


研究ノート

1．はじめに

香坂山遺跡は長野県佐久市の八風山西麓の標高
1,140mの尾根上に立地する（北緯36°16′19.02″,東経
138°35′52.77″）。2020年に実施した学術目的の発掘
調査（国武編2021）により、日本旧石器研究において
これまで確認されていなかった特異な石器群を検出し
た。それは大型石刃、小石刃、尖頭形剥片を特徴と
しており、その石器組成と技術組成からユーラシア
大陸の初期後期旧石器時代（Initial Upper Palaeolithic; 
IUP）石器群に系譜が求められる可能性を指摘した

（国武他2021a）。また石刃石器群として列島最古とな
る年代値から、石刃石器群が日本列島に36,800年前ま
でに到達した証拠と評価した（国武他2021b）。日本列
島における石刃の起源を示す貴重な事例と判明した
が、石刃製作跡そのものは2020年の3次にわたる発掘
調査で検出されなかった点が課題として残っていた。
このため2021年に、地形からみて遺跡の中心と推定
した国有保安林の範囲において第4次発掘調査を実施
したところ、石刃製作跡を含む多様な遺構を新たに検
出することができた。小稿では、新たに検出した各種
の遺構の概要とともに2か年にわたる発掘調査で判明
した遺跡立地の概要について報告し、香坂山遺跡の構

造について予察を述べる。

2．2021年学術調査の概要

2021年の第4次調査では、2020年の第3次発掘調査
において大型石刃と尖頭形剥片をそれぞれ検出したC
区とD区を取り込みその周囲の平坦面において約135
㎡の範囲をF区として設定した（図1）。現況はミズナ
ラが優勢の原生林で、調査期間は2021年8月11日から
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図1　香坂山遺跡2021年学術調査の調査区位置図（黒塗の範囲）
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9月17日の38日間である。層序は第3次調査と同様に1層
黒色土の下位に、2層に浅間黄色軽石（As-YP）、3～4層
に浅間大窪沢軽石群（As-Ok gr）、7～12層に浅間板鼻褐
色軽石群（As-BP gr）、14層に姶良-Tn火山灰（AT）を含
み、その下位に暗色帯16層と17層がみられたが、遺物は
その下半の17層の中位から下位において出土した（図2）。
そして17層が調査区の西と南に向かって分厚くなっていた
ため、17層のほぼ中位で17a層と17b層に細分したが、石
器はその境界を上下に挟んで集中して出土した（図2）。こ
の出土層位から2020年C区及びD区と同一の石器包含層
を検出したとみられる。また調査区の中央部の約4m×

3mの範囲で最も濃密な遺物分布がみられ、2020年C区
はその東の末端部を検出していたことが分かった。そし
て中央部の密集域から南東方向には、やや密度が下が
るが遺物分布が連続する。これに対して北半部には、中
央部の密集域と分布が連続せずに、約5m四方の範囲に
散漫な遺物分布がみられる（図3）。第4次調査では1,729
点の遺物について位置を記録して取り上げた。その内
訳は石器1,244点、礫43点、炭化物442点である。石器
包含層の掘削廃土の水洗により微細遺物の抽出作業を
進めているが未集計である。消費石材は黒色安山岩が
1,096点（88.1％）と最多であり、これに軟質な安山岩88

図2　香坂山遺跡2021年学術調査F区の西壁土層断面と出土遺物の垂直分布（丸番号は層位名。トーンは14層のAT包含層。）

図3　 香坂山遺跡2021年学術調査F区の出土遺物の平面分布（A：石刃製作跡、B：製品キャッシュ、C：礫群、D：黒曜石キャッシュ、
E：炭化物集中、番号は石器の挿図番号。）

102   



旧石器研究　第18 号（2022 年5 月）

図4　 香坂山遺跡2021年学術調査F区のAs-BP gr(12層)下
面の地盤図

表1　香坂山遺跡2021年学術調査F区出土石器の石材別器種組成
基部加工尖
頭形石器

大型石刃
石刃

(小石刃)
尖頭形剥片 掻器 削器 石錐 二次加工石刃 二次加工剥片

微細剥離痕
のある剥片

黒色安山岩 2 113 160(58) 17 4 11 1 7 1 1
安山岩 1
ジャスパー 5(4) 2
駒込頁岩 2 6(1)
黒曜石
チャート 2(1)
砂岩
ホルンフェルス
玉髄
片岩
総計 2 115 173(64) 17 4 11 1 7 4 1

原石 剥片 砕片 石核
刃部磨製石

斧
礫器 叩石 台石 砥石 計

黒色安山岩 1 746 5 27 1096
安山岩 76 1 5 4 1 88
ジャスパー 30 4 41
駒込頁岩 8
黒曜石 3 1 4
チャート 2
砂岩 1 1 2
ホルンフェルス 1 1
玉髄 1 1
片岩 1 1
総計 2 856 5 33 1 5 5 1 1 1244

点（7.1％）、ジャスパー41点（3.3％）が続く（表1）。黒色安
山岩は原石の散布範囲に直線距離で約0.6kmと近接する
ため卓越し、軟質な安山岩は遺跡直下の沢や尾根上の
斜面崩落土中に包含され礫器等に利用されている。ジャ
スパーは不均質な黄玉石が多く、約8㎞南に離れた荒船
不動付近で採取でき北半の散漫な石器集中において消
費されている。駒込層珪質頁岩（須藤編2006）、黒曜石、
チャート、ホルンフェルス、玉髄、片岩は搬入石器を構成
し、遺跡での石核消費は認められない（表1）。

3．微地形からみた香坂山遺跡の立地環境

香坂山遺跡は八風山（標高1,315.4ｍ）から南東方向の
矢川峠にかけて続く稜線（長野・群馬県境）から西側に下
がる傾斜地に位置している。遺跡より山（北東）側の標高
1,150ｍより高いところに谷地形がみられるが、それより下
流の妙義荒船林道までの範囲はAT直後に発生した土石
流による斜面崩落土（13層）による微凸地となっている（国
武編2021）。林道より南西側には尾根地形が続く。

2021年の第4次調査F区では、現地形とほぼ調和的に
浅間山起源の軽石層がおおっており、図４に浅間板鼻褐
色軽石群（As-BP gr）下面（12層下面）の地盤図を示す。
調査地は西側が尾根の先端部にあたり、南および北に傾
斜している。とくに南壁の中央付近の約3mの区間はAs-
BP grが欠如している。As-BP gr堆積後の沢がこの位置

にあり、流水により削られたものと思われる。
遺物包含層となっている17層の地盤図を図５に示

す。As-BP gr下面と全体傾向は調和的であるが、調査
区中央部の遺物集中地点は1,137.45ｍの平坦な微地形
がみられる。ATが包含される14層以深では壁面で層
相変化は目立たないが、上位層準とほぼ同様な位置に
沢が位置していたと推定される。

香坂山遺跡のKS区で確認された沢は南南西に流れ、
2021年調査F区の南東端付近で南東方向に曲がる。流
路は幅1～2mほどと思われるが、AT降灰時には沢の屈
曲部より上流部に幅20ｍ前後で、沢との比高が小さくて、
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AT純層が形成されるような湿潤な環境（一時的な低湿地）
になっていたと推定される（図6）。屈曲部より上流の幅広
い湿潤地（図6：B）は常時水域でなく後背湿地のような場
所で、旧石器人は乾いた時期に利用したと考えられる。そ
して、季節的に一時的に低湿地に近い条件下でATが降
灰し純層が形成されたと推定される。17層堆積期でもこ
の立地環境は同様であったと推定される。2020年E区や
2021年調査F区は、通時的に常時この沢をのぞむ微高地
にあたる。この付近は八風山山系の深い山中にあるが、
後期旧石器時代の前半期には沢の屈曲部を中心に小さな
水場が形成されていて、黒色安山岩原産地の中でも特別
なオアシス的な場所であったと推定される。

4．2021年学術調査で検出した遺構と遺物

4－1．石刃製作跡
調査区中央部において約1m×2mの範囲にとくに石

器が密集して出土した（図3;A）。この範囲では暗色帯
の16層上部から微細な剥片が出土しはじめ17b層まで
多量の石器が出土したが、最終的に17b層上部におい
て10㎝を超える大型の石刃や剥片、石核がほぼ一面
にそろって密集した状態を検出した（図7）。明瞭な石
刃核も複数出土しており、集約的な石刃製作跡とみら

図6　 香 坂 山 遺 跡 に お け る A T 降 灰 時 の 沢 と 湿 潤 地            
の想定位置（A: 沢、B：湿潤地）

れる。石刃は第4次調査全体で288点出土したが、幅3
㎝以上の大型石刃は115点出土し（表1）、その大部分
はこの石刃製作跡からの出土であった。

図8にその一部を示したが、長さ約12㎝、幅4.6㎝
（１）と長さ約14㎝、幅5㎝（２）で大型幅広の形状で
ある。３は立体剥離型の角錐形の石刃核であるが、
石刃剥離面が小口面から左側面に展開しており、ツ
インズの定義するアジア型IUPの非対称形石刃核リダ

図5　 香坂山遺跡2021年学術調査F区の石器包含層(17b層)上面の地盤図と遺物分布
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図7　 香坂山遺跡2021年学術調査F区の石刃製作跡（西から）

図8　 香坂山遺跡2021年学術調査F区の石刃製作跡出土石器（1,2：大型石刃、3：石刃核）

クション（Asymmetrical Core Reduction;ACR）の範
疇で理解できる（Zwyns 2021）。他に平面剥離型や小
口面型の石刃核も出土しており、様々な石核消費技術
により大型石刃が生産されていた。

この石刃製作跡の周辺では、大型石刃を石核素材とし
た彫器状石核による小石刃生産が行われていた（図9）。
4は彫器状石核で、大型石刃の折面もしくは切断面を打
面として小口面から幅10～15mm程度の小石刃が剥離さ
れている。5～12は幅5～20mmの小石刃で折損したもの
が多い。2020年C区の北西隅においても同様の小石刃生
産が認められたが（国武他2021a:図12）、今回検出した
小石刃関連資料は貴重な類例の追加となった。
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図9　香坂山遺跡2021年学術調査F区の石刃製作跡周辺出土石器（4：小石刃核、5-12：小石刃）

図10　香坂山遺跡2021年学術調査F区の製品キャッシュ（西から）

4－2．製品キャッシュ
2020年D区の周辺においては、形状の整った石刃や

尖頭形剥片が数点近接して出土する状況がみられた。
剥片や砕片が少ないことから石器製作の痕跡は積極的
には認められず、製品のキャッシュとみられる。その
うち最も点数が多い範囲が図3にBで示した範囲であ
る。ここでは約50㎝×30㎝の範囲に10㎝を超える大
型石刃と尖頭形剥片がそれぞれ隣り合って3組出土し
た（図10）。図11に示した13と14、15と16、17と18が
セット関係となる。また図12に示した19と20も隣り
合って出土している（図3）。これらの尖頭形剥片はす
べて背面にY字形の稜線をもつ。13を除くと打面は尖
頭部を形成する稜線とは斜めに軸をずらしており、求
心剥離石核から生産されたとみられる。13は右側縁
に二次加工が施されている。

大型石刃と尖頭形剥片がそれぞれ1点ずつセット関
係を示すかのように、狭い範囲にまとめられているの
は、詳細は不明であるもののこれらの石器の使用方法
などが反映されていると考えられるのではないだろう
か。またこの石器群の目的とする石器が大型石刃と尖
頭形剥片であったことをあらためて示す出土状況とい
える。

4－3．礫群
石刃製作跡の南東に接して礫群を1基検出した（図

3;C）。輝石安山岩の亜円礫が9点破砕して、約50㎝四
方の範囲に分布していた（図13）。同石材の礫は遺跡
が立地する尾根の下の沢で採取可能である。原石は灰
白色であるがいずれも全体に赤化しており、黒色の炭
化物が明瞭に付着するものもみられ、強く被熱した状
況が想定される。

礫群に接して、頁岩由来のホルンフェルスによる刃
部磨製石斧が出土した（図14：23）。剥片製で両面に

平坦剥離が施されて整形され、平面形態がややバチ
形をなし、中央部の両側縁が僅かに抉れている。刃部
は表裏において研磨されており、シャープな刃縁が作
出されている。また礫群から0.7m南において基部加
工尖頭形石器（同：22）が出土した。基部の両面にわ
たって粗い平坦剥離が施され、上半部は素材の稜線に
沿って形成された断面三角形となる鋭い先頭部が残さ
れている。基部加工尖頭形石器としては類例をみない
加工と形態である。その一方で礫群から約1.5m東に
おいて、長さ6.8㎝の中型石刃を素材とした基部加工
尖頭形石刃石器が出土した（同：21）。2020年D区に
おいても同様の例が出土している（国武編2021）。

4－4．黒曜石キャッシュ
製品キャッシュから2m西において（図3：D）、黒曜

石の石核(図15：a)と分割礫片（同：b）、剥片（同：c）
の3点が25㎝×15㎝の範囲にまとまって出土した（図
15）。肉眼では八ヶ岳産に類似するが石核（同：a）は
斑晶が少なく非常に良好な石質である。この石材では
2020年E区において小石刃が生産されていた。このた
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図11　 香坂山遺跡2021年学術調査F区の製品キャッシュ出土石器（13,15,17：尖頭形剥片、14,16,18：大型石刃）
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図12　 香坂山遺跡2021年学術調査F区の出土石器（19：尖頭形剥片、20：大型石刃）

図13　香坂山遺跡2021年学術調査F区の礫群（南東から）

図14　 香坂山遺跡2021年学術調査F区の礫群周辺出土石器（21,22：基部加工尖頭形石器、23：刃部磨製石斧）

図15　 香坂山遺跡2021年学術調査F区の黒曜石キャッシュ
（南東から）

108   



旧石器研究　第18 号（2022 年5 月）

め本調査区では黒曜石製の小石刃は出土していないも
のの、その製作に備えた石材キャッシュであった可能
性も考えられる。

4－5．炭化物集中
石刃製作跡の南に接して、直径約1mの範囲に密集

する炭化物集中を検出した（図3；E）。礫群とは約2m
離れており、その間においても密度は低くなるが炭化
物が断続的に分布する。石刃製作跡（図3：A）、礫群

（同：C）と近接しているため3者が関連しあって機能
した可能性も考えられる。

5．香坂山遺跡の構造

香坂山遺跡で実施されたこれまでの発掘調査成果を
総合すると、石器分布は大きく３つのエリアに区分さ
れる（図16）。エリア1は1997年長野県調査BL1～4ト
レンチである。この範囲では311点の石器が出土して
おり、求心剥離石核から尖頭形剥片の製作が行われ
ている（谷編2001）。しかし大型石刃や小石刃は組成
していない。エリア2は2020年学術調査E区、KS区、
1997年長野県調査BL5・6トレンチである。この範囲
では298点の石器が出土しており、小石刃生産と尖頭
形剥片の製作が行われている。小石刃は大型厚手の縦
長剥片を石核素材とした小口面型石核から、尖頭形剥

図16　香坂山遺跡のエリア別石器組成

片は求心剥離石核から生産され、それぞれ良好な接合
資料が得られている（国武編2021）。大型石刃は組成
するものの調査区外から搬入されており製作の痕跡は
認められない。エリア3は2020年C区、D区、2021年F
区である。この範囲では1,487点の石器が出土し、大
型石刃、小石刃、尖頭形剥片のすべてが生産されてい
ることが判明した（図16）。

石器製作跡以外の遺構についてみると、エリア２で
台石が弧状に配置された弧状列石遺構を検出し（国武
編2021）、エリア3では上にみたように礫群や製品及
び黒曜石のキャッシュを検出した。

尖頭形剥片生産は、全エリアに共通して行われてお
り、小石刃生産はエリア２とエリア3、大型石刃生産は
エリア３のみで行われていた（図16）。尖頭形剥片、小
石刃、大型石刃の順に製作地点の範囲が次第に狭まっ
ていく。そして小石刃生産と大型石刃製作がみられる
エリア２と３において、列石遺構や礫群、キャッシュ
などが伴うことから、遺構と石器製作の多様度がとも
に増加すると評価される。このためエリア３からエリ
ア２にかけての範囲が、拠点的な居住地点とみること
もできる。そして微地形の復元から判明したように、
エリア２のE区とエリア３のF区は、この尾根上におい
て両調査区の間に想定された幅1～2mの沢の屈曲点に
臨む微高地であったことも、拠点的な居住地点が設定
された背景のひとつに挙げられるだろう。
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6．石材原産地における生活跡

香坂山遺跡は原石採取地に形成された遺跡ではない
が、大型原石の採取が容易な原産地近傍の遺跡として石
材原産地遺跡と認識することに問題はないだろう。ただ
し石材原産地遺跡としては生業行動の多様性が高く、八
風山Ⅱ遺跡（須藤編1999）を代表とする石器製作行動を
第一義として定義される石材原産地遺跡としては、理解
が困難な遺跡であることが判明してきた。その遺跡構造
の解明は、徹底した接合作業をはじめとする今後の分析
作業に委ねられるが、原石採取地に形成された八風山Ⅱ
遺跡との比較を基にその課題を展望しておく。

第4次調査で明示された重要な遺跡構成要素①は、
石刃製作跡である。製作残滓の累積場所が約1ｍ×2
ｍの密集範囲として検出された。一見すると「石材原
産地製作行動」の痕跡として典型例にみえるが、問題
となるのは製作残滓の評価である。八風山Ⅱ遺跡の石
刃製作跡で復元された接合資料には、製品は含まれず
製作残滓で構成され、残された石核は使用不可能な状
態にまで割り尽くされていた。それに対して香坂山遺
跡の石刃製作跡には、使用可能にみえる大型石刃と石
刃核の集積が認められた。この相違点については、八
風山Ⅱ遺跡での製作目的が遺跡外（遠隔地）の生業行
動であったのに対して、香坂山遺跡での製作目的が遺
跡内（近隣地）で繰り返された生業行動であった可能
性を示唆すると考えられる。遺跡構成要素②の特殊性
は、大型石刃と大型尖頭形剥片のセットからなる製品
キャッシュであり、これは遺跡内で繰り返された生業
行動の具体像を示唆すると考えられる。

以上の構成要素①②から評価できることは、大型石
刃と大型尖頭形剥片の消費による生業行動こそが香坂
山遺跡形成の主たる要因であり、それを成立させたの
が大型石器製作を可能とした「石材原産地製作行動」
であったと推察されるのである。

香坂山遺跡と同様の例として群馬県善上遺跡が挙げ
られるが（須藤2021）、黒色頁岩と黒色安山岩の大型
原石の採取が容易な山間地に形成されており、初期石
刃石器群が山間地の原産地近傍に立地する傾向を追認
できる。また既に示したように香坂山遺跡では熊本県
石の本遺跡（池田編1999）と同様に最古段階の礫群が
確認され、礫群直近から研磨により刃部作出と再生が
明確な斧形石器が出土した。これは平野部と共通する
何等かの生業活動が香坂山遺跡においても展開してい
たことを示唆するものである。草原環境が卓越する高
標高地の香坂山遺跡において（早田・金原2021）、近
隣に森林環境が想定されている平野部の石の本遺跡

（古環境研究所1999）と共通する生業活動とはどのよ
うなものだったのか。香坂山遺跡で新たに判明した石

材原産地における大型石刃を伴う生業遺跡の性格究明
が、列島における後期旧石器時代最初頭における行動
論研究の重要な端緒となると展望される。

7．おわりに

2020年に実施した3次にわたる学術目的の発掘調査
により、この遺跡の基本組成が大型石刃、小石刃、尖
頭形剥片の3種であると推定したが、2021年学術調査
によりその構成を再度確認することができた。とくに
尖頭形剥片と大型石刃がセットで出土した製品キャッ
シュの出土状態は、この構成が、当時目的とする石器
組成であったことを確信させる成果といえる。

そして、2021年学術調査により、本発掘調査の最
大の目標としていた大型石刃製作跡を完全に検出した
点は特筆すべき成果といえる。これは列島最古の石刃
製作技術を解明するうえで最良の資料となることは間
違いなく、今後詳細な分析を行う予定である。さらに
予想外にも石刃製作跡に加えて、礫群や製品及び黒曜
石のキャッシュを検出した。礫群は、多量に製作した
大型石刃や尖頭形剥片を利用した動物解体などの後
に、例えば調理などにより活用された可能性も考えら
れる。炭化物集中も何等かの火の利用に伴うものであ
る。そして製品や黒曜石のキャッシュの存在は、将来
再びこの場に回帰する予定で土地利用がなされていた
ことを示している。尾根上の沢に臨む微高地において
各種の遺構が構築された状況を考慮すると、香坂山遺
跡が単なる原産地における石器製作跡ではなく、回帰
的に利用された拠点的な生活の場であったことを示し
ている。列島最古の石刃石器群は、原産地近傍に設定
された回帰的な生活拠点において発揮された石器群で
あったと、現段階では評価しておきたい。
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The Location and Structure of the Kousakayama Site
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　This paper reports the result of the 4th excavation in August and September 2021 at the Kousakayama site, 
where the earliest blade industry in the Japanese archipelago was revealed in the 2020 excavation. We found the 
blade production workshop, which had been the main purpose of this excavation. In addition to that, we also 
found the pebble cluster which is considered as the fireplace for cooking, and the cashes of blades, points and 
obsidian raw materials. Therefore, it seems that the Kousakayama site was not only the workshop for blades, but 
also the residential base camp which had been used repeatedly. The Kousakayama site is located on the flat ridge 
of the Happusan mountain, 1,140m a.s.l., and there might have been streams on the ridge. In addition to that, 
the Kousakayama is very close to the area where the raw materials for lithic production were plenty distributed. 
Therefore, it seems that the residential base camp was set in the Kousakayama site because of the advantage of the 
utility of water, raw materials and the flat place which was very rare environment in such a mountain area. 

Keywords: the Kousakayama site; blade production workshop; pebble cluster; cash; location environment
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