
１．はじめに
　まず、「神子柴系石器群が北海道に存在するかどう
か」、という問いをもちだしたとき、われわれはそれに
答えることによって、一体何を明らかにしようとしてい
るのであろうか。神子柴系石器群を文化の発露ととら
え、その地域を超えた広がりに対して考古学的文化の発
生と展開という構図を見出し、背後にある人間集団の移
動・移住を確認することはひとつのアプローチであり、
分布論（チャイルド1956、佐原1985など）と呼ばれる
考古学的現象の広がりの認定や、その意味を問うような
定式化された課題設定でもある。
　神子柴系石器群を包摂する「神子柴・長者久保文化」
は、先学諸氏によってたびたび論じられてきた点であ
る（安斎2003、岡本2012、長沼2005など）。すなわち、
ロシア沿海州のオシポフカ文化から発し、北海道を経
由して本州まで南下する文化の伝播による説明（いわ
ゆる、文化系統論）である。この北方系という位置づけ
は、神子柴型石斧が、豊富な中部地方に対して地理的に
北に位置する北海道でほとんどみられないことや、ロシ
ア沿海州のオシポフカ文化の年代観の整備などを根拠
に、否定されつつある（安斎2003、堤2013、長沼2005
など）。ただし、北方系という考え方は完全に否定され
たわけではなく、北方系細石刃石器群をもたらした集団
と本州在地の集団との接触・融合による文化変容も想定
されている（稲田2018）。一方で、こうした文化系統に
基づく文化変化の説明の前提には、文化を担う主体であ
る人間集団がある起源地から発して別の場所へ移住する
結果、起源地と移住先の集団の間に情報が共有される、
もしくは新たな集団が移住することでその文化に入れ替
わることによって表れたのが考古学的文化であるとする
理解がある。前者の例としては、シャテルペロニアンの
ようにホモ・ネアンデルターレンシスがホモ・サピエン
スの文化を受容した例（d’Errico et al. 1998）や、後者
には新石器時代のヨーロッパに農耕民が拡散していく過
程（Bramanti et al., 2009）などが例として挙げられる。
そこでは、ある程度の幅のある時間単位の中での文化の
並行関係、もしくはそれよりも短い時間幅における起源
地と移住先における前後関係が問われるが、先史時代の
文化現象は世代を超えたスケールで継続することで可視
化されることが多い。したがって、中心地（起源地）と
周辺（その文化が広がる末端）という関係を明らかにす
るためには、離れた地域間においてもそれぞれの集団が
文化を継承しつつも、これらの異集団の中で文化要素が

共有される際に、「中心」から「周縁」へという一定方
向のベクトルが認められることが条件となる。
　より明確に文化を把握するならば、ある時間幅を保っ
た同時間面におかれる石器群の側方連関ということにな
るが、同時間面の把握自体が、石器群の形態的特徴の共
有などを基準とする仮説的な文化編年案であることも多
く、トートロジカルな議論に終始しがちである。例え
ば、ふたつの石器群は形態的特徴が共通しているのは、
それは両者が時間的に同じだからである。そして、時間
的に同じなので、異なる集団間で情報が共有され、残さ
れた石器群は同じ形態をもつことになった、という循環
である。神子柴系石器群の北方起源説については、オシ
ポフカ石器群などのロシア沿海州の石器群－北海道の当
該石器群－本州の神子柴系石器群、が仮定されたが、実
際には同時間面が成立しないため、神子柴系石器群と同
時代の北東アジアの考古学的文化の時間的並行関係は否
定されたことになる。しかしこれは、文化系統の前提と
なる同時間面という一要素を検証したのみであり、広範
囲に広がる考古学的文化を形成した背景にある集団の伝
統（文化的連続性）や集団間の情報共有のあり方（共有
したか、したならばどのようにしたのかなど）を検討し
たことにはならないであろう。こうした流れでとらえる
と、冒頭の「神子柴系石器群が北海道に存在するかどう
か」という問いは、ふりだしに戻ることになる。

２．神子柴系石器群の存在論
　存在論的な観点からは、ある現象（神子柴系石器群）
が存在する場合と、存在しない場合が想定されるだろ
う。また、いずれの状態においても、なぜ存在するの
か、もしくはなぜ存在しないのかという理由が問われる
はずである。つまり、存在する場合、しない場合につい
て、それぞれいかなる意味をもつのかが問われる。この
ような設問は、神子柴系石器群をめぐる議論の本筋では
ないが、神子柴系石器群という非常にユニークなインダ
ストリー（あるいはコンプレックス）に代表される文化
現象の広がりをつかむことは、日本列島内のある特定の
文化がいかにして形成されたのかという問題にかかわる
ため、無意味な課題ではない。移住を背景とする文化伝
播によって文化の広がりを説明するというオーソドック
スな系統論が疑われる今日、わたしたちはいかなるアプ
ローチをとることによって過去の文化を理解することが
適切であろうか。ここでは、北方系という前提から離
れ、分布論的視点から、いわゆる神子柴系石器群が多数
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表１　中部地方と北海道の神子柴系石器群の石器組成

分布する中部地方の天竜川水系という「中心」に対する、
「周縁」にある北海道を設定し、その間にいかなるネッ
トワークが成立したのかを検討することによって、神子
柴系と呼ばれる考古学的な文化が可視化されることの意
味を考えたい。

　（１）文化進化理論によるアプローチ
　改めて、文化やそれを特徴づける物や技術の発生
と展開を体系的にとらえるため、文化進化理論の視
点（Boyd and Richarson 1985； Cavalli-Sforza and 
Feldman 1981）を導入する。文化進化論でいう文化と
は、考古学的な物質文化のみではなく、言語、習慣、信
仰、ファッションなど、ある社会の成員が後天的に習得
していく要素の総体とみなされる。文化的特徴は、物
質文化にも行動にも表れる。また、これらの文化は集
団の内部で共有され、淘汰されつつも世代を超えて集
団内・間で伝達されるのが特徴である。これは、文化
伝達（cultural transmission）と呼ばれ、進化人類学
者や考古学者によって理論化が図られている（O’Brien 
2008）。伝達様式に関しては、進化生物学で体系化され
てきた生物進化の王道であるダーウィンの自然選択や木
村資生の中立理論における遺伝的浮動の考え方などを、
人類学者や考古学者も導入し、様々な文化変化のパター
ンを説明しようとする意図があり、近年は人口変動と文
化動態の関連なども視野に議論が深められている（田
村2017、Neiman 1995； Richarson and Boyd 2005, 
Henrich 2004； Powell et al., 2009； Shennan 2011な
ど）。こうした文化進化の観点から、神子柴系石器群の
広がりなどの特定文化の広がりをとらえると、考古学者
がくくる文化的な「中心」と「周縁」における事象がど
のように生じたのかを説明することに相当するであろう

（Shennan et al., 2015）。北方系という立場をとらない
場合、「中心」は、神子柴遺跡自体が位置する中部地方（天
竜川流域など）であり、北海道は「周縁」となる。中心
／周縁の文化的図式がある場合、そこには「水平方向の
文化伝達」（horizontal cultural transmission）、「相同」

（homology）、「相似」（analogy）もしくは「収斂進化」
（convergent evolution）の３つのプロセスがある（Boyd 
et al., 1997）。
　田村（2017）に詳しいが、簡単に述べると以下となる。

① 水平方向の文化伝達：ある文化要素が、しばしば世代
を超えつつ、特定の集団から別の集団へ伝わること。
いわゆる、伝播（diffusion）

② 相同：異なる文化要素があったとき、それらが共通す
る祖先から由来していること

③ 相似・収斂進化：似た文化要素があったとき、それら
は共通の祖先から派生したためではなく、共通する
目的や条件に応じた結果、似ただけであること

　相同と相似は元来、生物学的な概念であるため、着目
される単位は個体に見られる形質であるが、それを文
化に置き換えたとき、着目されるのは文化に関わる属
性である。こうした文化的な属性は、情報伝達の媒体
と考えられることから、一部の考古学者を含む進化人
類学者の中ではしばしばミーム（meme）とも呼ばれる
が（Shenann 2002； VanPool et al., 2008）、ここでは
アプリオリに遺伝的含意をもたせずに、単に文化要素

（cultural variant）と呼ぶ。
　さて、北海道全域の石器群について網羅的な編年を
行った寺崎康史（2006：309）は、北海道後期旧石器の
後半期に神子柴系石器群の「片鱗をうかがうことができ
る」、という評価をしている。「片鱗」という表現には、
神子柴系石器群が量的に少ないながらもあるという場合
と、石器群のいずれかの側面に神子柴系石器群の要素が
みられるという場合のふたつの解釈がありうる。前者の
場合、神子柴系石器群が北海道という地域に存在するこ
とになるであろうし、後者の場合は存在ではなく、神子
柴系石器群ではないものの、共通要素をもつ石器群、あ
るいは似たような石器群の存在を示唆することになる。
文化要素の伝達様式からみると、前者は水平方向の文化
伝達、後者は相似に相当するだろう。寺崎（2006）の
文脈からは、いずれの場合ともとりうる。これまで、両
者の弁別が可能かどうかは不問にされているが、ここで
は神子柴に特徴的な文化要素に着目し、神子柴系の要素
をもつ石器群の比較検討をしたい。

　（２）�存在するかしないか：組成としての神子柴系石
器群

　神子柴系石器群を特徴付ける要素のひとつに、石器組
成がある。標識遺跡である神子柴遺跡（林・上伊那考古
学会2008）、近隣の唐沢 B 遺跡（森嶋ほか編1998）など
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図２　�神子柴系石器群とその関連石器群における器
種組成率に対する器種の豊富さの関連

図１　�神子柴系石器群における石器群の規模と豊富
さの関係（数値は対数）

では、両面調整石器、石斧、石刃（石刃素材の石器を含
む）の三者がそろう（表１）。そして、神子柴型石斧に
代表されるように大形品が多い点も特徴的である。
　寺崎（2006）は「片鱗」と形容する根拠に、当該期
に相当すると考えられている忍路子型細石刃核を伴う石
器群や小形舟底形石器を主体とする石器群に、石斧が伴
うことをあげた。前者の忍路子石器群には、千歳市・丸
子山上層石器群（千歳市教育委員会1990）や近年再発
掘された留辺蘂町・吉井沢遺跡（大場ほか1983、夏木
2016）などが該当する。後者の小形舟底形石器には北
見市・中本遺跡（加藤・桑原1969）、下川町・モサンル
遺跡（下川町教育委員会1981）、帯広市・落合遺跡（帯
広市教育委員会1999）などから出土した石斧が相当す
る。これらの石器群には、細石刃や小形の舟底形石器と
いう特徴的な器種が伴うケースもある。
　幕別町・札内 N 遺跡（幕別町教育委員会2000）のよ
うに、石刃を素材とする石器（彫刻刀形石器、掻器）と
尖頭器や両面調整石器（バイフェイス）が顕著な石器群
もあるが、有舌尖頭器を中心とする尖頭器石器群であ
り、神子柴系石器群にあるような大形品は少ない。加え
て、陸別町・斗満台地遺跡（明石1973）出土の石器群に、
神子柴系石器群との共通性があると思われることから、
俎上にのせる。
　これらの神子柴系と関連付けられる可能性のある北海
道の石器群は、石器群の組成という観点からすると、総
じて、本州の神子柴系石器群との違いが目立つ（表１）。
剥片剥離の痕跡が顕著である点、尖頭器・両面調整石器
よりも石刃の点数が多い点、舟底形石器など本州の神子
柴系石器群にない器種が伴う点、などに違いがある。逆
に神子柴遺跡では、尖頭器もしくは両面調整石器、石
刃、局部磨製石斧の三者が特徴的である。北海道ではこ
れらの３種類の石器がセットとなる遺跡はほとんどな
い。ただし、神子柴系の中心である中部地方において
も、一様ではない。例えば、小鍛冶原遺跡では石斧が欠
落しており、セット関係にはない。
　神子柴遺跡や小鍛冶原遺跡の石器群に限らず、特定
の器種から石器群が構成される状態は、石器群の規模
が小さいために生じているサンプルサイズ効果の問題

（Grayson 1984）か、遺跡では限定された種類の作業が
なされたことによる結果か、という点が区別される（中
沢2016）。その区別のために、当該石器群について石器
群の規模と組成する石器の豊富さの関係をみてみる。両
者の関係は基本的には、石器群の規模が大きくなる程石
器の器種は増えるという傾向にある（図１）。中部地方
の神子柴系石器群（神子柴、小鍛冶原、唐沢 B）は石器
群の規模が小さく器種が限定されるためグラフの左側に
あるが、その範囲には北海道東部の斗満台地石器群が含
まれる。一方、その他の北海道の石器群は右側の領域に
なる。その中でも比較的神子柴石器群に近いのは、日
出11（訓子府町教育委員会1985）やモサンル石器群であ

る。石器群の中の器種の比率（tool 率）と器種の豊富さ
の関係については、相関関係はないようであるが、tool
率が60％以上となる高いグループと、50％未満の低い
グループに分かれる（図２）。神子柴石器群や唐沢 B 石
器群は前者の高いグループになる。この高いグループの
中で、器種のヴァリエーションが乏しい一群があり、こ
れらは小鍛冶原石器群と斗満台地石器群である。
　ある程度のサンプルサイズ効果によって、器種組成の
豊富さは石器群の規模の大小によることが明らかとなっ
た。同時に、中部地方の神子柴系石器群は石器群の規模
も小さく、器種も限定されることがわかる。こうした中
部地方の神子柴系石器群に、北海道の斗満台地石器群が
含まれていることは特異である。斗満台地石器群は神
子柴遺跡、唐沢 B 遺跡、小鍛冶原遺跡と同様、神子柴
系石器群が空間の特定範囲に集積する状態で発見され
たことから、デポとしての認識が持たれている点（栗
島1990、鶴丸1985、山原1996）も特徴的である。石器
組成、器種組成という共通点からは、中部地方の神子柴
系石器群と斗満台地石器群との共通性がうかがえる。な
お、石器組成は特定の考古学的文化の特徴となる場合も
あるが、ビンフォードらがムステリアン石器群の分析
から解釈したように遺跡の機能を示すという考えもあ
る（Binford and Binford 1967）。同様に、神子柴系石
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図３　斗満台地石器群（明石1991より）

器群については、局部磨製石斧が森林環境で用いられた
道具であるという環境適応的説明がなされることもある
が（安斎2003）、ここで表れたような神子柴系石器群に
おける石器組成の変異がいかなる意味をもつのかはもう
少し議論が必要かもしれない。
　以下、石器組成以外の文化要素について斗満台地石器
群の分析を行いたい。

３．陸別町斗満台地石器群の分析
　斗満台地遺跡は、北海道東部陸別町の西部に流れる
トマム川の南の標高370m の台地上に位置する遺跡であ
る。1972年に、地元の石橋建設による農道改良工事中
に大形の石器が10点見つかったことにより、1973年に
陸別町教育委員会から依頼された明石博志氏（北海道遺
跡等調査員）が発掘調査を実施した。その結果、多数の
石器が一か所に集められたようにして残された状態が確
認された。石器は、地表面から50㎝下に包含されてお
り、第 I 層（腐食土層）の下の第 II 層とされるローム
層の上面から25㎝下に位置したという（明石1973）。そ
の後、市史における要約（明石1991）を経て、山原敏
朗（1996）による資料の再実測を含めた形態的な検討
が行われた（図３）。

　この間、神子柴遺跡についてはデポとしての理解や
（栗島1990、田中1982）、編年的位置づけと旧石器・縄
文の時代区分論（岡本1979）などがなされているが、
北海道の資料は、モサンル遺跡の石斧などが神子柴系石
器群とみなされ（岡本1979）、やがて安斎（2002）や堤

（2013）らによって包括的に取り上げられるに至る。し
かし、斗満台地遺跡出土の石器群に関しては、縄文時代
草創期という時代的背景の中でとらえられたものの（山
原1996）、時代区分論に対応するような細石刃石器群や
有舌尖頭器石器群との関係性（夏木2018、山原1999な
ど）、神子柴系石器群の存在などと関連付けた考察はき
わめて少ない。その主たる理由は、北海道にはいまだに
斗満台地石器群に比較可能な一括資料が乏しい点、限ら
れた層位的な関係や年代測定値の少なさから、旧石器時
代末から縄文時代草創期にかけての石器群の時間的変遷
を整合的に序列できるだけのデータがない点にあるであ
ろう。また、広大な土地に比して研究者が少ないことも
あり、一度報告された資料は再検討される機会が少な
いという傾向もある。こうした中、筆者らは斗満台地
遺跡の石器群について再検討を行っている（中沢ほか
2018）。

　（１）キャッシュとしての残され方
　先述したように斗満台地石器群の発見は偶然だった
が、発掘調査によって得られた所見では石器は50㎝四
方のくぼみの中からまとまって出土したとされている

（明石1973）。これはデポもしくはキャッシュと呼ばれ
る出土状況であり、神子柴遺跡や小鍛冶原遺跡と共通す
る。道路脇の調査地点から台地の中央へと発掘調査はな
されておらず、このキャッシュが単独であったのか集落
の一部であったのかどうかは検討の余地がある。それに
もかかわらず、まとめ置かれていたという状況とそれを
構成する石器群は、器種が両面調整石器を主とし、尖頭
器や石刃を含む限定された内容にある点や、調整剥片な
ど石器製作の痕跡を伴わない点で特異である。同じく両
面調整石器のキャッシュと呼ばれている仙台市野川遺跡
の土坑からは多数の剥片が検出されており（仙台市教
育委員会1996）、様相を異にする。石器に利用されてい
る石材は、黒曜石と硬質頁岩の２種類であり、ヴァリ
エーションに乏しい。このうち、出穂雅実らによる黒曜
石の蛍光 X 線分析によるとすべて置戸所山産であると
いう結果が得られているが、頁岩については産地が特定
できていない（中沢ほか2018）。

　（２）年代
　斗満台地遺跡については、発掘報告書の段階から旧石
器時代の所産であるとされている（明石1973）。おそら
く、土器がなく石器しか出土しなかった点、石器が尖頭
器や石刃である点、ローム層中に包含されていた点、な
どを根拠としていたと考えられる。一方で、年代的な裏
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表２　�斗満台地遺跡出土の両面調整石器の水和層計
測値と推定年代

図４　�尖頭器・両面調整石器の大きさ（黒の記号が北
海道斗満台地の資料。白抜きの記号は中部地方の神
子柴系石器群の資料）

付けについては乏しく、「C14法あるいは黒曜石水和層
測定によって編年位置の検討がなされることが望まれ
る」（明石1973：20）とされた。その後、遺跡の再発掘
もなく、年代的検討についてもなされていなかった。筆
者は、2017年にプラスチック袋の中に管理されている
黒曜石の両面調整石器とともに破片（剥片）があること
に気づき、それらが同じ袋内の石器から欠落したと判断
できたため、水和層観察用の薄片作成を依頼した。製作
された薄片を400－500倍の偏光顕微鏡を用いて観察した
結果、２点の両面調整石器に由来する黒曜石の破片の表
面には水和層が形成されていた。これらの黒曜石水和層
の計測を行った結果、２点の資料について4.67と4.5の
平均値が得られ、4.2－4.8μm の95% 信頼区間が得られ
ている（表２）。２点のみであるが、この近接した計測
値は黒曜石の両面調整石器が同じ場所にキャッシュされ
た状態で見つかったこと、すなわち同時期に残されたこ
とを反映していると思われる。陸別アメダスの過去30
年間の温度データを利用し、Rogers（2007）の効果水
和温度推定の公式と渡辺・鈴木（2006）で公開されて
いる置戸産黒曜石の水和速度を利用した結果、推定され
る年代は14607－11168 cal BP に95％の確率で収まる。
これは、晩氷期の中でも15000 cal BP 以降の比較的温
暖な時期から、ヤンガードライアスの終了直後くらいま
での期間となる。タイトな計測値であるものの、誤差は
3500年程となりヤンガードライアスなど1000年スケー
ルの気候変動との関連づけは難しい。参考までに、両面
に水和層が残っていたサンプル（RT15）の平均値であ
る4.5μm を用いると、12830 cal BP となる。これは、
ヤンガードライアスの初頭にあたる。神子柴系石器群と
の関連では、95％の信頼区間に基づくと15000年以前と
なる大平山元 I 遺跡や、併行関係が想定された長者久保
遺跡（工藤2012）よりは、新期であろうことがうかが
える。なお、15000－13000 cal BP は温暖期にあり、北
海道の大正３遺跡の土器の年代である15000－14000 cal 
BP を含み（帯広市教育委員会2006）、本州では両面調
整の狩猟具である有舌尖頭器が利用され弓矢猟への変化
が想定されている（橋詰2015）。すなわち、斗満台地石
器群は土器を伴わず、石器組成からみると旧石器的では
あるが、年代値は本州でいうところの縄文時代草創期相
当になる。

　（３）�大形石器の集合としての神子柴系石器群：サイ
ズの比較

　神子柴系石器群のもつ特徴に、通常よりも大形の石器
が顕著に伴う点がある。神子柴遺跡、唐沢 B 遺跡、小

鍛冶原遺跡では大形の尖頭器、両面調整石器、石斧が伴
うことから、大形石器は神子柴系の文化要素のひとつと
みなすことができよう。このうち尖頭器・両面調整石器
についてサイズを石器群間で比較すると、その違いは明
らかである。長さは欠損している場合に元来の大きさを
減じてしまうため、幅に対する厚さを比較すると、北海
道の斗満台地石器群の両面調整石器はそのほかの石器群
よりも大きい（図４）。小鍛冶原の両面調整石器の中で
も比較的大形の製品は斗満台地のグループに近いが、小
鍛冶原、神子柴、唐沢 B のほとんどは幅60㎜未満厚さ
20㎜未満に収まる。この範囲には、斗満台地の頁岩製
の尖頭器も含まれる。
　尖頭器・両面調整石器の大きさ（幅と厚さの関係）か
らは、北海道斗満台地の異質性が際立つのに対し、中部
地方の神子柴系石器群の均質性がみられる。斗満台地の
黒曜石製の両面調整石器は特異な大形品であり、槍先と
して用いるには常軌を逸している。威信財・象徴財（田
村2017）や墓の副葬品（鶴丸1985、中沢ほか2018）と
しての機能的解釈が妥当であろう。

４．北海道に神子柴系石器群は存在するのか
　北海道で神子柴系と呼ばれている石器群には、尖頭
器・両面調整石器、石刃、石斧のセット関係が少ない
点、斗満台地遺跡の年代が大平山元 I の年代におそらく
1000年以上は後出する点、尖頭器・両面調整石器のサ
イズが神子柴系石器群の中心である中部地方のものより
もさらに大きい点などからみると、「中心」との違いが
ある。それに対して、特定器種の大形石器をキャッシュ
する点については共通する。これらの状況から判断する
と、「周縁」にあたる北海道には、神子柴系石器群が存
在するというよりも、むしろ神子柴系と共通要素をもつ
石器群が存在するということが妥当であろう。文化伝
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達様式からすると、水平方向の伝達によって文化要素の
パッケージがもたらされたのではなく、相似・収斂進化
のプロセスを考えることが適切であろうか。
　一方で、「中心」と「周縁」の関係の観点からは、水
平方向の文化伝達が全くなかったとまでは断言しにく
い。「中心」から「周縁」へと文化要素が伝達されたが、
一部のみが残されたといった史的背景があることが考え
られる。しかし、中心部で15000年前以前であり、北海
道では13000年前くらいとなるならば、伝達された情報
が物質文化として可視化されるまでにタイムラグが生
じたことになる。今回検討した結果に基づき、筆者は
以下のような仮説を考えている。15000年より前に「中
心」地域の集団ではより多くの文化要素が共有されてい
たが、「周縁」へと伝達される中で「周縁」の受け入れ
た側の集団の中で取捨選択が働き、部分的な文化要素が

「周縁」に残された。受け入れた側において、世代間で
伝達された文化要素のパッケージは、15000年前以降に
何らかの要因で集団の分断や縮小が生じたことにより、
伝達された文化要素（道具に関する考え方、知識・情報）
が部分的にしか残されなかったことが「周縁」の「片鱗」
と形容される特徴を生んだ。
　LGM 以降の15000年前以降の北海道の後期旧石器時
代後半期には多様な細石刃石器群や小形舟底形石器群な
どの非細石刃石器群が展開しており、それらは時間的に
複数共存していることが予想される（佐藤2016、中沢
2016）。また、器種組成においても石器群間の多様性の
高さは顕著である（Nakazawa and Yamada 2015）。
これらの石器群間の多様性は、地域内の集団にある種の
ボトルネック効果（Ambrose 1998, Henrich2004）が
働き、集団の構成員が減ったために知識の伝達が消失し
た場合や、集団の規模が回復した際に新たな技術が発明
された状況などによって生じたのではと思われる。
　本稿では、神子柴系とされる石器群をアプリオリに取
り上げ、その中にみられる文化要素のごく一部を取り
扱ったにすぎない。そのため、北海道に神子柴系石器群
は存在するかという問いについては、結論を出すのは時
期尚早である。しかし、北海道に神子柴系石器群が存在
するかという問いは、考古学的文化の「中心」と「周縁」
に成立した情報伝達のネットワークを解明する意義があ
るだろう。今後、文化進化理論に依拠した上記の仮説
を検証するためには、15000年前からそれ以降の中部地
方、東北地方、北海道地方の考古学的データや関連する
年代測定値、環境データの比較検討が必要であろう。と
くに今回果たせなかった石器の技術的分析については、
文化の中心／周縁の枠組みにおいても重要であり、機会
を改めて検討したい。
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