺跡（稲田1994）とあわせて、香坂山遺跡の大型石刃生産技術との詳細な比較検討
はこれからの課題となる。
　これにそれぞれの地域における中期旧石器時代の伝統を踏まえた尖頭器生産が伴う。中期旧石器時代
の尖頭器の形態組成は、アルタイ山地のIUP石器群ではルヴァロワ型尖頭器が卓越するのに対して、中
央アジア西部ではルヴァロワ型尖頭器がそれほど卓越せず、円盤状石核からの求心剝離による斜軸尖頭
器が卓越する。ともに二次加工を伴わないものが多いが、二次加工により尖頭部が整形されたものもみ
られる（国武編2021a）。尖頭器の形態組成の違いは、両地域の中期旧石器時代石器群の伝統の違いに由
来すると考えられる。つまり中央アジアの両地域では、在地の中期旧石器石器群の伝統に、新来の大型
石刃生産技術が組み合う構造と理解でき、在地の中期旧石器石器群の伝統に応じて尖頭器の形態組成（ル
ヴァロワ型尖頭器/斜軸尖頭器の比率）に違いが生じているとみられる（国武2021b）。
　これを踏まえるならば香坂山遺跡で定義的な斜軸尖頭器がまとまって生産されているのは、列島の中
期旧石器時代における斜軸尖頭器石器群の存在を示唆する現象と理解することもできる（国武2021b）。
筆者はこの考え方が整合的とみているが、しかし列島においては中央アジア両地域と異なり、尖頭器生
産についても石刃とともに大陸から到来した技術という考え方も論理的には成り立つ。第２次調査KS
区の接合資料１によると、打面と作業面を固定し、作業面の膨らみを利用しながら求心剝離を進め、５
～８㎝の中型の規格的な斜軸尖頭形剝片が連続生産されている（国武編2021b：図32）。このような斜
軸尖頭形剝片の極めて規格性の高い連続生産技術からみて、少なくとも同時期の日本列島で既に展開し
ていた台形様石器群にみられる小型不定形剝片生産とは異なる伝統にあると評価すべきであろう。香坂
山遺跡の尖頭形剝片の由来を歴史的にどのように位置付けるかは、列島の後期旧石器文化の開始を評価
する試金石となるだろう。追求すべき興味深い課題である。
　また大型石刃や厚手の縦長剝片を石核素材とした小石刃生産が認められる。ユーラシアIUP石器群に
みられる小石刃生産の重要な特徴は、その石核素材が大型石刃生産に取り込まれている点である。中央
アジアからアルタイでは小石刃生産そのものが卓越する35～30ka cal BPの後期旧石器時代前期（EUP）
石器群と異なり、EUP期は小石刃生産が中型石刃生産から独立した石器製作システムとなるのであるが

（国武・タイマガンベトフ2020）、IUP期の小石刃生産は、大型石刃生産に取り込まれる例が多い。第３
次調査Ｃ区で出土した大型石刃素材の彫器状石核（国武編2021b：図52; ９）は、小石刃が接合すること
からみても（同：図57）、ユーラシアIUP石器群の例と同様に小石刃生産が、大型石刃生産に取り込ま
れていたことを直接示す証拠となる。他に第２次調査KS区接合資料２接合個体Cでは、大型厚手の縦
長剝片を分割して両設打面から小石刃生産が行われた過程が読みとれる（同：図34）。このような厚み
のある大型石刃や縦長剝片を分割して、その小口面から小石刃を連続生産する技術は、ユーラシアIUP
石器群の小石刃生産の大きな特徴である（Zwyns et al. 2012）。
　以上の観点から筆者は、香坂山遺跡において列島で初めて確認された大型石刃、尖頭形剝片、小石刃
からなる石器群は、ユーラシアのIUP石器群と構造的に類似すると評価している（国武他2021a）。
さらに遺跡の立地がよく類似している点も指摘しておきたい。香坂山遺跡は八風山の南西斜面の1,140m
の尾根上に立地する（第１図）。八風山は南斜面で黒色安山岩の原石が土石流堆積物に包含されており、
沢により原石が露出している。香坂山遺跡から黒色安山岩の原石が採取可能な沢までは直線距離で約
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500mである。黒色安山岩はブロック状の大型原石の形状で産出する。ユーラシアIUP遺跡もこれと類
似した立地を示す。ロシア南部アルタイ山地のカラ・ボム遺跡は中生代珪質頁岩が角礫で産出する岩体
近傍に接して立地し、標高は1,120mである。ウズベキスタンのオビ・ラフマート洞窟は、天山山脈西
麓の標高1,250mの尾根上に立地し、角礫状に産出する珪化石灰岩の岩体に接している。タジキスタン
のフッジ遺跡は、標高1,150mの尾根上に立地し、すぐ東隣の沢では黒色流紋岩が大型の角礫で豊富に

産出する（国武編2021a）。このように、フリントや黒曜石ほどにはガラス質ではなくやや粗粒な珪化石
材が、角礫状に豊富に産出する石材原産地に接して立地する傾向がある。若干粗粒な珪化石材が大型角
礫で産出する原産地の開発（佐藤2021）により、これらの遺跡が残されたと理解できる。大型石刃の生
産に適した石材利用可能性が遺跡立地の主要な条件となっていたのではないだろうか。
　標高もよく類似する。オビ・ラフマート洞窟が1,200mを超えるものの、カラ・ボム遺跡、フッジ遺跡、
香坂山遺跡の標高は1,120～1,150mの範囲に収まり、中国の水洞溝遺跡も標高1,189mである。ユーラシ
アIUP石器群は標高が1,100m ～1,300mの標高に立地する傾向があると指摘できる。なかでも1,100m代
が多い。乾燥地帯が卓越する中央アジアにおいては、大山脈の山麓においては傾斜変換点の関係から、
この標高帯において湧水点に恵まれ（ユーラシアの３遺跡とも大型湧水点に接している）、例えば草原
環境が発達しやすかった可能性や、日本列島では逆にこの標高になれば森林が発達せず草原環境が卓越
していた可能性などが考えられないだろうか。つまり各地域において草原環境が卓越しやすい標高であ
り、大型哺乳類の生息環境として適していたという可能性も想定してみたい。これは香坂山遺跡の環境
分析から追求していきたい課題である。
　このように、香坂山遺跡の立地は、やや粗粒の珪化石材が大型角礫で豊富に産出する石材産地に近接
した標高1,100～1,300mの高標高地に立地するという点で、ユーラシアIUP石器群の遺跡立地と共通す
ることが分かる。その背景には、石材及び生業資源の開発に共通した戦略が想定できる可能性を指摘し
ておきたい。

２-２ ユーラシア最東端及び古本州島の中央部という立地

　２番目は、ユーラシアの最東端となる日本列島においてこの石器群が発見されたことの意義である。
この石器群が大陸から到来した、あるいはその影響を受けて成立したと考えると、同様の石器群が、東
アジアにも展開した可能性を示唆している。すなわち東アジアにおけるユーラシアIUP石器群の確かな

例は、中国寧夏の水洞溝遺跡であるが、香坂山遺跡までの直線距離約2,800kmの間にも、ユーラシア

IUP石器群そのものかその影響を受けた石器群の存在を想定しなくてはならなくなる。すでにいくつか
その可能性のある石刃石器群が指摘されているが（Li et al. 2019）、ユーラシア最東端における香坂山
遺跡の存在は、そのような東アジアにおけるユーラシアIUP石器群の到来の可能性と展開について、確
かな根拠と新しい議論を提供することになる。
　同様のことは日本列島の内部においても指摘することが出来る。香坂山遺跡から僅かに約９km南の

関東山地の主稜線上の田口峠周辺は、日本列島において最も海岸線から遠い地点ということが国土地理
院による1996年の調査で判明したとされている（佐久市経済部観光課2018）。そして古本州島のほぼ中
央に位置する山稜上で発見された香坂山遺跡は、対馬海峡からも津軽海峡からも等しく最も遠い地点で
ある。つまり、大陸から列島に到来して以降、香坂山遺跡に至るまでに残された遺跡が、列島内におい
て香坂山遺跡の北東か南西に存在することが想定されるのである。この石器群の基本構成に基づいて、
あらためて列島内部において、全国的な石器群の見直し作業が必須となる（国武他2021a）。群馬県みな
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かみ町善上遺跡（三宅編1986）に着目した本フォーラムによる赤城山麓における再検討はその最初の試
みとして評価される。また、大型石刃と求心剝離石核の共伴状況からみて（加藤1986）、山梨県都留市
一杯窪遺跡（小林他1982）も類例として検討の余地がある。今後、再検討が進んで、類例が増えてくれ
ば、これまでみえてこなかった石刃到来期というべき後期旧石器時代最初頭の様相が明らかになってく
るのではないだろうか。

２-３ 二極構造成立以前の台形様石器群と石刃石器群の関係

　３番目の意義は、台形様石器群と石刃石器群の関係が見えてきた点にある。香坂山遺跡の放射性炭
素年代は、途中経過であるが36.8 ka cal BP（IntCal20による較正値の中央値の平均値、以下すべて同
じ）と判明している。その後、点数を大幅に増やして年代測定を進めており、これまでに37～38ka cal 
BPの年代値を得ている。この石器群は、ユーラシアIUP石器群と共通する石器組成が見られたが、列
島の後期旧石器時代初頭を特徴づける台形様石器を組成しない点も特徴といえる。37 ka cal BPであれ
ば、37.4 ka cal BPの静岡県井出丸山遺跡（池谷編2011）や37.5 ka cal BPの熊本県石の本遺跡（池田
編1999）の例から、一方では古本州島の西南部では最古の台形様石器群が展開していたとみられる。し
かし反対に、これらの遺跡には明確な石刃石器を組成しない。石刃石器と台形様石器の両方をもつ二極
構造は、東京都武蔵野台地の立川ロームⅩb層の武蔵台遺跡の例から35.3 ka cal BPには成立している（尾
田編2018）。逆にいえば香坂山遺跡は、二極構造が成立する以前の一方の極を担った石器群であると評
価できる（国武他2021b）。
　その一方で刃部磨製石斧は、現在のところ台形様石器群に伴うことが分かっており、大陸に由来しな
いと断言はできないものの、現在のところ列島独自の石器と考えられている。香坂山遺跡ではこれが

KS区とF区においてそれぞれ１点ずつ、計２例出土したことから、大型石刃、尖頭形剝片、小石刃の基
本組成に、刃部磨製石斧が共伴することは疑いないとみている。大陸に起源をもつ石器群において、列
島に独自の石器が含まれるということは、両者が既に出会っていた証拠と捉えらざるを得ないだろう。
その歴史的な意義はどのようなものか今後追求する必要があり、興味深い課題である。たとえば両系統
が出会ったとしても、香坂山遺跡の技術組成に台形様石器生産が取り込まれていない以上、列島に到来
してもそれほど時間が経過していないと評価できるのはないだろうか。大型石刃、尖頭形剝片、小石刃
の刃縁構成では実現できない作業のために刃部磨製石斧が、いち早く取り込まれたという可能性である。
これは現状のデータからは不明ではあるが、仮に刃部磨製石斧が中国東部において大型石刃石器群に取
り込まれて、そのセット関係が列島に到来したのだとしても、同じ背景を想定できるのではないだろうか。
　また、刃部磨製石斧の他にも、この遺跡では大型の軟質粗粒な安山岩製の亜角礫を用いた礫器と台石
を組成する。これに加えて握斧と分類可能な黒色安山岩製の半両面加工の礫石器も組成している（国武
編2021b;図69）。礫器石器群は香坂山遺跡の石器組成において一定の役割を果たしておりその評価のな
かで、刃部磨製石斧の位置づけを考えねばならないだろう。

３．課題

３-１ 東アジアにおける石刃石器群の嵌入状況　

　ユーラシアIUP石器群の分布をみると、中央アジア西部のザラフシャン山脈から天山山脈西麓の支脈、
アルタイ山麓、バイカル湖周辺及びモンゴル北部がそれぞれコアエリアをなす。非ルヴァロワ地域であ
る東アジアにおいては、中国寧夏の水洞溝遺跡が唯一の確実な例を示す。それより東の河南・河北・黒
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竜江省においては、中期旧石器的な尖頭器および小石刃の共伴がはっきりしないものの石刃石器群は客
体的に確認されており、ユーラシアIUP石器群との関連が考慮されている（Li et al. ibid）。これらの石
器群の年代が水洞溝遺跡の年代値を参考にして41 ka cal BP前後であるとすると、すでに中期旧石器時
代の鋸歯縁石器群をベースとする後期旧石器時代石器群が展開しており、その中に後出して石刃石器群
が嵌入したことになる（加藤2020）。
　　一方で韓国では、やはり中期旧石器的な尖頭器と小石刃は伴わないものの、大型石刃生産がみられ
るのが、スヤンゲ遺跡Ⅵ地点４文化層であり、41.5 ka cal BPの年代値が得られている。こちらもやは
り中期旧石器時代から続く鋸歯縁石器群が展開するなかに石刃石器群が嵌入する状況を読み取れるのか
もしれない。
　香坂山遺跡の放射性炭素年代分析は現在途中であるため最終的な結論を出すまで慎重を期したいが、
現状では37～38ka cal BPの年代値が得られている。これが台形様石器群の現状での最古年代である

37.5 ka cal BPよりも新しいのか古いのかは、現状では不明である。ただしいずれの場合でも37 ka cal 
BPまでに両系統の石器群が、相次いで日本列島に出現したという評価は現状でも可能である。
　もし最古の石刃石器群である香坂山遺跡が台形様石器群の出現よりも後出するのであれば、東アジア
の状況と整合的で理解しやすいと考えているが（国武他2021a,b）、100年単位の精度が期待できない現
状では、僅かな年代差であった場合、別系統により37～38ka cal BPにほぼ同時期に出現したという考
えた方が無難であるかもしれない。まさに列島における後期旧石器時代成立過程そのものであり、今後
の香坂山遺跡における各種の年代測定分析と東アジアにおける新しい情報を踏まえて、慎重に検討しな
くてはならない最も興味深い課題である。

３-２ 列島における石刃生産技術の展開

　香坂山遺跡の大型幅広の石刃生産技術は列島における石刃生産技術の出発点として位置づけられた。
次の課題は、これを出発点として、列島における石刃生産技術の展開をどのように評価していくかとい
う点である。香坂山遺跡で認められた石刃生産技術は、2021年学術調査F区で検出した大型石刃製作跡
の資料整理によって全貌が具体的に明らかになると思われるが2020年学術調査の成果を踏まえると小
口面型、平面剝離型、立体剝離型の３種が認められた（第６図）（国武他2021a）。つまり石核消費技術
としては最古段階ですべて出そろっていると評価される。このうち、香坂山遺跡に後続する36.3 ka cal 
BPの年代値が得られている八風山Ⅱ遺跡（須藤編1999）では、中型の７㎝前後の長狭先細り石刃が小
口面型の生産技術により量産されている。そしてこれに並行するか後続する武蔵野台地立川ロームⅩb
層以降の石刃生産技術は小口面型による中型、小型石刃生産の範疇で理解可能である。この変遷からみ
て、最古段階にみられた３種の石刃生産技術のうち、小口面型の石刃生産技術に特化しているように見
えるが、大きさからみると実はこの３種のどれにも当てはまらない。むしろ、小口面型の小石刃生産の

範疇で理解した方が合理的である。
　香坂山遺跡でもこの小口面型の一稜をもつ長狭先細り石刃を素材とした基部加工尖頭形石刃石器が

2020年学術調査D区で出土している（国武編2021b:図63:100）。長さ61㎜、幅19㎜のこの基部加工尖頭形
石刃石器の素材石刃は、大型石刃の３種の技術には該当せず、小口面型の小石刃生産により生産された
とみられる。そしてこの石器は、大きさや二次加工ともに八風山Ⅱ遺跡の基部加工尖頭形石刃石器とよ
く類似するため、その後の同種の石器の祖型となったという評価（須藤2021）は説得力をもつ。
　このため、八風山Ⅱ遺跡以降の立川ロームⅩb層の石刃生産技術においては、最古段階にみられた大
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第６図　八風山Ⅱ遺跡と香坂山遺跡の石刃生産技術
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型石刃生産技術は発現していないとみるべきであろう。さらに時期が下って周縁型の石刃生産技術が下
総台地などで必要に応じて発生する際には、もともと持っていた立体剝離型の石刃生産技術がより一層
洗練されていると評価される。つまり、最古段階ですでに亜プリズム型と評価できる立体剝離型の石刃
生産技術が認められた以上は、小口面型から周縁型に徐々に技術的に進化、発展したと評価するのは合
理的ではないと考えたい。
　このように現状では、香坂山遺跡において確認された大型石刃生産技術は、その直後から継承されな
いようにみえるが発現していないだけであり、直後に技術的に継続したのは、主に小口面型の小石刃生
産技術であったという仮説を提案しておきたい。

３-３ 尖頭形剝片の由来と展開

　香坂山遺跡で多く検出された尖頭形剝片の歴史的な評価が、日本列島における後期旧石器文化の成立
をめぐる試金石となることは既に述べたが、課題とすべき点にもう一度触れておく。中央アジア西部や
アルタイ山麓と同様に、中期旧石器時代から定義的な斜軸尖頭器が日本列島の後期旧石器時代の最古段
階まで継続したと考えるのか、そうではなくて後期旧石器時代最古段階に大型石刃とともにセット関係
を形成して大陸から到来したと評価するのかの２つの選択肢が想定される。東アジアの後期初頭の石刃
石器群に、中期旧石器的な尖頭器の共伴が不明瞭であるという点を評価すると、つまり大型石刃のみが

到来したのだと考えるならば前者となるのであろう。非常に大きな問題であるため、簡単には結論は見
えてこないであろうが、今後、尖頭形剝片の由来については列島の後期旧石器文化の成立を論じるうえ
で、避けては通れない大きな課題となった。
　二次加工により基部や先端部を調整していない斜軸尖頭形剝片であるが、背面の尖頭部につながる稜
線を垂直に設定し尖頭軸とみなし得る（芹沢編1966）。この定義的な斜軸尖頭器の基部に二次加工を施
せば、長野県信濃町貫ノ木遺跡第３地点に類例が求められるナイフ形石器や台形様石器となる（大竹編
2000;図版225:719,図版234:796など）。出土層位の標準土層Ⅴ層は第４地点で36.2 ka cal BPの年代値が得
られている（鶴田編2010）。香坂山遺跡にみられた定義的な斜軸尖頭器は、基部加工尖頭形石刃石器と

同様に基部加工が施されたならば、中型の尖頭形態の台形様石器やナイフ形石器として分類することが
できるだろう。香坂山遺跡においては基部加工尖頭形石器の素材とはなっていないようだが、後続する

石器群においては、斜軸尖頭形剝片が基部加工尖頭形石器の素材として利用された可能性も考慮してお
きたい。つまり、香坂山遺跡に始まる石刃石器群の系譜から、かつての定義的な斜軸尖頭器に基部加工
を施すことにより、尖頭形剝片を素材とした基部加工尖頭形石器が生じた可能性である。この場合は、
台形様石器に分類されるであろうが、石の本遺跡や井出丸山遺跡に始まる台形様石器群のそれとは、全
く異なる系譜をもつ石器ということになるだろう。ともあれ、香坂山遺跡にみられた尖頭形剝片は、中
期旧石器的な尖頭器として理解可能であるが、これに基部加工を施した形態の基部加工尖頭形石器が、
この石刃石器群の系譜において発生し、展開した可能性を今後の検討課題として挙げておきたい。

おわりに

　香坂山遺跡で2020年と2021年の学術調査により初めて確認されたインダストリーの検討により、その

由来とその後の展開においてこれまで知られていなかった多くの興味深い課題が展望された。ユーラシ
ア旧石器研究の時期区分においては、37 ka cal BPの年代をもつ香坂山遺跡は後期旧石器時代前期（EUP
期）に帰属するが、その石器組成はIUPの特徴を驚くほどよく保持している。そして、その直後には、
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