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はじめに

日本の後期旧石器時代を代表するナイフ形石器と呼ばれる石器の中には、刺突具と

しての機能を有するものが含まれていると考えられ、多くの概説書や展示案内に槍先

としての想定復元図が掲載されている。

一方で、日本の酸性火山灰土壌という特性によって、当時標的となった動物が、ナ

イフ形石器に共伴して出土することはない。むしろ、本来密接な関係にあるべき旧石

器考古学と動物考古学が交わることなく研究が進行していることが、日本の旧石器考

古学の特徴であり、問題点であるということができる。

したがって、当時標的となった可能性のある動物を用いた刺突実験を行うことによっ

て、意識的に両者の関係を喚起しようと試みることは重要であろう。

そこで本稿は、更新世においても日本に棲息したニホンジカを標的とするナイフ形

石器の刺突実験を行い、資料的限界から帝離の著しい日本の状況の中で、本来密接な

関係にあるべき旧石器考古学と動物考古学の関係に、改めて注意を促そうとするもの

である。
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1l　目的

（1）先行研究の成果

ナイフ形石器の刺突実験は、既に御堂島正氏に

よって行われ、以下2点に要約できる成果として

公表されている（御堂島1996a、b）。

第1に、刺突実験は、研究史上で想定されてき

たナイフ形石器の3通り（先端部・側縁状・逆刺

状）の装着方法に基づいて試みられ、石器が装着

された位置や向きによって異なる衝撃剥離痕注1）

のパターンが生じることを明らかにした。

具体的には、ナイフ形石器を先端部に装着した

場合には、6パターン（縦溝状剥離痕・彫器状剥

離痕、連続剥離痕、折れ、折れから発生した剥離

痕、石器下半部側線の剥離痕）、ナイフ形石器を

側線状・逆刺状に装着した場合には、2パターン

（彫器状剥離痕・連続剥離痕）が生じることを示

し、各パターンに関する特徴と、いくつかの形成

要因の推定も示している。

第2に、第1の結果に基づいて、遺跡出土のナ

イフ形石器を観察すると、その1～2割に衝撃剥

離痕が認められる。

しかし、側縁状・逆刺状に特徴的な衝撃剥離痕

は認められないことから、ナイフ形石器には、刺

突具として先端部に装着して使用されたものが含

まれており、側線状・逆縁状に装着された可能性

は低いことを指摘した。

．（2）問題の所在

先行研究の成果が提出されてから、刺実による

ナイフ形石器の衝撃剥離痕の可能性を指摘する見

解が散見されるようになり（堤1997など）、ナイ

フ形石器の高倍率法による使用痕分析が進展する

中でも言及され（伊藤2003a、b）、既に成果の定

着がなされているように思われる。

しかし、御堂島民の刺突実験では、標的が、

「牛の肩甲骨の上に皮付きの鶏肉を6枚並べて置

く」という模擬的なものであった点に、改良の余
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地が残されていたであろう。したがって、刺突実

験によって得られた成果に関する議論も、実はま

だ想定的な部分が多かったはずである。

そこで本稿では、以下2点に注目するニホンジ

カを標的とした追試実験を行うことによって、日

本における旧石器考古学と動物考古学の関係に改

めて注意を喚起しながら、1先行研究の成果を再検

討することを目的とする。

第1点は、刺実による標的の損傷である。旧石

器時代のナイフ形石器を想定した複製品によって、

標的にどのような損傷が生じるのか、具体的な記

載を行う。また、先行研究において、ナイフ形石

器を先端部に装着する方法が支持され、側縁状・

逆刺状の装着に懐疑的な見解を、その威力の点か

ら再検討しようとするものである。

第2点は、刺突部位と衝撃剥離痕の相関性であ

る。先行研究の模擬的な標的という条件では検討

できなかった、具体的な損傷部位とそれに対応す

る衝撃剥離痕、刺突部位と衝撃剥離痕の出現率を

検討する視点から、衝撃剥離痕の形成要因に関し

て、議論しようとするものである。

また、ナイフ形石器に生じる衝撃剥離痕につい

ても、改めて検討する。先行研究では、装着方法

の差異によって、特徴的な衝撃剥離痕のパターン

が認められたが、標的をニホンジカとする刺突行

為によっても、同じ結果が得られるのか否かを改

めて観察し、実験結果の比較から、実験方法の差

異による衝撃剥離痕の特徴についても考察するた

めである。
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2005年1月10日、東京都八王子市・首都大学

東京構内の考古学実験ヤード内で、本稿の目的を

果たすための刺突実験を行った。

実験方法は、結果を比較対照し易いように、先

行研究（御堂島1996a）に準じる装備を用いて、

標的を約1．5～2mの至近距離注2）に設置し、投
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図1　刺突実験の方法

√ノ■「∴∴・■
標的　ニホンジカ（推定1歳、オス、内臓を除去した状態）

刺突部位　頭方：胸椎と腰椎を境とした胸椎側

尾方：胸椎と腰椎を境とした腰椎側

投射者　男性4人・女性1人、計5人

複製槍　組み合わせ式ラミン材＋槍先

主軸（直径3cm、長さ90cm、重さ465g）1本

副軸（直径約1．5cm、長さ約15cm、重さ約14～18g）40本

槍先（白滝産黒曜石製の主に二側線加工のナイフ形石器を先端部装着）

射者が順番に複製槍を投射するものとした（図1）。

また、刺突行為の終了後には、試料の回収と動

物骨の損傷を確認するために、標的を解体し、骨

標本とすることとした。

標的、投射者、複製槍に関する個別の具体的内

容は以下の通りである。

（1）標的

標的は、千葉県房総半島南部に棲息して害獣駆

除の対象となった推定1歳のオスのニホンジカ遺

体で、現地からの運搬と管理のために、内臓を全

て除去した状態にある。

標的の設置に当たっては、投射による強い衝撃

と、遺体の損壊を考慮して、2つのプレハブの間

に、丸太を用いて地上から約30cm程度積み上げ

た台と、ほぼ垂直な壁をっくって、ブルーシート

を敷き、その上に立てかける状態とした（写真1・

2）。

また、刺突部位として、胸椎と腰椎を境に、胸

椎側を頑方、腰椎側を尾方と呼称する。

（2）投射者

投射者は、男性4人、女性1人の計5人であり、

S、0、Y、Ⅰが男性、Kは女性であった。

（3）複製槍

複製槍は、連続して行う投射行為の円滑性と試

料製作の簡易性を考慮して、主軸と副軸をソケッ

ト状にはめ込む組合せ式とした。全長は約1m

である（写真3）。

主軸（1本）は、直径3cm、長さ90cm、重

さ465gのラミン材であり、その一端には、深さ

約5cmの副軸の差し込み口を設けている。

副軸（40本）は、直径約1．5cm、長さ約15cm、

重さ約14g～18gのラミン材で、それぞれ先端を

U字状に削り込み、槍先であるナイフ形石器を、

先行研究（御堂島1996a：80）では松脂であった

が、実験中に外れることを防ぐため今回の実験で

は、エポキシ樹脂でしっかり固定してある（写真
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写真1　標的の設置場所

写真2　標的の設置状況

写真3　複製槍

写真4　複製槍の主軸と副軸の接合部
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写真5　標的への刺突

写真6　外れによる丸太の壁への刺突

写真7　副軸を残したまま継続する実験状況

写真8　刺突実験後の解体
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4）。

槍先は、全て白滝産黒曜石の剥片から、石・鹿

骨のハンマーを用いて製作した主に二側縁加工の

ナイフ形石器である。

また、副軸の交換は、投射によって、先端に装

着したナイフ形石器に何らかの損傷が肉眼で確認

された場合に行い、肉眼的な損傷が認められない

場合には、同じ副軸を損傷が確認されるまで繰り

返し用いるものとした。

3I結果

標的に当たった複製槍は、副軸部分が、東方・

尾方に関わらず、毛皮を破って、内臓を除去した

空洞の体内に突き刺ささる状態が普通であった

（写真5）。

一方、標的を外れた複製槍は、大抵丸太の壁に

当たり、槍先であるナイフ形石器は大きく折れ、

先端部が丸太に刺さったままとなることがあった

（写真6）。

また、最大で5回の投射をおこなったものがあっ

たが、ほとんどの場合、1回の投射で何らかの損

傷を確認し、その都度、二次的な欠損が石器に生

じないように、慎重に回収した。

ただし、内臓を除去した空洞部分ではなく、深

く肉に突き刺さっていることが感じられ、無理に

石器を抜き出すと、石器に二次的な損傷が生じる

と思われたものについては、副軸部分を残して、

投射を継続し（写真7）、刺突行為後に標的を解

体する過程（写真8）で回収に努めた。

しかし、投射によって、副軸に装着された石器

が、欠けたり、根元から折れたりして体内に入り

込み、結果的に破損部分の対応関係が不明となっ

たものもあった。特に、外れた複製槍は、丸太の

壁に当たることがほとんどで、先端部の衝撃剥離

痕を議論できる試料が十分に確保できなかった。

刺突実験に用いたナイフ形石器の属性と、具体

的な結果は、以下の通りである（表1）。

（1）標的の換傷

動物骨への損傷は、実験後に標的を解体し、骨

標本とする過程で確認した。

解体過程では、先述したように、投射で複製槍

が標的に命中した場合には、表皮や肋骨などを貫

通して、副軸部分が標的の体内へ留まり、突き刺

さる状態となっていたために（写真5、6）、無

数の表皮、肋骨間、肋骨そのものの貫通痕跡が観

察された（写真9）。

また、ナイフ形石器が、投射の衝撃で副軸の根

元から折れ、体内に残されていた例（写真10）

や、ほぼ全てが肉の内部に取り込まれるように刺

さっている例（写真11）注3）、欠損した一部が、か

なり内部まで到達して残されている例（写真

12）注4）などが観察された。

骨標本とすることで、右肩甲骨に生じていた貫

通痕と、右脛骨近位端にナイフ形石器の一部が残

存していた買入痕という、明確な骨への損傷が2

例（写真13，14）確認された。

特に右腰骨近位端の買入痕は、赤丸のシールで

ガイドラインを示したように、大腿骨との接続部

に残されていた興味深いものである（写真15）。

（2）刺突部位と衝撃剥離痕の相関性

①衝撃剥離痕

副軸に装着したナイフ石器の全てに、何らかの

衝撃剥離痕が確認され、それらの損傷は、形態的

にA、B、C、D、Eの5パターンに分類して理

解することができる（図3・表2）。

A類は、剥離の発生部に打点やバルブの認め

られないフルーティング状の衝撃剥離痕であり、

全体で計16点（40．0％）確認された。

B類は、石器の側面に形成される彫器の樋状剥

離のような衝撃剥離痕で、13にしか認められな

かった稀な衝撃剥離痕の例である。

C類は、ナイフ形石器の刃部に大小の剥離痕が

連続して生じている衝撃剥離痕であり、全体で計

18点（45．0％）に確認された。
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表1　実験結果の概要

標的 劔投射者 仍yz2��木�｢�回数 �6�487Hﾆ��隶ﾒ�劔劔図版 

刺突部位 劔劔+x+2���6ﾘ�｢�暗 く6m） 佰ｨ+2���6ﾘ�｢�重量 （g） ��Xﾈ)Hﾙz8ﾚﾒ�

恥 �:｢�尾 刳O‾ A �"�C ���巨 

1 ��ﾂ� �� �2�2．0 ���3．6 ���C��5．5 �(�C�� ��● ��ﾂ� ��

2 �� ��● �2�2．0 �"�3．1 ���CR�3．1 ���C2� �� ��ﾂ� ��

3 ��● �� �2�2．0 ���3．3 ���CB�3．8 ���C�� �� ��ﾂ� ��

4 ��● �� �2�’2．0 ���3．5 ���Cb�5．6 �(�CB�● �� �� ��

5 ��ﾂ� �� �2�2．0 ���3．7 ���Cb�6．6 �(�CB�●＋＋ ��● �� 們ｩ���8��XXﾘ)?���4"�

6 �� ��● �2�2．0 ���5．0 �(�C2�6．5 店�C�� �� ��ﾂ� ��

7 ��● �� �2�2．0 ���4．5 ���Cb�5．7 �(�C�� �� ��ﾂ� 們ｨ��tfﾈ�ﾂ�

＿＿＿＿8 �� ��● �2�2．0 ���3．8 �(�C��6．9 滴�C������ �� ��ﾂ� ��H�������������������

9 ��ﾂ� �� �2�2．0 ���4．6 �(�C��4．0 �(�C2� �� ��ﾂ� ��ｮﾈ�ﾃ��

＿・．＿18 ��ﾂ� �� �2�2．0 �2�4．3 �(�C��5．8 ����ニー■L �� ��f���� �����ﾈ�����������ﾈ�ﾈ�����ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ���h���ﾄh�����ﾈ�����ﾈ�ﾈ�ﾃ��ﾈ���������ﾂ��ﾓ8�ﾃ����ﾆﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�������������ﾈ�����������ﾈ�ﾈ���ﾈ�����ﾈ���ﾈ���X����������������ﾈ���ﾈ���������ﾈ�ﾈ����ﾈ���ﾇX���

11 ��辱 �� ���2．0 �2�3．7 ���CB�5．3 ��C��C�� ��●参 � 

12 ��● �� ���2．0 �"�3．6 ���Cx���5．4 �(�Cb�瞳 ��．『 凵ﾛ 

一塁＿＿＿ ��ﾂ��� ���2．0 ���3．6 ���Cr�4．5 �(�C�� ���ｹﾙ?�� �� �ｨ��璽��R���自<(�X�X�X�X���b�

14 ��● �� ���2．0 ���3．5 ���Cr�4．5 �(�Cb� ��● �� 僮���ﾃ�B�

15 �� ��● ���2．0 ���3．5 �(�C��6．7 �8�CB�● �� ��ﾂ� ��6�ｨ����������ﾃ���x�B�

16 白� ��● 葡�2．0 �"�4．6 �(�C��6．0 滴�CR� �� 囘ﾂ� 

17 �� ��● 葡�1．5 ���4．2 ���C��6．4 店�C2� �� ��ﾂ� �ｨ��������������������������H����ﾈ�8�R�

1室 ��● �� 葡�1．5 �2�4．2 ���Cr�5．2 �(�Cb� ��● ��ﾂ�● ���������ﾈ�����������������(����������ｺ����8����Dｨ������������ﾓ8�ﾈｫ��

19 ��● �� 葡�1．5 ���4．1 ���CB�6．1 �(�C��● ��＿＿＿● �� �����������������ﾈ������8ｨ�������ﾈ���������ﾈ�ﾈ�ﾈ������������ﾈ��ﾈ���

＿．呈P ��● �� 葡�1．5 �"�4．2 ���CR�4．5 �8�C��● ��● �� 們ｨｬIh�&��y%8欣��

21 ��ﾂ� �� �B�1．5 ���4．5 ���C��6．8 �8�Cb� �� ��ﾂ� ��

22 �� ��● �B�1．5 ���4．5 ���C��5．4 �8�CR� �� ��ﾂ� ��

23 ��● �� �B�1．5 ���5．0 �(�C"�5．6 滴�C2�● ��● ��ﾂ� ��

24 ��● �� �B�1．5 �"�4．2 ���C��6．5 滴�Cr�● ��● �� ��

25 ��● �� �B�1．5 �2�4．6 �(�C��6．5 店�C��● �� �� ��

26 ��● �� 抜�1．5 �"�3．2 ���CR�3．6 ���Cr� ��● �� ��

字7 ��ﾂ��� 抜�1．5 ���3．6 ���C��6．4 �8�Cb�● �� �� ��

28 ��ﾂ� �� 抜�1．5 ���2．8 ���Cb�2．6 ���C2� ��● �� ��

29 ��ﾂ�凵� 抜�1．5 �"�2．8 ���C��3．7 ���CR�● ● ● ��● ● ��ﾂ�t■－llll■■■■■■■■■ ��ﾓ9o�#��

30 ��ﾂ�剩ｲ�1．5 �"�3．1 ���CR�6．8 �(�CB�劔僮�絢�3��

jJ ��ﾂ�剳2�1．5 �"�4．6 �(�C��8．8 滴�CB�劔��ﾓ6Iu"�

32 ��ﾂ�剳2�1．5 ���4．0 ���C��4．7 �8�CR�劍�����ﾂ�

33 ��ﾂ�剳2�1．5 ���4．4 �(�C��5．7 滴�Cb�凵P盲 

34 刔r�剳2�1．5 ���3．2 ���CR�4．1 �����9Xﾈ���凵P‾盲 ��ﾂ��ﾂ�

35 ��ﾂ�剳2�1．5 ���4．5 �(�C2�7．6 塗�C"�凵� 

萱＿6 ����r�ﾆﾂ���)ｨ���Y)｢�剴��1．5 ���4．3 �(�C��10．9 塗�CB�●＋＋ ● 凵� ● 劍����ﾋ��靈�/����

3三． 劔葡�1．5 ���2．ナ ���CR�6．7 �(�C2�劔��ﾓ8�ﾃ3r�

蔓旦 劔● ����1．5 ���4！4 �(�C��8．4 店�CR�劍�ﾂ��｢�

39 ����ﾈ�8�����剩ｲ�1，5 迭�3．7 ���Cr�7．5 �8�CR�劔��

i40 ��ﾂ�剳2�1．5 �2�4．9 �(�C"�8．6 塗�C��● 凵� 劍�H�ﾂ�

D類は、石器を分断する割れの衝撃剥離痕であ　　　これらは、先行研究（御堂島1996a）のナイフ

る。計20点で、全体の半分に認められた痕跡で　　形石器を先端部に装着した場合に生じたとされる、

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6パターン（a縦溝状剥離痕、b彫器状剥離痕、C

E類は、折れ面から発生する剥離であり、18　　連続剥離痕、d折れ、e折れから発生した剥離痕、

のみに確認された。　　　　　　　　　　　　　f石器下半部側縁の剥離痕）の枠組みで理解でき
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ニホンジカを標的としたナイフ形石器装着の複製槍による刺実実験

写真9　毛皮・肋骨間・肋骨への貫通痕跡

写真10　体内に残されていたナイフ形石器

写真11ナイフ形石器が深く入り込んだままの副軸

写真12　解体中の右脛骨近位端に買入して残るナ
イフ形石器の一部
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図2　刺突実験による動物骨の損傷部位

写真13　右肩甲骨の貫通痕跡と右脛骨近位

端の買入痕跡

写真14　右脛骨近位端の買入痕跡に残るナ

イフ形石器の一部



図3　刺突実験による刺突部位と衝撃剥離痕の模式的比較

A B C D E

外れ

〈　巴ハ

新円〈8

表2　刺突部位と衝撃剥離痕の量的比較

A B C D E

16

40．0％

全体（40点）

a
」＿　＿－＿　　　　　　　　　　＿＿＿＿　＿＿＿＿　　　‾‾　‾‾‾　こ‾‾　‾‾‾‾　　　■　　　■　＿　■　＿＿＿＿＿　　　　　　　‾

御堂島く咄点）　　23
1996a　　　　　　　　57．5％

20

50．0％
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ニホンジカを標的としたナイフ形石器装着の複製槍による刺突実験

図4　右肩甲骨と右脛骨近位端への刺実によって生じた衝撃剥離痕

るものであり、前5つに該当する。fついては認

められなかった。

②刺実部位と衝撃剥離痕

刺突部位ごとの衝撃剥離痕は、東方15点、尾

方16点、外れ9点であって、外れ以外は、ほぼ

均衡していると考えてよい。しかし、それぞれの

刺突部位によって確認される衝撃剥離痕にやや差

異があった（図3・表2）。

頭方には、A類（8点）、C類（11点）、D類

（5点）の3パターンが確認され、B、Eは確認

されなかった。また特に、右肩甲骨の貫通痕に対

応する衝撃剥離痕を示す例がある（図4）。図4－

5には、肩甲骨を突き破ったときに生じたと思わ

れる先端部の小さなA類と、側線のC類が表裏

面に確認できる。

尾方では、A類（8点）、B類（1点）、C類

（7点）、D類（6点）、E類（1点）のすべての

パターンが確認された。特に、右脛骨近位端の質

入痕に対応する衝撃剥離痕を示す例がある（図4）。

図4－20では、貫入した際に生じたと思われる

A類が表面の先端部と、その反作用と思われる

同じA類の衝撃剥離痕が、裏面の基部に残され

ている。また、刃部は大きく欠損し、その裏面に

はC類も生じている。

外れでは、先述したように丸太の壁に激しく当

20

巨二二二二二二∴十二二二三二二二∃cm

たることによって、ナイフ形石器の先端部が大き

く欠損するために回収できなかった試料も多く、

全ての試料にD類（9点）が認められたことを

示すに留まった。

③刺突部位と衝撃剥離痕の相関性

頭方と尾方の衝撃剥離痕の出現率を比較すると、

対応しないB類、D類を除いて、A類、D類が

ほぼ同数であるのに対し、C類には、頭方に高く、

尾方に低い傾向が読み取れる（表2）。

投射点数が限定的であるので、統計的に有意な

見解には至らないが、先述したように、投射は頭

方・尾方に、ほぼ等しく投げ分けられていること

から、サンプル数が少ない中でも、刺突部位間の

衝撃剥離痕の相関と読み取ってもよい要素であろ

う。

41考察

（1）標的の損傷

刺突実験の結果、標的には、無数の毛皮、肋骨

問と共に、肋骨そのものが貫通に至っていた（写

真9）。

また、右肩甲骨には貫通痕が生じ、右脛骨近位

端にはナイフ形石器の一部が残存する買入痕が生

じていた（写真13、14、15）。

したがって、これら標的の損傷を積極的に評価
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すれば、ナイフ形石器には、体内への入射速度が

同程度であった場合、旧石器時代と現在の実験に

おける様々な条件の違いを差し引いても、刺突異

として十分な機能を果たすことが出来たと想像で

きる。

もちろん、体験的な事例研究によって、一般化

を図るのは危険であるが、複製のナイフ形石器を

用いて、これまで未解明であった具体的な動物へ

の損傷を明らかにし、骨にまで達するような、少

なくない損傷が与えられることを明らかにしたの

は、一定の意義があろう。

（2）刺突部位と衝撃剥離痕の相関性

刺突実験の結果、衝撃剥離痕は、副軸に装着し

たナイフ石器の全てに確認され、それらの損傷は、

形態的にA、B、C、D、Eの5パターンに分類

することができた（図3・表2）。

また、頑方、尾方、外れで確認される衝撃剥離

痕には、やや差異があり、それぞれA、C、Dの

3パターン、A、B、C、D、Eの5パターン全て、

Dのみであった（図一3・表2）。

さらに、頭方と尾方の衝撃剥離痕の出現率を比

較すると、C類が、頑方に高く、尾方に低い傾向

が読み取れた（表2）。

衝撃剥離痕は、既に指摘のあるように（御堂島

1991：91）、本来標的の骨との接触によって生じ

ると考えられることが多いが、実際には骨以外の

毛皮や肉、槙的以外の対象物に接触することでも

生じる痕跡である。

しかし、C類が、他の衝撃剥離痕では確認され

ない刺突部位との相関性を確認できることから、

他の衝撃剥離痕に比べ、標的の骨との接触を示し

やすい痕跡である可能性があろう。特に、その形

態的特徴と、頑方が尾方よりも、肋骨などの骨と

接触する機会が多いことからも、骨との接触を強

く示唆する衝撃剥離痕であると考えることができ

るように思われる。

したがって、C類が出土遺物に確認できた場合、
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他の衝撃剥離痕に比べ、積極的に狩猟対象動物の

骨との接触を示唆する可能性があることは、今後

検討課題となってもよいであろう。

ただし、限定的なサンプル数と、外れに関して

は十分な議論が果たせなかったことに加え、C類

の特徴が二次加工と区別しにくい例が予想される

など、依然不確定な部分を残す点があるのは事実

である。

（3）先行研究成果の再検討

先行研究（御堂島1996a、b）では、研究史上

で想定されてきたナイフ形石器の3通り（先端部・

側線状・逆刺状）の装着方法に基づいて試みられ、

石器が装着された位置や向きによって異なる衝撃

剥離痕のパターンが生じることを明らかにしてい

た。

具体的には、ナイフ形石器を先端部に装着した

場合には、6パターン（縦溝状剥離痕・彫器状剥

離痕、連続剥離痕、折れ、折れから発生した剥離

痕、石器下半部側線の剥離痕）、ナイフ形石器を

側線状・逆刺状に装着した場合には、2パターン

（彫器状剥離痕・連続剥離痕）が生じることを示

し、各パターンに関する特徴も示していた。

第1の結果に基づいて、第2に、遺跡出土のナ

イフ形石器を観察すると、その1～2割に衝撃剥

離痕が認められる。

しかし、側縁状・逆刺状に特徴的な衝撃剥離痕

は認められないことから、ナイフ形石器には、刺

突具として先端部に装着して使用されたものが含

まれており、側線状・逆縁状に装着された可能性

は低いことを指摘した点にしていた。

そこで、先行研究（御堂島1996a、b）と今回

の実験で得られた衝撃剥離痕を比較すると、大き

な差異が2点あるように思われる（表2）。

第1点は、f（石器下半部側縁の剥離痕）のパ

ターンが確認されなかったことであり、第2点は、

B（b彫器状剥離痕）の出現率が大きく異なるこ

とである。
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ニホンジカを標的としたナイフ形石器装着の複製槍による刺突実験

第1点については、衝撃剥離痕が、ナイフ形石

器の下半部では確認されないことと併せて、石器

の装着方法に起因していると思われる。先行研究

では松脂が用いられたが、今回の実験では、エポ

キシ樹脂を用いたからであり、eが少ないという

ことも同じ理由であろう。

第2点については、はっきりした結論を導けな

いものの、既に消極的ながら指摘されているよう

に（小菅2001：342）、石器の入射角度に起因し

ていると思われる。また、C（C連続剥離痕）類

に約2倍の違いが認められるのも、標的の差異が

影響していると考えられよう。

つまり、両実験結果の差異は2点あり、それぞ

れ標的とナイフ形石器を副軸に装着する方法とい

う、実験方法の差異によるものであることが推測

された。また逆に、A（a縦溝状剥離痕）、D（d

折れ）に関しては、ほぼ同じような結果が得られ

たと言ってよい。

したがって、先行研究の第1は、実験方法の違

いによる衝撃剥離痕の出現率の差は認められたも

のの、その枠組みはほぼ同じ結論に達しており、

その結果を追認する。

また、その成果によって遺跡資料を観察し、ナ

イフ形石器が先端部に装着されたとする第2の見

解についても、これを支持するものである。

加えて、この評価は、先端部に装着したナイフ

形石器1点で与えることが出来た標的の損傷とも

矛盾しない。

おわUに

本稿は、日本における旧石器考古学と動物考古

学の関係に改めて注意を喚起することを背景に、

ニホンジカを標的としたナイフ形石器の刺突実験

を行い、標的の損傷と、刺突部位と衝撃剥離痕の

相関性に注目した結果を示すことで、先行研究の

成果を再検討することを目的とした。

その結果、ナイフ形石器の刺実によって、標的

には骨にまで達する大きな損傷が観察され、刺突

部位と衝撃剥離痕の相関性を示し、他の衝撃剥離

痕よりも、強く骨との接触を示すと思われるパター

ンを見出した。

また、それらの成果に基づいて先行研究を再検

討したところ、実験方法の差に伴なって衝撃剥離

痕の一部が確認されなかったり、出現率に差がみ

られたが、それらはほぼ同じ枠組みで理解できる

ものであった。

したがって、先行研究の成果を追認し、具体的

なナイフ形石器による標的の損傷の観察を踏まえ

て、ナイフ形石器が先端部装着とする見解につい

てもこれを支持した。

また、本稿の意義は、実験研究の追試が、単な

る先行研究のトレースに留まらず、呈示された優

れた研究視点の広がりと深化を示す可能性がある

ことを強調する点にもある。

実際に、C類（C連続剥離痕）が、動物骨との

接触で形成されたことを強く示す成果は、現状の

日本の旧石器考古学において検討が困難な、当時

の動物との接触を具体的に示す証拠の可能性があ

るとして、今後ひとっの論点となることを期待し

たい。

本稿では、遺跡出土資料への適用に基づく議論

には至らなかったが、今後、遺物の評価はもちろ

ん、遺跡内、あるいは遺跡間の評価に、このよう

な視点を組み込んだ試みを行い、さらに考察を深

めたい。

謝　辞

本稿は、村田六郎太氏、安房猟友会鴨川部会の

方々のご配慮によって、標的とするニホンジカの

入手が適ったことに因っている。

また、その入手、運搬、実験に際しては、石井

良民と共同して当たることなしに達成することは

出来なかった。特に記して感謝する次第です。

小野昭先生には、実験の準備段階から草稿に至

65



るまで、常にご指導頂いたはか、山田昌久、小菅

将夫、河本雅人、山岡拓也、菅頑明日香、岩瀬彬

の諸先生、諸氏からご協力を頂く機会がありまし

た。記して感謝致します。

加えて、第3回日本旧石器学会ポスター発表、

第9回動物考古学研究集会口頭発表に際して意見

をよせて下さった多くの方々に感謝致します。

〔注〕

1）本稿では、御堂島（1996a：96）に従って、
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刺実による衝撃によって生じた剥離痕を、総

称的に「衝撃剥離痕」と呼称する。

2）実験開始当初は、2．0mの距離から投射を行っ

たが、命中率が悪く当初の目的を果たせない

と判断し、途中から1．5mからの投射へと変

更した。

3）写真6と写真11は同一試料である。

4）写真12は解体途中の、写真15は標本完成後

に相当する右脛骨近位端の同一部位を示して

いる。
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ExperimentalUseofBackedKniveshaftedwith
replicatedSpearsonJapaneseSika（Cervusn拗on）

TakanoriSakashita

This paper focuses on the experimentaluse of backed knives made of

ShiratakiobsidianhaftedwithreplicatedspearsonaJapaneseSika（Cervus

n如On）．The experimentation was carried out at the Tokyo Metropolitan

UniversityinJanuarylO，2005．

Thebasicconceptofthisexperimentationistorestrictfollowingtwopoints・

First，intensificationofpracticalunderstandingofbackedkniveswithrepli－

catedspears；SeCOnd，eValuatingcorrelationsbetweenthedamageandimpact

fracturesonthetargetedcarcase．

The result of this experimentation shows that the usefulness of backed

knivesandtheclosercorrelationbetweenthetargetdamagewithimpactfrac－

tures．
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