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1::::.要 E 

本務は、旧名向原遺跡から出土した に含まれる被熱療跡を認定してその特設と分布を議論し

た。

回名前Jl厳選跡は、神奈川県相模原市に所夜する� 遺跡、は、石器集中鶏(ユニット)� 2ヶ所、磯群� 2ヶO

所、� f主股状j貴構(炉跡� 2ヶ所、柱穴12ヶ所、ぞれを巡る外愚問機群)から構成される。

を受けて変質したと思われるものが含まれていることは俄加に詑意されていたものの、体

られてはいなかったc そこで本稿は、生成実験に碁づく明示的な指標によって

し、北海道で毘知の問機の被熱痕跡と比較することでその特徴を考察した。また、

した資料のほとんどが謀議石で占められていることを利用して、その被熱痕跡の分布と

との関連を検討した。

の被熱痕跡は� 1次認査Iil走資料の約� 4%に確認され、その分布は、住活状遺構内の炉跡と

の柱穴に集中する傾向を把握した。議曜夜の被熱痕跡は木灰との接触を伴う誤られた条件で生成するた

め、炉跡との相関性の強い属性であゐと習ってよい。したがって、一部の枝穴にも黒曜石の被熱療跡が

した事実は、それら柱穴とされていた遺構が実際には'炉跡であった可能性を示唆する� またこの百1Q

2次謡査で回収された微細石片についても実施した黒略行の被熱痕跡、の観察からも支持され

したがって徴締石片を石器製作の場と考えるならば、遺跡内に奥日曜石の被熱痕跡が主主じ

、住活状遺構の南東� 2ヶ所� (F2、PlOの閤辺)で石器製作を行った際に炉を焚くことがあったため

と解釈できる。

キーワード:後期i日石器時代、 実験、炉、微綴fi片� 

1 はじめに し、資料批判に耐えて多くの研究者が妥当と認めるも

のはほとんどなかったといえるであろう(楽島1989、

箆本列島の18石器時代の議跡から住居遺構が 嬬回2004んしたがって、これまでの旧石器時忙の一

みつからないのは、� 1地点での暗殺慰問が短く、明確 般的な属性に関する推測とは整合しないこの濃跡の位

しにくいためで、あると考えられてきた。実 墨付けは、今後の重要な研究課題のひとつで、あろう。

に、遺跡からは明確な炉跡やこ乞坑などの構築物が見 そこで本稿i立、近年正式報告された剖名向原遺跡の

つかることさえ極めて少なく、百昔話、様、炭イヒ物の散 研究成条を整理した上で¥改めて従来とは異なる黒濯

に|浪られることが多い。 という視点から遺跡の解析を試み、今後

そのような中で、神奈川県相模原市で発見された団 に勝かれる誹究の可能性を示したいと考えるものであ

名向燦遺跡 11は、� l日石器時代の住賠'd:示す可能性の高 る。� 

い議機が含まれていると許{臨されて悶指定史跡とな

り、現在史跡整備事業が進行ゆである(大貫2006)。こ

れまでにもi白石器時代の性患と考えられる遺構が将麗 2 目的
されてきたように{鈴木1983、会自1992、吉田� 

1998)，その可能性が指擁される蓮華志はあった。しか (1)盟名向漂遺跡の概要 
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~B議右の被熱痕跡:による悶名向原!日石器時代伎筒状i設機の新しい解釈(坂下主罰則)

国� 1 悶名向j東灘跡の位置(田名塩田潰跡群発掘調査盟議1998Fig.l後改変)

向原遺跡は、神奈川 回名塩田� 3了毘� 

313番� 3外に所在し(図1)、護在� 4次調査までゆ成果

怒れている(田名窪田遺跡群発掘麗査誌編2003、

会� .III名指原議跡事資究会編2∞4、相

会文北財保護室編20(郎)。そのうち本

向原遺跡の住居状遺構に関連した� 2次調査

までの成果に碁づいて議論し、遺跡から出土した資料

の大部分令市める� 1次調査時の資料を主な分析対象と

する� 3)C 

i次調査は、� 1992(平成制年からの?揺に豆る衿

奈川県相模涼冷却の� fしお

謹蔵文fヒ貯の事前調査として、� 1997 

20日から� 8丹2日に昌名塩田遺跡群発掘調査団によっ

て行われた。遺跡からは、� 2ヶ所のユニットと� 2基の

磯群に加えて、環状に巡る礁の分布とその内筏に柱穴

・炉跡、なども確認され、ぞれらの有機舵関連からf主題

状遺構である可能性が高いと判断されて19鉛{平成11)

年� 1丹28目、理史跡の指定を受けたc 

2次調査は、� 2001(平成13)年7月30日から� 8丹27 

Bまでであるc 調史跡指定による史跡田名向燦遺跡保

存整備事業に伴って、住居状遺構の構i設を解明するこ

とを目的に、遺構の南東� 4分の一部分に限定した得議

査が行われた。その成果は、相模原市教育委隷会が2

次調査に際して投穫したIII名向原遺跡窃究会を簿成す

る環境部会、遺物部会、遺構部会によって最終的に報

告されたc その最終鈴な内容を中心とする� 

価は以下の通りである。

編年と古環境

遺跡は、最終氷期最盛期に形成されたとみなせる相

撲野台地の陽原段丘塩田臨ょに定地し、直下に

|泥流堆積物(推定 19 ， 0ω~23 ， 0ωCALYBP)

められる。遺構面の柱穴� (p9、PlO)から採取された

化物の故射性炭素年代� i土、� 17，650::t:60RCYBP 

[Beta127792J、17，630全部RCYBP [Bet昌-127793J明� 

と近接した債を示し、OCALYBP)，∞000-23

開時代f主に追証的で、地質的にも矛盾していな

し為。� 

また、遺構樹から採取された炭化材の樹種同定では

当該期に従来から知られていた溢帯性針葉樹が卓越す

る温帯針広塊交林の様相は示さず、落葉広葉樹の多様

性を示唆する結果が得られた。この給条の解釈は、罵

所的に落葉広葉樹主体の植生が存夜した可能性と、人

類によって務紫立葉樹が選択的に利潟された可能性が

指摘されている(辻・町田・久保・津村2004}。

遺物

出土漬物は、現地保存となった住民a状遺構の外局円

礁の大部分と� 1号機群を徐き、石器3，449点、磯163点

の計3，612点モある。そのうち住密状遺構は、石器� 

2980点、線路点の計3，036点であるヘ石器群の特徴

として石材構成に占める黒曜石の割

合が圧倒的に多いことにある

住居状濃構と� 1号ユニット出土の石器令対象とした
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黒曜石の被葬義援定跡による閃;s向原IB石苦長時代住居状選緩め新しい解釈(坂下費量日)

使用痕分析が行われ、尖環器ア点に衝撃演i難痕、スク

レイパ…� 2点に使用療の可能性が指摘されている C

また、本石器群と類似する遺跡の分布は相撲野台地

を中心とする南関東をや心として山形県から畏野、静� 

iこも分布し、特に東京都多摩ニュ…タウンNo496

遺齢、東京都水滋森野遺跡、東京都伯JII:i:議跡、長野時

西の腰B遺誌であることが指摘冬れた� l白石2004)。

遺構(凶� 2) 

住居状遺構i立、個別遺構の検討結果とそれら

的な関連性から「住居跡jと認めてもよいと判断され、

される住罰の上呈も護元された。{主諮状違構を構

成する要素の検言す毒素系は以下の通りである。

柱穴:12ヶ所の柱穴の内、� 1次総資で西側の� 2号柱

穴� (P2).品分柱穴(P4)、 2次調査で東側の� 9 

(P9)・10号柱穴� (P10)と計4ヶ所が切跨議査された。

その結果、� 2iラ柱穴� (P2)、9号柱穴{約)では掘り

込みは線認されなかったものの、� 4号柱穴(P4)、� 10

号柱穴� (PlO)では投穴の掘り込みと評価できる断面

談察がなされたc

炉跡:残留議北と帯磁率の検討のために遺構中央や

や東側にある� 2号炉跡� (F2)を含む範聞から連続的な

土壌の採取が行われ、被熱の証拠が確認された。

外調問機群:各援の漬物分布(石器、微細石片、炭

先物など)が、特徴的な磨石状の多孔質な安山岩を中

心に構成される外周円磯の外側には分布せず、ぞれが

遺物分布の限界線を表現している。

:外罵丹磯の分布が稀な l号柱穴� (P1) と10号

柱穴� (PlO)の開を入り口とし、遺構中央怒りの11号

柱穴� (PU). 12号柱穴� (P12) を棟持柱とする伏屡式

で、上障の裾は柱穴から外活j円機群の方向に斜めに伸

びて内側へ折り返され、その上に外潤河機群が載せら

れていたと解釈す鳴る。また、投穴を結ぶ線を内将、外

!髭丹磯群を外円とし、内向部を区画 1、外丹と内円の� 

2とすると、区画� 1と2の遺物密度が異なる

ことから、その境界にi思蔽物があった可能性も指檎さ

れている(小野2004)。

は)問題の所悲

筆者の梗点は、� i賞跡出土の議犠石製尖頭器のなかに

焼け燐れたような資料が含まれていることに設罰して

を実見したことを契機とする(田名毒自遺跡哲学識

張関編1998:7のPLl6)。実見では、議議石のガラス先� 

i尺を消失する「いわゆる黒磁石の被熱痕跡」を他の灘

片のなかにも肉眼で晃出すことができた。国名向原遺

跨から出土した黒礎石が熱、を受けて変費している可能

性については、既に側別に記述されている資料もある

が(麻生2003:20な目、これまで体系的には検討さ� 
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れていない。

しかしながら、往罵状濃構に伴って� 2ヶ所の;伊跡が

されたことを考えれば、縮問に指摘された資料の

ほかにも熱を受けて変鷲したものが含まれている可能

そして、回名向原遺跡における黒曜石の被

熱痕跡、とこれまで:iに北海道で指摘されてきた黒曜石

の被熱痕跡とを比較するならば黒曜石の被熱痕跡に関

ずるより� 般的な特徴の考察が可能ヤある。また、田4

名前原遺跡から出土した資料のほとんどが黒曜石でお

められていることを利用して、そのなかに含まれる被

熱痕跡の分布を遺構との関連で{立霞付けることができ

るならば、これまでの遺構解釈に付加する理解が得ら

れるにi童いない。

そこで本務は、田名向原遺跡、から出土した黒曜石に

れる被熱の痕跡を認定し、その痕跡の特徴と分布

る視点から改めて遺跡の評価を試みようとす

るもので、ある。� 

3 方法

(1)議議石の被熱痕跨の認定に関する研究時史

肉壊で観察される議議省のガラス光沢の治夫など、

とは異なる特徴をもった黒曜石は、続験的に熱を

受けた結楽であると考えられ� f¥;ミわゆる黒曜石の被熱

痕跡jとして1970年代には注意されていた(門脇1970、

弱藤1970:56-57、加藤ほか1970:66-67な 。

しかし、そのような推測から実際にそれらの痕E惑が

木灰との接触を伴う加熱誕変と持閣の変数によって生

に明らかにされたのは、ブイツショ

ン・トラック法による黒礎石の原産地推定に関する甥

究の文脈においてであった(福罵・輿水1990、輿水・

福岡1991)6。

この成果を踏まえ、黒曜石の被熱痕跡を肉絞で認定

することの不確定さを指摘し、北海道の旧石器時代の

遺跡資料に認められる� fいわゆる黒曜石の被熱療跡、j

と電気炉を利用して生成した実験試料との対立によっ

て、実体顕微鏡下で観察される格子状のクラックを確

実な黒曜石の被熱痕跡と認定できることを示したのが

現在の撲連点である(中沢2000) 

( 2 )先行街究の或果

中沢祐一氏の黒曜石の被熱認定に関する成果は以下

のようにまとめられる。� 

1) 北海道メボシJII2遺跡(忍路子控謡石刃核を主体

とする有舌尖頭詳の伴う総石刃石器群;誰定� 

10，000-17，∞ORCYB刊の黒曜 釘4，963点をJ

15~60倍の実体顕微議アで観察し、 i設常とは異な
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18石器研究 議~4{子 

表� 1 遺跡出土の黒曜石 表� 2 黒翠玉の被熱痕識


旧名向原遺跡 黒曜石{点数) 若器(点数)
 

遺跡 2，455 3，449 

住窟状遺構 358 2.980 


{主語状遺構 非被熱資料� % 

765 95.9 

1249 95.2 

242 97.6 

悶� 3 実験試料の被熱痕跡� (60X) 関4 遺跡資料の被熱療競[漬物番号1611] (60X) 

G ¥ 

¥¥/  

/O.o Ga-¥  

.."、0J)
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悶5 黒曜石の被熱痕跡の分布
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禁磁石の被熱痕毒事による問名向原j白石君主時代f主婦状遺構の章者しい解釈(坂下資郎〉

る特徴をもった� fいわゆる黒曜石の被熱痕跡Jを

以下� 6つの形態に識芸せして定量的に示した。

曹は時一資料に組み合わされて確認される場合が

あり、空手形態の点数と総数は一致しない。百分率

は「いわゆる築様おの被熱痕跡j られた資� 

料中に占める都合を号している O 

1a :曲殺のとど 1507 (67%) 

1b: :魚のウロコ状のヒピ 108 ( 5%) 

1c :格子状のクラック 1000 (44%) 

2 発臨� 87 ( 4%) 

3a:平誼な折れ面� 162 ( 7%) 

3b:同色のある折れ面� 79 ( 4%) 

2) 	 Iいわゆる黒曜石の被熱痕跡jとの対比のため

気炉を用いて黒曜石の被熱痕跡を実験的に生成し

た。実験は、北海議設戸産の黒濯お剥片を使った

ヌjcE友との接触の有無、講度、加熱持簡を変数とす

る室内の制御実験である。その結果、� 550'Cで 9

時間以上部熱した黒曜石試料、には木灰と接触して

いた部分にだけ格子状のクラック(lc)が明瞭に

され、実験条件の範閲内で説嬰できる確かな

集濯石の被熱痕跡マあることを恭した。また、� 3a 

も偶発的にではあるが生成された。� 

3) 一方、総郷実験の条件では生成されなかった弘、� 

lb、2、訴のれミわゆる黒曜石の被熱痕跡Jt立、対

比試料によって説明できない以上確実な黒曜石の

被熱痕跡と認定することはできない。火の滋度変� 

fヒと埋没遇税での自然作用が黒日程石に与える影響

は多様であるから、今後それぞれが被熱痕跡であ

るか否かを改めて実験的に明らかにしていく

があることを指摘し

そこで本稿では、おの成果を追試し、加えておの

ように保皆された痕跡の生或要因を探る実験を行って

県日盤石の被熱痕跡の認定基準を不すこととしたい。� 

( 3 ) 

実験方法i立、中沢祐一誌に準じた温度・;t完成との付

着・加熱時間を変数とした室内実験とし、議気炉によ

って溢度一定の条件を作り出し、時間経過と黒曜石の

変fヒの関係を把養護するものである。黒礎石試料には、

先行研究とは疎地の異なる北海灘白滝産を用いた。ま

た、先行研究の生成実験によっては把援されなかった

痕跡、の生成要因を探るために条件を� 6通り設定するこ

ととした。異体的な内容は以下の通りである。

黒曜石の毅片のみ

号 るつぼのヌド[A(約15g)に黒曜石の剥片を学分ま

で埋め込む� 

③ 	 るつ誌の木灰(約15g)の上に黒曜石の剥片を載

せる� 
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告	 るつぼのヌド京{約15g)の上に黒曜石の剥片を重

ねて載せる

条件@を� 2つ用意して実験終了と問時に、水

〔約30cc)

寄	 るつ誌のヌド灰以外(約15g;砂、土など)

石の務j片を半分まで填め込む� 

( 4 )認定基準

実験の結果得られた試料は豹270である。その結果、

いくつかの新しい知見を得るとともにへ先行研究と

は諸問じ温度・時間経過の範閥でヌド灰と接触していた

部分にだけ黒曜石表蛮の党出が消失することを確認

し、ぞれが実体顕微鏡下紗では微細な格子状のクラック� 

(lc)であることが観察された(関� 3)。これは、先行

を追認する結楽である O

したがって本格では、実体顕微鎌下で観察される格

子状のクラック(lc) を確実な黒曜石の被熱痕跡とす

ることに間意し、その認定義療とすることとした。

4 	分析

(1)実体顕鍛鏡による黒曜石の観察� 

l次調査で組収された旧名向原遺跡から出土した全

ての黒曜石資料2， 455点を倍率 15~60倍の実体顕微鏡

下で観察したところ、先行研究の北海道メボシ1112

跡とは異なり、曲線のとど(la)や表面下にはしる魚

のウロコ状のヒピ(lb) は観察されずヘ全面が発向

している資料� 1点を除いて、裕子状のクラック(lc)

(国 4)との組み合わせで発確認〉、平担な折れ蛮 

(3a)、出凸のある折れま吉(3 b) が認められた。具体

的には、以下の通りである� 吾分ヰ授は諾形態中に占めO

る割合を示してしゅ。� 

la : 1曲線のとど� なし

lb : :然、のウロコ状のヒピ なし� 

lc :待子状のクラック 102 (99%) 

2 発砲� 2 ( 2%) 

3a:平坦な折れ闇� 34(34%) 

3b:凹凸のある折れ酉 1 ( 1 %) 

したがって本稿では、� j政試実験による成果を踏ま

え、実体顕微鏡下で認められた通常とは異なる「いわ

ゆる黒曜石の被熱痕跡Jl03点のうち、格子状のクラッ

クが確認される� 102点を黒磯石の被熱痕跡、と認乏して

議論を進める(表� l、表� 2)。尚、出名向原遺跡では

呈礎石の産地推定が行われ、神津島を除く関東勝辺の

主な奥耀石産地の全てが確認されているが被熱痕跡の

られた資料は全て捻定不可資料であった。



( 2 )被熱痕跡の分布

E8各戸j原遺跡において累犠石の被熱痕跡と した

資料の分布i立、遺跡内の� 2つのユニットや磯群にはま

ったく分布せず、住居状遺構内に限定的な分布を示し

た(図� 5)0散漫な部分はあるものの、特に� 2号炉致、� 

(F2)と、 8号柱穴� (P8)、10号柱穴� (PlO)に集中

する傾向があると患われる。

熱濯若の被熱痕跡、にまとまりが見られること令受け

て、� 2次調査特に問i祭祥子氏によって衛策4分の� 1グ

リット内〈滋� 6)で略取された後総宿片(Imm箭資料)

についても黒磯苓の被熱の痕跡の認定を試みることと

した。綴微細石片の垂直分布ょのどークは、通常の発

で、取り上げられる石器よりも垂藍方向で� 5cm

にあり、いわゆる機群や配石の出土寸る轡位で

あることが指摘されている(岡漆2004:101)0 したが

って、微縄お片に認められる分布傾向と、先の� l次発

掘資料で指揺された分布傾向との比較から遺構内にお

ける分布傾向に関して一定の依頼性が得られるであろ

うと考えるためである。

デジタルマイクロスコープ(キーエンスVHX)でサ

ンプル豆から期収された黒曜石製の微綿五片の全てを

観察したところ、実体顕微鏡下で認められた格子状の

クラックが機組石片にも!奇じように観察され(思?、

調8)、その分布は� 1次調資の際に手掘りで阪収dれ

た黒曜石剥片でも被熱痕跡の分布の集中が確認された� 

2寺子炉跡� (F2)と給与子柱穴� (PIO)に降じような傾向

が把握されたほか、� 9号柱穴� (P9) の南側にも被熱痕

)。9跡の集中寸る傾向が確認された(削� 

5 考察

の被熱覆跡

、産地の異なるく北海道置戸産と北海道白滝

実験試料を用いた追試実験によっても先行研究と

ほほ同じ条件で木灰に接触した票曜石の荻閣にのみ格

子状のクラック(lc)が実体顕微鏡下?観察されるこ

とを議員まして認定基準とした。また、それらは多様な

産地からなると思われる回名向原遺跡の� l

料、� 2次調査資料の一部においても実擦に

したがつて、格J1子� 

i ほまとんど考患しなくともt にこ適悶司による影響をi 良込い広域i

用可能な黒5轍譲おの被熱痕跡の指標と考えることがでで、き

よう� G

されるのは、北海道メボ、シ1112遺跡と神

奈川壁一出名向原遺跡で認められた「いわゆる

被熱痕跡jの棺i患である。これらの痕跡は問乙枠組み

で比較可能であったものの、部名向原遺跡、ではこじ諾痕

IB石器研究 者葬品分� 

動:の認められる総点数が少ないこと、諜痕跡のうち

曲線のヒピ、(Ia)、魚、のウロコ状のヒピ(lb)は確認さ

れないなど大きく異なっている。筆者の観察経験則に

おいても、� r，，'わゆる黒磯五の被熱の痕跡j

資料に多く、明瞭に、また多様に認められる檎向は変

わらない。おそらくこの傾向は、これまでの醗究史上

でこれらの痕跡が注意され、研究されてきたのが主に

北海道で、あったことから考えでほぼ妥当であろう。こ

のような現象の背景を環状で弘は断定的に結論すること

はできないものの、昏については、出殺のヒピ� (la)、

魚、のウロコ状のとど(Ib)が黒曜石の表阪に彩成され

た微細なとどや変質に浸透した水分の凍結膨張によっ

て生成するものであったならば、北海道という地理的

環境の黒曜石が影響を受け易く、本弁iの遺跡とは罪悪な

る様絡にあると説明可能ではないかと筆者は考えてい

るl~
ただし、舎のような総点数の差異、 の異

なる黒曜石の被熱痕跡の違いは、当然ながら人類の居

住様式の変然も影響していよう� 議論の進展には、O

験的研究と黒曜石の分布する多地域での定量的

と比較の蓄積が必要マあり、今後の課題である O ま

器温での黒曜おの被熱を加熱処理による石材の強

化ととらえる視点(向井2003) もあるが、本稿の成果

では議論できない。� 

( 2 )住居状遺講の解釈

追誤実験の結果から導かれる認定基準に従って、� I

次謡査出土の奥日議;おに連用したところ指名向原遺跡の

黒曜石の被熱痕跡は住居状遺構内に

の集中は特に� 2号炉跡� (F2)と8

柱穴� (PlO)に認められた。また、 2次調査の際

取された微細石片についても被熟黒曜石の認定と分布

の検誌を行なったところ、先の結果と震なる� 2号炉跡� 

(F2)と10サ柱穴� (PIO)覇辺のサンプルから黒曜石

の被熱痕跡が縫認されたほか、 9~子柱穴(P9)の南に

もややその傾向が窺われた。

黒磯;信の被熱痕跡と認定する顕微鏡下で観察される

格子状のクラックは、生成実験による追試マも瞬らか

なように、温度と時掲の変数だけではなく、「木灰との

接触jという限られた条件で生成するため、炉跡との

相関が強い属性であると患われる。実際に、発揮調査

に加え、残留磁fとと帯磁率の調査でも被熱の

反応、が検出された炉跡� 2(F2)に被熱痕跡が集中する

結果は、被熱痕務会合む黒曜石が持ち込まれていたと

いうよりも、かつて権かにそこで火が焚かれた結果と

考えるのが整合的である。したがって、黒曜石の被熱

痕跡が8号柱穴� (P8)、10幸子牧穴� (PlO)に集中する

、ぞれらの遺構が実際には炉跡、であっ� 

149 



岡6 微細石片のサンプル範閥

関7 微細石片の被熱痕跡� 

(25X;格子は2mmメッシュ)� [e・3J 

部8

徴線忍片の被熱痕跡� 

(75X) [e-3J 

む
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関9 微細布片とその被熱痕跡の分布(間違2004 悶7を碁に作成〉
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図10 性居状遺構南東部の解釈(問濃2004 [;i{I7を基に作成}
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あるように思われる。特に、微細お片の分布によって

も炉跡 2(回)と同じような分布の集中が雑誌された  

10号柱穴  (P10) は、その解釈を裏付けるものと替え

よう。

さらに、撤細石片の分布を石器製作が行な

と考えるならば、 f主量状遺構の南東では大きく 3ケ

で石器製作が1Tわれ、その宍  2ヶ所{路、 PlO)j雪道)

は被熱痕跡の分布と重なることから、製作特には炉を

焚いていたことがあると推定される  O また、南側のも

う lヶ所は l次調査、 2次調査資料の顕微鏡畿察から

も議議行の被熱痕跡、はまったく見出すことはできなか

ったことから、石器製作が行われた際には炉を紫くこ

とのなかった場であることを示すと解釈できる(図  

10) 

ただし、このような解釈が妥当であったとしても、

現状では住賠状遺構を巡る特徴的な外周円礁の非在を

ることはできず、個別遺構の検討結果とそれら

の総合的な関連性から「住居跡jと判断された  2次調

資終了時の解釈の根拠となる構成要素を到の枠組みで

説明しきった解釈と雷うことはできない。したがっ

て、従来の解釈は有効な部分を残したままである。し

かしながら本格の成果は、 2次課査で柱穴の掘り込み

と評価で冬る断猟観察がなされた10号柱穴  (PlO)を

炉鯨であると解釈し、 1号柱穴  (p1)と 10号柱穴  (PlO)

り口と懇定していた晃解への反

として全体的な枠組みへの襲

はっきりしない。外開円襟面で

されている遺構面下の資料を考慮  

し ろう。

6 おわりに

本稿は、問名向原潜跡から出土した黒磯;石に含まれ

る被熱痕跡を認定してそ

曜石の被熱痕跡は  1次調資資料の約  4%に確認され、

その分布  i立、生活状遺構F'すのが跡と…部の柱穴に集中

する傾向を把握した。思曜誌の被熱痕跡は木択との接

触を伴う醸られた条件で生成ずることから、炉践:との

柁関性の強い議性であると寄ってよい。したがって、

一部の柱穴に黒犠石の被熱療跡が集中し

れら柱穴とされてい

龍性を示唆すると

謁査で醤殺された徹線五片についても同じような傾向

が確認されることから妥当で、あろう O したがって微細  

石片を石器製作の場と考えるならば、 で 

!日石器研究第 41チ

した被熱累濯石の原密の一認は、南東  2ヶ 

PlOのjきi沼)で石器製作を行った擦に炉を焚くことが

あったためであると解釈できる問。 

1遺跡内に多数の炉跡の存在を示す本稿の成果は、

る柱器状遺構の資料批判を越えて、今後の研究展

される点に意義があろう。田名向原遺跡が位

る相模野台地を含む南関東では、詳細な編年研究

ど)を前提とする遺跡、間研究が進展し

ており(岡武1999、島田2006、鈴木2006など)、今後

間・回帰頻度に関する具体的な議論の進

きょう。また、これまで優れた成果を上げ

ながらも孤立的であった最近の遺跡舟研究(凶器2000、

がこの地域で展開される契機となるこ

謝辞

にあたり、収蔵資料の分析作業を全霊的に

特に実費的に尽

カ]糞い します η

また、 常にご指導

高倉純、高瀬克範

(東京都立

して議論頂いた

1)本稿は、悶指定史跡総関となった阪名綴E院選跡塁手向原遺跡!日

石器時代No4地点を旧名前Js荒波動:と呼紘する。 

2 )成果の一部i立、践にi遂事長的に公道交j済ふ“とあるが(坂下20(潟、 

Sakashita2007)、本務においてはじめてその語学級を明らかにし今

後に関かれる研究のilJ綾性を議論したい。 

3) 3次・ 4次議査の成祭i立、艶名i会JIjま遺跡の俊足号状波1薬害きであ
り、 l次.2次議査を追認するものであることからヱド綴の泌総、

分析の対象から除外しでも本績での主義織に大きな影響はない。 

4 )遺物番号3143(住居状遺携・祭綴石・チァブ)と殺妻子された

資料i立、実兄によって遺物ではないと終厳し総点数から除外し

た。また、報告書記載の住居状遺構出土の察、緩行総数 (2，357ぷ)

に遠いが主主じた。この迷いが本稿j夕、358，(2と筆者集計の総数 

Il)解釈に影響することはないと判断し、筆者集計を優先谷せて綴

議量を進める。 

5 )並立して記述された報告書には十分記されていない五十嵐俊

雄氏、柴顕微氏による本遺跡の石材名称、の判断の根拠が、賞受近公

開されている(柴田2004・2∞5、五十嵐2006)。石緑石材認、2創立、

非破壊という制約上資料の条件によっては信頼性も異なる。し

かし、一旦認定された後に、そのような信頼性の笈嬰が考慮怒れ

ることは少ない。既に文化層設定に関わる若干の考祭は記した

が(桜下200旬、ごの問題に関しでは機会を改めて議論したいな

6)この成果は、のちに千葉県和良比遺跡における縄文隣代前期 
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黒磯石の被熱淡路による悶:t向際!日石器時代佼際状遺構の新しい解釈(坂下望者約〉

末業の{主主き跡、内の分析 iこ応F話されている(輿氷.~存在5・戸村 1宮 97) 。 

7 ) この読まま訟法i集iこ従って、北海道111滋C遺跡の後期18石祭器幸代

の遺物分布が検討されている(高倉‘や沢2003)。� 

8 )護憲幸fの実験によって、黒曜石の被葬義援定議事iこ演する新しい匁i見

を得ているが機会を改めて議論しだい。本稿の主主祭;立、中沢祐-

~の成呆を追認することだけでも説明できること、解釈とは関速

しないバランスを欠いた考書寄;こ発展すると判断するためである。� 

9)中沢祐一氏が分類した「いわゆる黒礎石の被熱痕跡」を2∞8 大賞英明� 2006 

~の強化一先史時代1])人々の技術革新を採る~ Jr旭川市立博

物総統究毅告J 9、11鱒� 18策、北海j議、1t!!.IIIr作博物館

中沢紘一政事8 1祭器援おの被熱Jr北海巡回石器文化研究J8頁、� 

1じ海道、北海j援問石器文化研究会

中沢祐一� 2∞o I~緩石石務総 lこ認められる被熱療跡、の生成条

草案と雪量的務側J r第図紀研究J39-6、535-546予言、東京、 日本第

四紀余昔話

54-65、j跡の整綴Jr史跡空襲備と博物銭H!王者311:11 

年11月iこ千a歳市埋蔵:文化財センター内で綴翼連しており、まま滋の鑑

襲警による違いとは考えられない。資料の災見に燦しでは� E日付俊

之氏iこご配慮頂いた。� 

10)北海道線永殺事卒、新潟県真人燦遺跡、長野県上ノ療遺跡、神

奈川県国各犠遺跡群などの鋭終による。北海i議嶋ヰ;遺跡、長野

築上ノ原波跡については正式報告が未刊行ながら山旧昌久先然、

中村おR:氏のご配慮によって綴察の機会を得た。� 

11)ポ分の凍結;;援によって石器iこ剥毒症なと、が生じる訂後伎は、

既にゆ沢祐一氏も機織している{中沢i事98:注13) 

12)微細石片の分毛主主義Lニシルエットの人物を配援して解釈の視覚

堂、5肉や{立15悪女1])別や年齢、獲したf的被効の役割をかしたが、� 

またその人数や頻度は現時点で不明である。闘がに際しては、後

もi農草野な微李総石片のサンプル巨互にシルエットの人物の手ア亡がく

るように配慮したに過多?ない。� 

13)ニの成呆は、かつてtlJ下秀樹氏が東北から東海・瀬戸内地方

の受然石器の検討で究号、定した� f炉の!潟聞で石器製伶をしている時� 

lこ、偶然その破片や副産物が火ゃに飛び込んだJ(llJ下1988:57) 

綴子を示している。
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New Interp詑� tationof Tana-Mukaihara Palaeolithic Dwelling Site 
based on Thermal Alteration of Obsidian 

Takanori SAKASHITA 

Taお説会1ukaiharasite is located in Sagamino upland on the left bank of Sagami River in Sagamihara City，Kanagawa 

Prefec総� re，Japan. The features characterizing the human occupation at Tana-Mukaihara site consisted of 2 concentration of 

Iithic artifacts，2 p悲bblecluster，pebble-surround吋� habitationstructure composed of 12 pillar holes and 2 h巴arths.The most 

ch畠racteristicwere pebble-surrounded habitation structure exceptionally well preserved to an Upper Palaeolithic dwelling in 

Japan (about 20，000 CALYBP)，and with the common use of obsidian for flake-tools. The purpose of this paper is to 

examine human activities in a palaeolithic dwelling site in Japan by using the therrnal alteration on obsidian. 

Identified as thermal alteration on obsidian using巴xp巴rimentalcriteria，it was found that the thermal alteration on 

PlO)in，but also part of the suggested pillar holes (P8)， F 2，palaeolithic obsidian were not only concentrated on hearths (Fl

ap泌総olithicdwelling site. The results indicate that part of the pillar holes (P8，PlO)were functioned as real hearths. In 

addition to spatial analysis of macrodebitage，it se巴msr!巴asonableto int巴rpretthat the people knapped around two hearth器� 

(F2，PlO)in a pebble剛� surroundedhabitation structure. 

Thεresults of this research will change the direむtionof studies on Palaeo¥ithic dwelling facilities in Jap鉛， τefuture'h

direction of this research will be 1悶� dto the comparisons with int!巴子regionalcases in Eurasia. 

Keywords :Upper Palaeolithic，Sagamino upland，experimεnt，hearth，macrodebitage 
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