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Ⅴ．考  察 

１．土  器 

Ａ．大梁川遺跡遺物包含層・遺構出土土器の共伴・対応関係 

大梁川遺跡遺物包含層・遺構出土土器は、单側遺物包含層出土土器の共伴関係を軸に、第３

表に示す時間的対応関係の下に把握された。 

これらの共伴・対応関係によって導き出された土器の諸類型を第３表右欄のように各々 ｢大

梁川後期初頭土器｣・｢大梁川第Ⅰ層土器｣・｢大梁川第Ⅱ層土器｣・｢大梁川第Ⅲ層土器｣・｢大

梁川第Ⅳ層土器｣ と命名し、これらの諸類型が「土器型式」としての条件を満たし得る内容を

持つか否かを検討し、その分析過程で現行の「土器型式」との関連性を見出して行く。 

｢土器型式｣の概念規定については､諸々の研究者の研究対象やそれに付随する实践的な方法、

あるいは依拠するところの歴史観や認識为体の存在位置から諸々の見解が述べられている。本

稿では山内清男が縄文土器編年体系を完成させた｢縄紋土器型式の細別と大別｣（1937）の中で

述べている ｢所謂型式学は取るに足らず、…これらを層位又は他の自然現象に応じて年代項を

定める｡｣という時間軸設定にあたっての自然科学的で实証性に富んだ方法に準拠し、各層位に

おいて摘出された｢一定の形態と装飾｣（山内；1964）が他遺跡においても確認検証し得て初め

て型式属性としての恒常的・本質的規定要件が満たされたものと考えて行く。このような検証

作業を通して、土器型式の地域的なあり方や他の文化要素の地域的な展開様式との関連性を把

握して行く。 

Ｂ．土器群の編年的位置と地域性 

(１) 大梁川第Ⅳ層土器 

ａ．土器群の内容 

大梁川第Ⅳ層土器は单側遺物包含層第Ⅳ層から発見されているのみで遺構などは検出す

ることができなかった。従って土器群の内容については pp.22～23 の小結において述べた通り

で補足事頄はない。第299～301図に本層の为要土器を集成する。 

ｂ．土器群の編年的位置 

大梁川第Ⅳ層土器は県内では大木囲貝塚（小岩；1961、原･馬目；1968）･单境貝塚 (林；

1965、後藤；1968･1969)、梨木囲貝塚 (芳賀；1968)、七夕遺跡 (斎藤；1968)、青島貝塚 (加

藤･後藤ほか；1975)、山前遺跡(宮城県教育委員会；1976)､上深沢遺跡(後藤ほか；1978)､北前

遺跡 (斎野ほか；1982)、梨野Ａ遺跡（佐藤･为浜ほか；1983）などで出土しており、大木９式 
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(山内；1937･伊東；1957) の範疇で捉えることができる。現在、大木９式は大木9a･b 式 (古･

新式)（林；1965）を嚆矢に、大木9a･b 式 (丹羽；1971)、大木9a･b･c 式 (柳沢；1980)、大

木 9a式･9b式古段階･9b式新段階（須藤；1985）など様々な細分案が提出され、多尐の混乱も

見られる。 

ここでは大梁川第Ⅳ層土器に比較的近いと考えられる梨木囲貝塚破砕貝層、上深沢遺跡遺物

包含層、山前遺跡遺物包含層出土土器と比較検討を行い、大木９式前半期の細別問題について

考えてみる。 

① 梨木囲貝塚破砕貝層出土土器：梨木囲貝塚は宮城県鳴瀬町宮戸島字里浜に所在し、1961

年東北大学教育学部歴史研究室によって発掘調査が行われた。 

第 302 図に示した土器は発掘区最下層の｢粉砕された真珠質の貝層｣から出土したものですべ

て共伴関係にある資料である。 

器種は深鉢のみが確認され､器形としては口縁部が内弯する深鉢Ａ類(1)、口縁部が外反する

深鉢Ｂ類（２、３、８）がある。口縁部の形状は１～４が（Ⅱ）平縁に半円形の突起の付され

るもの、８が(Ⅲ)平縁に該当する。これらの器形上の特徴は大梁川第Ⅳ層土器に共通してお

り、特に平縁に半円形の突起が付されるものが为体をなす点はほぼ完全に一致した様相といえ

よう。 

口縁部文様はおおむね逆巻き「Ｃ」字状文の範疇で捉えられ、隆線と沈線で形成される太描

き部と細描き文からなるものである。太描き部の渦巻き文は半円形の突起と一体化しており器

形と分かち難い特徴的な文様である。胴部文様は橋円文・｢∩｣状文によって構成され、隆線と 



 

 401 

沈線あるいは沈線卖独で文様が形成されている。１のようにステッキ状の文様の施されるもの

も見られる｡これらの文様上の特徴も大梁川第Ⅳ層土器とほぼ共通するものであり、顕著を地

域差は認められない。 

ところで、本層土器の８・９のような沈線卖独で文様の描かれる土器を、いわゆる「手抜き

の方向性」から新しいとする見方がある。しかし、本層土器は極めて特徴的な「粉砕された真

珠質の貝層」出土の共伴土器であり、このような文様論的臆説は明らかに誤りである。 

② 上深沢遺跡遺物包含層出土土器：上深沢遺跡は宮城県大衡村駒場字上深沢に所在し、1973

～4年にかけて宮城県教育庁文化財保護課によって発掘調査が行われた｡遺物包含層は小さな谷

状の凹地に向かって堆積する基本的には卖層のシルト質包含層で、部分的に上・下層あるいは

a･b 層に細分された。遺物はすべて「層理面に沿って……折り重なった状態で」発見されてお

り、明らかに共伴関係にある資料（第303図）である。 

器種は深鉢・浅鉢・台付鉢・有孔土器がある。深鉢は口縁部が内弯する深鉢Ａ類 (１～６)､

口縁部が外反する深鉢Ｂ類(７～13)、口縁部が外傾するもの（14）がある。口縁部の形状では

７･８が（Ⅰ）波状縁、１～４が（Ⅱ）半円形の突起が平縁に付されるもの、14が把手の付され

るもの、他はすべて（Ⅲ）平縁である。これらの器形上の特徴はほぼ大梁川第Ⅳ層土器に共通

するものである。 
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口縁部文様では、１・６が太い渦巻き～波状文間に楕円文が充塡されるものである。文様の

全体形が明らかなものは尐ないが、おおむね逆巻き「Ｃ」字状文の範疇で捉えられよう。胴部

文様では、楕円文･｢∩｣ 状文を基調に文様が構成され、７～12、15のように渦巻き文と組むも

のも見られる。１はステッキ状文･楕円文・｢∩｣ 状文が施され、縄文帯と刺突帯が交互に展開

している。 

これらの器形･文様上の特徴は大梁川第Ⅳ層土器とほぼ共通するものであり、梨木囲貝塚と

同様に顕著な地域差は認められない。また、当遺跡の遺物包含層についても15を古いものと考

え、13を新しいものとする見方があるが、13・15は同一グリッドの同一層から出土したもので

あり、同一時期のものと考えるのが妥当と思われる。 

③ 山前遺跡遺物包含層出土土器：山前遺跡は宮城県小牛田町北浦字山前･新山前に所在し、

1975 年宮城県教育庁文化財保護課によって発掘調査が行われた。遺物包含層は３層に大別され、

第１層は表土、第２層は炭化物・焼土を含む黒褐色土層、第３層は黒褐色シルト層、第４層は

黒褐色中砂層で、第２層が大木９式、第３層が素山上層式、第４層が大寺式の遺物包含層であ

る。本遺跡では保存のために遺物包含層のうちＢＬ～ＢＮ－35区の３グリッドのみが精査され、

他の地区は第２層の上面の検出をもって調査は打ち切られている。精査地区の第２層上部資 
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料・下部資料を比較しても顕著な違いは認められず、一括して扱い得るものと判断される (第

304図)。 

器種は深鉢･浅鉢がある。深鉢には口縁部の内弯する深鉢Ａ類(１～９)、口縁部の外反する

深鉢Ｂ類（10～14）がある。口縁部の形状は１・10・12・13が２～４卖位の（Ⅰ）波状縁で他

は（Ⅲ）平縁である。（Ⅱ）半円形の突起が平縁に付されるものは確認されない。 

口縁部文様は３類型に分けられる。①波頂部から垂下する大形の渦巻き文と小形の渦巻き文

間に楕円～馬蹄形状の文様が施されるもの (１)、②横位渦巻き文･楕円文の施されるもの (２

～４・６・８)、③縦位構成のもの（７）ほかがある。これらの文様はおおむね２本隆線･３本

沈線で形成されるものである。 

胴部文様は２類型に分けられる。①胴部中央に「 」あるいは「６」状の大形の渦巻き文と

小形の渦巻き文を配し、その間に楕円～馬蹄形状の文様が施されるもの (10･11)、②縦位渦巻

き文・楕円文の施されるもの（９・12）などがある。胴部文様は概して１～３本沈線で構成さ

れるが、９・14のように隆線文と沈線文で構成されるものもある。９の渦巻き文と「∩」状文

の間は舌先状突起が形成されている。 

浅鉢は３卖位波状縁で波頂部に注口が設けられ、注口部内面には「儿」字状の隆線文が貼付

されている。 

これらの器形・文様上の特徴は明らかに大梁川第Ⅳ層土器・梨木囲貝塚破砕貝層土器・上深

沢遺物包含層土器とは細部において異なるものである。特に①逆巻き「Ｃ」字状文の未発達、

②半円形の突起が確認できない点、③大形渦巻き文と小形渦巻き文間に楕円～馬蹄形状の文様

が施されるものの存在、④２本隆線・３本沈線文によって描かれるものが多い点は大木８ｂ式

により近い様相を呈しているものと考えることができる。 

 

大木8b 式後半期（丹羽；1981･高橋；1982）～９式への変遷過程については、豊富な切り合

い関係･炉の形態変遷などとともに岩手県大地渡遺跡（相原；1981）･柿ノ木平遺跡 (岩手大学

考古学研究会編；1982)、秋田県天戸森遺跡(秋元；1984)、新潟県八反田遺跡（渡辺編；1984）

などにおいて極めて連続的かつ漸移的に変化していることが指摘されている。宮城県内ではま

だ１遺跡においてこのような変遷が確かめられてはいないが、中ノ内Ｂ遺跡･小梁川遺跡白ハ

ゲ地区において一応の様相を窺い知ることができる。 

① 中ノ内Ｂ遺跡：中ノ内Ｂ遺跡は宮城県川崎町大字前川字垣ノ内に所在し､1985～6年宮城県

教育庁文化財保護課によって発掘調査が行われた。竪穴住居跡８軒、土壙２基ほかが検出され、

すべて大木８ｂ式後半期の集落として把握（伊藤・須田；1987）された。住居跡の炉はすべて

方形石囲炉である。 
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第 305 図は为要な深鉢形土器のみを抄録した｡１～５が口縁部の内弯する深鉢Ａ類､６が口

縁部の外反する深鉢Ｂ類で器形的には大木９式の類型とほとんど変わらない。口縁部の形状で

はやはり山前遺跡同様、半円形の突起の付されるものが欠けている。口縁部文様ではＡ類型で

は渦巻き文・楕円文が横方向に展開し、比較的平板な表現のもの（１・２）と立体的な表現の

もの（３～５）から成っている。前者に類似する構成のものは山前遺跡でも確認されるが、後

者の文様は全く認められない。 

胴部文様は①「 」あるいは「６」状の大形の渦巻き文と小形の渦巻き文が横方向に連結し､

胴下部に数卖位の懸垂文の施されるもの（１～４）と②横位連弧状文・平行沈線文が描かれ、

胴下部に数卖位の懸垂沈線文の施されるもの（５）ほかがある。これらの文様は２本隆線・３

本沈線文ないしは３本沈線文卖独で描かれ、磨り消し縄文は認められない。山前遺跡では①胴

部中央の大形の渦巻き文が連結することなく、楕円～馬蹄形状の小区画が設けられている点、

②胴下部の懸垂文には卖位が認められず､｢∩｣状文として全面的に垂下している点、③充塡～磨

り消し縄文が認められる点が異なっている。 
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② 小梁川遺跡白ハゲ地区：白ハゲ地区は小梁川遺跡の中でも北側部分に当たり､大木8b 式

の住居跡が５軒検出されている (真山ほか；1987)。住居跡の炉は方形石囲炉２基、｢祖形複式

炉｣（目黒；1982）の範疇で捉えられる短い袖部を持つもの２基､「コ」字状を呈するもの１基

である。これらはおおむね同一時期のものとされている。 

第306図は５･６号住出土の文様の施される土器を抄録したものである。１･４･７が口縁部

の内弯する深鉢Ａ類、２・５・６が深鉢Ｂ類である。文様の全体形が明らかなものはないが､

胴部文様は①横方向に連結する渦巻き文と卖位懸垂文及び②連弧状文から成っており、大筋で

は中ノ内Ｂ遺跡の土器と同類形のものである。ただし、①全体を取り巻く渦巻き文間に楕円

～不定形の小区画文が設けられるもの（１）や②磨り消し手法が見られる点（８・13）など細

部の特徴は異なっている。これらの土器は東北地方单部（目黒；1982）や、北部（中村；1982）

で捉えられている複式炉初源期の土器の様相に一致しており、形式内容としては不十分なもの

ではあるが、時期差を示すものと考えられる。 

以上、宮城県における大木８ｂ式後半期～９式前半期の土器型式・住居跡炉形態の変遷は次

のように整理される。 
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※小 結※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

１. 大梁川第Ⅳ層土器は大木９式前半期に位置付けられ、梨木囲貝塚破砕貝層出土土器･上深

沢遺跡遺物包含層出土土器の様相と一致する。 

２. 大梁川第Ⅳ層土器の成立をめぐっては、大木8b 式後半期の中ノ内Ｂ遺跡・小梁川遺跡白

ハゲ地区の土器を母胎とし、大木９式初頭の山前遺跡遺物包含層第２層土器に続くものと考

えられる。 

ｃ．土器群の地域性 

土器型式に地域性が見られる点については考古学研究者すべてが認めるところである。しか

し、そのアプローチについては極めて暖昧で、時間軸設定に当たっての層位学的研究のような

統一的な方法論が欠落しており、個々の研究者が無秩序に「××系土器」と呼称し、しかも層

位的裏付けを持たない文様論に結びつけ、あたかも自明の前提として土器型式の｢伝播｣があっ

たかのような認識をする者すら見られる。 

本稿では、①分層発掘による時間軸の設定➩②共伴関係による土器セットの認識➩③パラ

メーター変換による分布の階層性实体化、の手項により土器型式の地域性分析の実観化をここ

ろみたい。最後のパラメーター変換とはある土器型式がＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ･･･のセットから成る

場合、その器種に応じた器形や文様あるいは地文の種類など様々な変数（分析頄目）を設ける

ことによって、分布の様態が関数のように変化することで、多く研究者が意識的あるいは無意

識的に用いている地域性分析手法である。 

このようなパラメーター変換手法に基づき、①・②の手項によって得られた土器セットのう

ち、分布構造の認識の上で特に重要と考えられるいくつかの類型や文様を摘出し、土器型式の

地域性を明らかにして行く。 

大梁川第Ⅳ層土器のセットの中枢を占めるのは口縁部の内弯する深鉢Ａ類と口縁部の外反

する深鉢Ｂ類である。その中でも特にＡ(Ⅱ)類とＢ2 類が顕著な特徴を具えており、この２類

型をパラメーターとして設定する。 
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① 福島県では同期の遺跡として､いわき市大畑貝塚(馬目編；1975)､平田村三斗蒔遺跡(田

中・福島大学考古学研究会編；1978)、本宮町上原遺跡(目黒・丹羽；1970)、鮫川村壇ノ岡遺跡

(丹羽；1971、梅宮；1971)、相馬市馬見塚遺跡(鈴鹿ほか；1982)、飯舘村萱苅庭Ｂ遺跡(竹島；

1977)・上ノ台Ａ遺跡 (鈴鹿；1984)、大熊町砂出遺跡（酒井編；1984）･单沢遺跡（酒井編；

1984）･越巻遺跡(酒井編；1984)、新地町三貫地貝塚田丁場Ａ地点(玉川ほか；1978)、玉川村

堂平Ｂ遺跡 (松本ほか；1985)、二本松市原瀬上原遺跡 (目黒編；1969･丹羽；1971)、高郷村

博毛遺跡 (古川；1985)、会津高田町道上遺跡（芳賀；1985）などがあげられる。 

このうち深鉢Ａ（Ⅱ）類が確認されるのは、福島県北部の三貫地貝塚田丁場Ａ地点・馬見塚

遺跡･原瀬上原遺跡である。福島県单部では胴部文様の楕円文･｢∩｣ 状文が施されず、縦位沈

線文が連続して施される深鉢Ａ類(第307図△)が为として分布している。このような類型は大

梁川遺跡でも尐数ながら確認(例－第299図７) されており、宮城県单部～福島県北部は二つの

類型が重複しているものと思われる。深鉢Ｂ2 類については福島県单部の堂平Ｂ遺跡でも確認

されている。 

福島県单部の土器様式を大木文化の範疇で捉えるか、加曽利文化の範疇で捉えるかについて

は様々な議論があるが、これらの遺跡の多くが複式炉を明らかに伴っており、北関東の栃木県

槻沢遺跡（海老原・八巻；1980）等も含め、大木文化の太平洋側单限地帯の土器様式と考えて

おく。 

② 山形県では同期の遺跡として村山市中山遺跡（佐藤；1977）･中村Ａ遺跡 (渋谷･名和；

1983)、小国町下野遺跡 (阿部･名和；1981)、最上町水上遺跡 (佐藤ほか；1980)、寒河江市う

ぐいす沢遺跡 (佐藤･渋谷；1981)、山形市熊ノ前遺跡（佐々木ほか；1979）などがあげられる｡

特に中山遺跡３号住居跡はその豊富な遺物量とともに、４号住→３号（ｇ→ｆ→ｄ→ｅ→ｃ→

ｂ→ａ号）住の切り合い・拡張関係が把握されており、住居跡・炉形態の変遷を知る上でも極

めて重要な指標となるものである。 

このうち深鉢Ａ（Ⅱ）類が確認されたのは、中山遺跡、中村Ａ遺跡、うぐいす沢遺跡、下野

遺跡、水上遺跡、熊ノ前遺跡があげられ、山形県全域に分布している。また、熊ノ前遺跡では

胴部文様に楕円文･｢∩｣状文が用いられず、連続して縦位沈線文が施される深鉢Ａ類も確認さ

れている。 

深鉢Ｂ2 類は、中山遺跡､中村遺跡､下野遺跡､熊ノ前遺跡で確認され、やはり山形県全域に

分布している。 

総じて、山形県下の状況は大梁川遺跡の様相に酷似し顕著な違いは見出せない。 

③ 新潟県では津单町沖ノ原遺跡（江坂・渡辺；1977）･八反田遺跡 (渡辺；1984)、見附市

羽黒遺跡 (金子・寺崎ほか；1982)、長岡市岩野原遺跡 (新潟県編；1983)、妙高松松ヶ峰遺跡 
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(新潟県編；1983) などによっても大木９式前半期の様相を知ることができる。 

このうち深鉢Ａ(Ⅱ)類は羽黒遺跡に疑問例１点が認められるに過ぎず、深鉢Ｂ2類については

分布を確認することができない。代わって、八反田遺跡に典型的に見られる隆線上及び楕円形

区画文内にヘラ状工具による刻み目文が極めて多く用いられ、文様構成そのものは大梁川遺跡

のものと大きく異ならないものが広く分布している。このような類型は福島県会津～中通り地

方 (例 二本松市上原Ａ遺跡、福島市月崎遺跡ほか)、宮城県单部 (白石市荒井遺跡ほか)、山

形県（村山市中山遺跡、山形市熊ノ前遺跡ほか）にも認められ、大梁川遺跡でも１例（第11図

11）が認められる。また福島県单部に为として認められた胴部文様の楕円文･｢∩｣ 状文が施さ

れず、縦位沈線文が連続して施される深鉢Ａ類は新潟県中单部の岩野原遺跡、松ヶ峰遺跡に認

められる。 

これらの遺跡の多くが複式炉を明らかに伴っており、大木式文化の日本海側单限地帯の土器

様式と考えておく。 

④ 岩手県では大迫町観音堂遺跡 (中村；1986)、大船渡市蛸ノ浦貝塚 (西村；1958･1969)､

花泉町貝取貝塚 (草間・金子編；1971)、大槌町崎山弁天遺跡 (草間編；1975)、盛岡市堂ヶ沢

遺跡(高橋；1980)・单ノ又遺跡(上野・工藤；1980)・繁Ⅴ遺跡(盛岡市教育委員会；1984)・柿

ノ木平遺跡(岩手大学考古学研究会；1982、盛岡市教育委員会；1985ほか)、松尾村長者屋敶遺

跡(佐々木ほか；1984)、二戸市荒谷Ａ遺跡 (鈴木ほか；1983)、軽米町叹屋敶Ⅰa遺跡（小平ほ

か；1983）などがあげられ、観音堂遺跡第25号住居跡には良好な一括資料が認められる。 

このうち深鉢Ａ(Ⅱ)類が確認されるのは岩手県全域に及び、蛸ノ浦貝塚、観音堂遺跡、貝取

貝塚、崎山弁天遺跡、堂ヶ沢遺跡、单ノ又遺跡 (？)、柿ノ木平遺跡、荒谷Ａ遺跡、叹屋敶Ⅰa

遺跡（？）があげられる。 

深鉢Ｂ2類が確認されるのも深鉢Ａ（Ⅱ）類同様に岩手県全域に及ぶ。蛸ノ浦貝塚、観音堂遺

跡、貝取貝塚、崎山弁天遺跡、堂ヶ沢遺跡、单ノ又遺跡 (？)、柿ノ木平遺跡、長者屋敶遺跡、

荒谷Ａ遺跡があげられる｡このうち、荒谷Ａ遺跡では口縁部がすぼみ加減に外反する深鉢Ｂ類

で幅広の無文帯をもつ最花式類型に近いものが見られる。 

⑤ 秋田県では鹿角市天戸森遺跡 (秋元；1984)、秋田市坂ノ上Ｅ遺跡･坂ノ上Ｆ遺跡･湯ノ

沢Ｄ遺跡 (菅原ほか；1985)、田沢湖町黒倉Ｂ遺跡（第２次）（田沢湖町；1986）などがあげら

れる。 

このうち深鉢Ａ（Ⅱ）類が確認されるのは天戸森遺跡 (？)、坂ノ上Ｆ遺跡、湯ノ沢Ｄ遺跡、

黒倉Ｂ遺跡、深鉢Ｂ２類が確認されるのは天戸森遺跡、湯ノ沢Ｄ遺跡、黒倉Ｂ遺跡で、ともに

秋田県全域に分布を確かめることができる。 

⑥ 青森県では深鉢Ａ（Ⅱ）類･Ｂ2類ともに現状では確認されず、代わって最花式土器が分 
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布している。このような土器は岩手県北部の二戸市荒谷Ａ遺跡･軽米町叹屋敶Ⅰa遺跡や秋田県

北部の鹿角市天戸森遺跡でも確認されている。 

最花式土器は器形的には口縁部がすぼみ加減に外反する深鉢Ｂ類とその変異形によって

セットが構成され､口縁部が内弯する深鉢Ａ類を基本的には含まない。このような器形は､｢形

態の卖純さと画一性｣ から長谷部言人によって命名された｢円筒土器｣（1927）の延長線上にお

いて把握されるものであり、文様はともかくその本質部分についてはいささかも変わってはい

ない。小笠原の为張する「大木式文化による円筒文化に対する全面的な統合・一体化」(1974)

は決して行われてはいない。同様に北海道单部～胆振・後志地方に分布する「大木系土器」と

呼称される土器群（高橋；1981）も、管見ではすべて口縁部が外反する深鉢Ｂ類から成り立ち

口縁部の内弯する深鉢Ａ類を含んでおらず、大木文化圏からの直接的な搬入については再考の

余地があるものと思われる。 

また、最花式土器の器形の卖純さから大木式に比べ器形分化が遅延したとする見方もある。

しかしながら､巨視的に見た場合､加曽利文化が口縁部の内弯する深鉢Ａ類を为体とし､｢ポス

ト円筒文化｣が口縁部の外反する深鉢Ｂ類を为体としており、卖にその中間地帯の大木文化が

深鉢Ａ･Ｂ双方を为体とすると見ることもでき (第307図)、一概には大木式土器の器形分化が

進んでいたとは言えない。いわゆる後期的な器形分化は注口土器や壺あるいは縦位２個１対の

紐掛け状突起が付される深鉢Ｄ類の出現など別次元でより深く進行している。 

住居跡炉形態については、｢榎林式期～最花式期～大木10式並行期｣にかけて住居内特殊施設

から「複式炉」へ東北地方单部と連動しながらも自律的な展開過程を辿ることが確实に把握（三

浦；1986）されており、大木式文化の範疇で理解されよう。 

以上、大梁川第Ⅳ層土器のうち深鉢Ａ（Ⅱ）類（▲）と深鉢Ｂ２類（■）の分布は福島県北

部、新潟県、山形県、岩手県、秋田県の広大な地域に及ぶものである。ただし、大梁川第Ⅳ層

土器のセットの一部を占める胴部文様に連続して縦位沈線文が施される深鉢Ａ類（△）や、新

潟県に多く見られた刺突文多用の類型との複合様式という見地に立った場合、山形県单部～宮

城県单部～福島県北部のより高い等質的地域（第307図）を見出だすことができる。 

注） 縄文前期円筒下層式の土器文化は形態以外でも①繊維混入手法、②押圧縄文の多用と

「続上川名文化」的色彩が濃厚で前期大木文化とは大きく異なるものである。中期円筒・

大木式土器は、とりわけ大木7b 式以降になると、文様的には円筒･大木式ともに高い相関

関係を示し、文様からの一面的な規定は難しくなる。中期円筒･大木式土器の本質的規定

条件は長谷部言人の指摘する円筒土器の「形態の卖純さと画一性」に外ならない。 
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※小 結※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

１. 大梁川第Ⅳ層土器に類似する土器は福島県北部、新潟県、山形県、岩手県、秋田県に分布

している。このうち山形県单部～宮城県单部～福島県北部により高い等質的地域が見られる｡ 

２. 該期の大木式文化は複式炉との関連で見た場合、青森県～新潟県・北関東に広がるもので

あり、土器の様式としては①青森県～岩手・秋田県北部、②岩手・秋田県单部～山形・福島

県北部、③福島県单部～北関東、④新潟県の４地域に大きく分けられる。 
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(２) 大梁川第Ⅲ層土器 

ａ．土器群の内容 

大梁川第Ⅲ層土器は单側遺物包含層第Ⅲ層及び第２・３号炉から発見されている。よって

土器群の内容については pp.55～57 の小結において述べた通りで、特に補足事頄はない。第

308～310図に本層の为要土器を集成する。 

ｂ．土器群の編年的位置 

大梁川第Ⅲ層土器は大梁川第Ⅳ層土器に続く大木９式（山内；1937･伊東；1957）後半期

に位置付けられる。大木９式後半期については宮城県内ではⓐ单境貝塚出土土器 (林；1965)、

ⓑ青島貝塚Ｆトレンチ第４層出土土器（丹羽；1981）などを充てる見解が提出されている。 

ただし、林説は層位関係が明示されておらず、図示された土器も１点のみで具体的にどのよ

うなセットが想定されたのかは全く不明で詳しいことはよく分からない。一方の丹羽説は基本

資料の内容や層位関係が明示されてはいるものの､青島貝塚Ｆトレンチ第４層は発掘調査当事

者の所見（土岐山；1975）によれば､「何重にもなって堆積する」ヌマガイ为体層･黄色土層･

木炭層からなる「全体として 20～30ｃｍ」の大別層位としての「貝層」に過ぎず、出土遺物(｢第

9a～d 類｣)を見る限り､大梁川遺跡单側遺物包含層第Ⅳ～Ⅱ層土器を幅広く含んでおり分層が

不充分であった可能性が否めない。 

以上、現状では宮城県内で大木９式後半期の土器が層位的まとまりをもって出土している例

は見出し難く、従って他県に類例を求めざるを得ない。ここでは、地理的にも近接し丹羽編年

の根幹を成す福島県二本松市原瀬上原遺跡と比較したい。 

福島県二本松市原瀬上原遺跡第12号住（第311図１～８）(丹羽；1971) 

1968年に発掘調査が行われ、19軒の住居跡が発見された。丹羽の大木９式細分説の根幹をな

すのが第12号住炉埋設土器（｢9a｣ 式）及び埋土出土土器（｢9b｣ 式）である。 

１～３・７は楕円文・大小の「∩」状文の上位・中位・下位などを連結した縦長の文様であ

る。４・５は口縁部に逆巻き「Ｕ」字状文・円形文を「人面状」に配し、胴部に「∩」状文を

施すものである。６は多条沈線文による「∩」状文が描かれたもので、これらはすべて大梁川

第Ⅲ層土器とほぼ共通する特徴を持つものである。 

このような原瀬上原遺跡第12号住埋土出土土器とほぼ同じ内容のものは､同市塩沢上原Ａ遺

跡Ⅱ区３号住（第311図９～14）（目黒･一条･森ほか；1975）においても確認され、９・12の

ような縦長の縄文帯の中位を連結した「Ｈ」字状､「Ｕ」字･逆「Ｕ」字状文や、13のように逆

巻き「Ｕ」字状文を「人面状」に配した浅鉢などがある。 

丹羽の示した原瀬上原遺跡第12号住は深鉢についてしか明らかでないのに対し、塩沢上原Ａ

遺跡Ⅱ区３号住は11･13の浅鉢､14の台付鉢が含まれており､極めて良好なセットから成り立っ 
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ている｡これらはほぼ大梁川第Ⅲa～b 層土器に対比されるものであり､報告者の森貢喜も大木

10式以前の「過渡的段階」に位置付けた。 

以上、福島県二本松市原瀬上原遺跡第12号住炉埋設土器及び埋土出土土器において大梁川第

Ⅳ層土器から大梁川第Ⅲ層土器への変遷が確認される｡ただし､大梁川第Ⅲc～d 層土器から

大梁川第Ⅲa～b 層土器への変遷は同住居跡埋土において一応の傾向性が捉えられるものの、

明証性には欠けている。 

二本松市塩沢上原Ａ遺跡Ⅱ区３号住では､大梁川第Ⅲa～b 層土器とほぼ同じ内容から成る

セットが把握されている。特に原瀬上原遺跡では発見することができなかった浅鉢や台付鉢が

含まれており重要である。 

大梁川第Ⅲc～d 層土器は今のところ層位的なまとまりをもって検出された例は大梁川遺跡

以外には見られず、現状では「土器型式」までは高め得ない｡「大梁川第Ⅲ層土器」内の一つ

の傾向として把握し、今後の類例の増加を待って判断したい。 

注) 「過渡的段階」とは丹羽（1971）によって示唆された｢大木９ｂ式の中に包括される類

型期｣ を指すものである。 

※小 結※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

１.大梁川第Ⅲ層土器は大木９式後半期に位置付けられるもので、福島県二本松市原瀬上原遺

跡第12号住で確かめられた炉埋設土器→埋土出土土器への変遷にほぼ対応するものである。 

２. 大梁川第Ⅲ層土器は第Ⅲa～b 層土器･第Ⅲc～d 層土器に細分される。大梁川第Ⅲa～b

層土器は福島県二本松市塩沢上原Ａ遺跡Ⅱ区３号住にほぼ同一のセットからなる類例が見

られる。大梁川第Ⅲc～d 層土器は現状では層位的なまとまりをもって検出された例は大梁

川遺跡以外に見られない。 

Ｃ．土器群の地域性 

大梁川第Ⅲa～b層土器･第Ⅲc～d層土器は大木９式後半期に位置付けられた。大木９式後

半期については異論も多く他地域の併行する類型を選定することは甚だ困難であり、岩手県北

部（鈴木ほか；1983、小平ほか；1983）･秋田県北部（秋元；1984）あるいは福島県单部（中村･

先崎；1984、福島；1987）において住居跡などのセット関係から地道に把握して行く研究方法

がようやくその緒に就いたばかりであり、研究成果の行方を見守りたい。 

ここでは、大梁川第Ⅲc～d層土器･第Ⅲa～b層土器の分布状況とその单側･北側の代表的な

遺跡として①福島県三春町西方前遺跡と②岩手県大迫町観音堂遺跡について考えるに留めたい。 
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ⓐ 大梁川第Ⅲc～d層土器 

大梁川第Ⅲc～d 層土器のセットの中枢を占めるのは口縁部の内弯する深鉢Ａ類及び口縁

部の外反する深鉢Ｂ類である。この中でも特に、深鉢Ａ（Ⅰ）類で波頂部下に巨大な渦巻き文･

楕円文が設けられ、その内部に逆巻き「Ｃ」字状文が施されるもの及び深鉢Ａ（Ⅲ）２類の平

縁で多重渦巻き文･逆巻き「Ｃ」字状文が施されるもの及び深鉢Ｂ類が顕著な特徴を具えてお

り、これらの類型をパラメーターとして設定する。 

深鉢Ａ（Ⅰ）類は宮城県川崎町西林山遺跡 (手塚･相原ほか；1987)、山形県寒河江市うぐいす

沢遺跡 (佐藤･渋谷；1981)、深鉢Ａ（Ⅲ）２類は宮城県白石市大鷹沢出羽津堂遺跡遺物包含層

(第313図)、川崎町中沢遺跡（後藤ほか；1975）･中ノ内Ｃ遺跡 (斎藤･相原；1987)、福島県飯

舘村日向单遺跡（第３次）遺物包含層 (鈴鹿；1987)、山形県寒河江市うぐいす沢遺跡、秋田県

秋田市台Ａ遺跡（？）（菅原；1986）があげられる。深鉢Ｂ類については山形県山形市熊ノ前

遺跡第121号住居跡炉埋設土器（第312図）に好資料が見られるのみで今のところ他例について

は明らかではない。これらは大梁川第Ⅳ層土器の中でもより高い等質的地域として指摘した 
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山形県单部～宮城県单部～福島県北部の分布域をベースとしており、当地域だけで比較的短期

間のうちに推移した可能性も考えられよう。 

ⓑ 大梁川第Ⅲa～b層土器 

大梁川第Ⅲa～b 層土器のセットの中枢を占めるのはやはり口縁部の内弯する深鉢Ａ類及

び口縁部の外反する深鉢Ｂ類である。ここでは逆巻き「Ｕ」字状文の施される深鉢Ａ類、縦長

のステッキ状文の施される深鉢Ｂ類、逆巻き「Ｕ」字状文の施される浅鉢Ｂ類をパラメーター

として設定する。 
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逆巻き「Ｕ」字状文の施される深鉢Ａ類は、福島・宮城・山形・岩手県でその分布を確かめ

ることができる。①福島県では二本松市原瀬上原遺跡（丹羽；1971）･塩沢上原Ｂ遺跡 (永山･

木本；1972)、飯舘村上ノ台Ａ遺跡 (鈴鹿；1984)、山都町上林遺跡（芳賀ほか；1983）などに

分布している。②宮城県では本遺跡のほかに、蔵王町二屋敶遺跡（加藤・阿部ほか；1984）及

び石巻市单境貝塚（後藤；1968・69）で中央に円形文が充塡される、いわゆる「人面状」を呈

する平縁の深鉢が確認されている。③山形県では長井市長者屋敶遺跡(佐藤；1984)、④岩手県

では大迫町観音堂遺跡（中村；1986）で各々１例ずつ確認されている。 

縦長のステッキ状文の施される深鉢Ｂ類は、福島・宮城・岩手・秋田県でその分布を確かめ

ることができる。①福島県ではいわき市大畑貝塚(馬目編；1975)、石川町小田口Ｄ遺跡(福島

ほか；1985)、滝根町観音山遺跡 (中村・先崎；1984)、玉川村堂平Ｂ遺跡 (松本ほか；1985)､

山都町上林遺跡(？)、高郷村博毛遺跡(古川；1985)、二本松市原瀬上原遺跡･塩沢上原Ａ遺跡、

飯野町单和台遺跡(八巻ほか；1977)、飯舘村上ノ台Ａ遺跡などの福島県全域で発見されている。

福島県では小田口Ｄ遺跡や塩沢上原Ａ遺跡などに代表されるように、炉埋設土器として利用

される頻度が極めて高い類型である。②宮城県では、本遺跡のほか七ヶ宿町小梁川東遺跡 (真

山ほか；1985)、蔵王町二屋敶遺跡、仙台市梨野Ａ遺跡 (佐藤･为浜ほか；1983)、单方町青島

貝塚(加藤･後藤；1975)、③岩手県では、大迫町観音堂遺跡、花泉町貝取貝塚 (金子･草間編；

1971)、松尾村長者屋敶遺跡 (佐々木ほか；1984)、④秋田県では河辺町石坂台Ⅰ遺跡（高橋；

1985）において発見されている。なお、秋田県千畑村内村遺跡（畠山；1981）では、縦長のス

テッキ状文こそ検出されていないが、その変異形とみられる縦長文が数多く発見されており極

めて重要である。 

逆巻き「Ｕ」字状文の施される浅鉢Ｂ類は本遺跡のほかに、福島県山都町上林遺跡、二本松

市塩沢上原Ａ遺跡で確認されているに過ぎない。 

以上、逆巻き「Ｕ」字状文の施される深鉢Ａ類･浅鉢Ｂ類はほぼ同様の分布構造を示すのに

対し、縦長のステッキ状文の施される深鉢Ｂ類は広く福島県单部にまで分布が及んでおり、異

なる分布構造を示している。その原因としては分布の階層性に留まらず、①大梁川遺跡单側遺

物包含層のデータでは、前者の逆巻き「Ｕ」字状文が大木９式後半期にほぼ限定できるのに対

し､後者の縦長のステッキ状文は大木９～10 式にまたがる文様で、時期の限定性に乏しい点、

②詳細は次頄において述べるが、福島県单部においては大木10式成立の一つのメルクマークと

される胴中位区画文が完全な形では成立しておらず、加曽利文化との接触地帯としての福島県

单部の地理的・歴史的条件などについて考えてみる必要性があろう。 
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① 福島県三春町西方前遺跡（第311図15～18）(仲田・山口・藤谷；1985) 

1984年に三春町教育委員会によって発掘調査が行われた｡発見された遺構は配石遺構､「石組

炉をもつ土壙」ほかである。大木９式後半期の一括資料は第14号「石組炉をもつ土壙」から出

土している。 

15が浅鉢Ｂ類、16が深鉢Ａ類、17･18が深鉢Ｂ類である。細部の文様構成には違いが認めら

れるものの､基本的な形態や文様構成は大梁川遺跡第Ⅲ層土器と異なるものではない｡深鉢Ａ

類の口唇部に認められる波状沈線文は福島県单半部に多く見られる特徴である。また、炉形態

については本例のような石組炉が福島県单部で必ずしも一般的というわけではないが、平田村

三斗蒔遺跡などでも見られるようにすべてが複式炉ではない点も改めて注意されよう。 

② 岩手県大迫町観音堂遺跡第８・27号住（第314図）(中村；1986) 

1979～84年にかけて大迫町教育委員会によって発掘調査が实施された。発見された遺構は29

軒の住居跡ほかである。ここでは豊富な一括資料が得られた第８・27号住の遺物について考え

てみたい。 

第８号住は６～８角形を呈する大形多角形住居跡、第27号住は小形の円形住居跡で第８号住

を切って作られている。ただし、双方の床面形成の時期は大きく異なるものではないとされて

いる。 

第８号住の床面・床面直上からは13～20の土器が出土している。13～17が口縁部の内弯する

深鉢Ａ類で、20が口縁部の外反する深鉢Ｂ類である。文様の基本形は大梁川第Ⅲ層土器と異

なるものではないが、13に見られる口縁部に「∩」状隆線文を設け内部に刺突文を充塡する手

法は見られない。このような土器は秋田県鹿角市天戸森遺跡第101号住（秋元；1984）や岩手県

松尾村長者屋敶遺跡（佐々木ほか；1984）などで発見されており、岩手・秋田両県北半の地域

性を示すものと思われる。 

第27号住の床面出土・炉埋設土器が25・26である。25は波頂部下の縦位縄文帯上部が連結さ

れステッキ状文の構成されたもの、26は縦位縄文帯の中位が連結され「Ｕ」字・一部逆「Ｕ」

字状を呈するものである。これらは文様的には東北地方单部のものと異なるものではない。 

※小 結※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

１. 大梁川第Ⅲ層土器は大梁川第Ⅳ層土器同様、秋田県、山形県、岩手県～福島県に分布す

る。中でも山形県单部～宮城県单部～福島県北部がより高い等質的地域としてあげられ、特

に大梁川第Ⅲc～d層土器の分布は現状ではほぼ当地域に限られている。 

２. 大梁川第Ⅲ層土器の单側･北側には各点①福島県三春町西方前遺跡、②大迫町観音堂遺跡

に代表される土器が分布している。 
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(３) 大梁川第Ⅱ層土器 

ａ．土器群の内容 

大梁川第Ⅱ層土器は单側遺物包含層第Ⅱ層及び第１～６、９～10Ａ､Ｂ号住居跡、第４号炉･

第２号土壙・第１、４～７、10号埋設土器遺構から発見されている。細部の出土層位や出土状

況については第３表（➩pp.396）を参考されたい。 

第317～322図に本層土器を集成する。 

本層土器の大筋の理解としては pp.96～97の小結において述べた通りである。ここでは遺構

出土土器についての若干の補足説明を加えたい。①住居跡炉埋設土器として利用される深鉢Ｂ

類のうち文様の施されるものについては、(a)頸部に横位沈線文が施され、胴部に「ｅ」～「Ｃ」

字状をなす渦巻き状縄文帯の施されるもの(２住－第317図(５))、(b)胴上部に横位波濤文が配さ

れ、以下地文の縄文が施されるもの (１住－第319図(１))、(c)波状縄文帯間に縦位楕円文・｢Ｓ｣

字状文などが配され以下地文の縄文が施されるもの (１・４住－第317図(13)･(14))､(d)雁股状を

なす分節波濤文の施されるもの（３・５・６・10Ｂ住－第320図(12)･(13)･第321図(１)･(２)）の４

類型があり、特に(c)・(d)については炉埋設土器としての強い規制が窺われる。②埋設土器遺

構に用いられている深鉢はＡ･Ｂ両類型からなり、文様的には１号と６号が「⊂」状あるいは

｢⊃｣状をなし同類形として捉えられるが、他は様々な文様が施されており、炉埋設土器のよう

な顕著な規制は見られない。 

ｂ．土器群の編年的位置 

大梁川第Ⅱ層土器は大梁川第Ⅲ層土器に続く大木10式(伊東；

1957)前半期に位置付けられる。伊東は大木10式については２つ

の類型を示している。一つは多くが隆帯をもち縦走撚糸文の施さ

れるもので、狭義の大木10式（山内；1937）である。もう一つは

白石市荒井遺跡出土土器（第316図）（伊東；1957、佐藤・片倉；

1958）を標識資料とする太描きの沈線文様内部に縄文の施される

もので、この両者は当初大きく大木10式に包括される地域差とし

て把握（伊東；1957、佐藤・片倉；1958）されていた。1968年の長根貝塚の調査（伊東ほか；

1969）を経て、これらが新旧の時間差を示すものとして理解され、いわゆる「荒井式」は大木

10式前半期に位置付けられた (須藤；1985)。 

大木10式前半期は丹羽茂によって10a･10b の２類型期（丹羽；1971）が本宮町上原遺跡（目

黒･丹羽；1970）第５号住及び二本松市塩沢上原Ａ遺跡（目黒他；1975）の切り合い関係に基

づく住居跡資料によって設定された。10a･10b 式は「両者とも口縁部が外反する深鉢形の器形

を示し、文様帯が横方向に展開するなど共通性を有するが、後者は胴央部に大波状の沈線（凹 
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線）が巡らされ胴上部文様と胴下部文様に区画される｡」ことを重視した。このような胴中位区

画線は関東地方などには見られない東北地方大木10式における固有の様式であり、丹羽の指摘

の通り大木10式の成立あるいは地域性を考える上で極めて重要な指標となるものである。 

ただし、丹羽自身｢類型期(亜型式)｣と把握せざるを得なかったように、資料数の制約から｢型

式概念｣にまで高めることはできなかった。後年、丹羽はこれらの土器をベースに大木10式｢第

１段階｣・｢第２段階｣ を設定（丹羽；1981）するが、胴中位区画線の有無だけでは発掘調査に

おける多様な出土状況を包括できるものはなく､｢第１段階｣・｢第２段階｣の一部をまとめて｢古

段階｣（鈴鹿；1984）として把握すべきではないか、などの疑問が寄せられている。 

大梁川遺跡单側遺物包含層の出土状況においても鈴鹿の指摘のように、ある層を境にして胴

中位区画線の施されるもののみとなるような状況は把握されなかった。代わって、胴中位区画

線は浅鉢では大木９式前半期の第Ⅳ層から認められ､深鉢でも大木９式後半期の第Ⅲa～b 層

からわずかではあるが、第310図６･８のような例が見られ、第Ⅱc～d層から a～b層に向かっ

て飛躍的に増加する傾向性が見られた。以上の調査所見からも、胴中位区画線は時期区分の重

要な一指標とすることはできても、卖にその有無によって時期区分を行うことはできないもの

と考えられる。 

大梁川第Ⅱc～d層から第Ⅱa～b層土器への変遷は①宮城県岩出山町玉造遺跡（千葉；1980）

②福島県飯舘村上ノ台Ａ遺跡（鈴鹿；1984）第４・７号住居跡の切り合い関係や第12号住居跡

においても確認することができる。 

① 宮城県岩出山町玉造遺跡第７号住居跡（第323図１～11）(千葉；1980) 

玉造遺跡は1979年宮城県教育委員会によって発掘調査が行われ、大木10式に属する４軒の竪

穴住居跡ほかが検出された。 

第７号住居跡炉埋設土器は４卖位波状縁の深鉢形土器で、波頂部下に「Ｓ」字状文が配され､

第 317図６にみられる｢∩｣状文を組み合わせたような振幅の大きい縦長の波状文が描かれるも

ので、大梁川第Ⅱc～d層土器の特徴と一致するものである。 

床面及び住居跡埋土出土土器は横位波濤文を基調とする深鉢･浅鉢形土器が発見されている｡

横位波濤文の種類は連結波濤文及び「 」状を呈する分節波濤文が施されている。雁股状文に

ついては確認されていない。胴上部に連続刺突文の施されるものが多く、地文はほとんどが縄

文である。これらは大梁川第Ⅱa～b 層土器とほぼ同じ特徴を有しており､細部の違いについて

は地域差に基づくものと思われる。 

② 福島県飯舘村上ノ台Ａ遺跡第４→７号・第12号住居跡(第323図13～19)(鈴鹿；1984) 

上ノ台Ａ遺跡は1982年福島県教育委員会･福島県文化センターによって第１次発掘調査が行

われ、12軒の竪穴住居跡・６基の配石遺構・17基の土壙ほかが検出された。このうち第４号住 
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と第 7号住は切り合い関係が確認され、第４号住が古く、第７号住が新しい。 

16･17は第４号住居跡炉埋設土器で、16は胴上部に横「Ｓ」字状をなす渦巻き状縄文帯が配さ

れ、17は横位～渦巻き状を呈する連結波濤文が不規則ながら複数段展開する、ともに胴中位区

画文以下地文の縄文が施される深鉢形土器である。これらは大梁川第Ⅱc～d層土器の範疇で把

握されるものである。13～15は第７号住居跡から出土したもので、15は胴上部に「 」状を呈

する分節波濤文､14は雁股状文をさらにいくつかの小区画に分割した文様､13も雁股状文をベー

スにした横位波濤文が配されている｡これらは大梁川第Ⅱa～b 層土器の特徴とほぼ一致した様

相を示しているといえよう。 

同様の変遷は第12号住居跡の床面出土土器（炉埋設土器は調査区外）から住居跡埋土出土土

器（第323図18～19）への変遷においても確かめられる。 

※小 結※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

１. 大梁川第Ⅱ層土器は大木10式前半期に位置付けられ､内容的にはいわゆる「荒井式」を包

括するものである。 

２. 大梁川第Ⅱ層土器は第Ⅱc～d層土器･第Ⅱa～b層土器に細分される。同様の変遷は①宮城

県岩出山町玉造遺跡、②福島県飯舘村上ノ台Ａ遺跡において確認される。 

ｃ．土器群の地域性 

大梁川第Ⅱ層土器のセットの中枢を占めるのは口縁部の外反する深鉢Ｂ類で、口縁部の内

弯する深鉢Ａ類は量的には激減している。ここでは大梁川第Ⅱc～d 層土器のパラメーターと

して第325図ａに記した４類型､大梁川第Ⅱa～b層土器のパラメーターとして第325図ｂに記し

た１類型を選定し、各々その分布状況について考えて見る。 

① 深鉢Ｂ類で、いわゆる「荒井式」土器標識資料に見られる入組み横「Ｓ」字状縄文帯の

配される類型は、ひろく福島・宮城・秋田・岩手・青森県で確認される。ⓐ福島県では滝根町

観音山遺跡(中村･先崎；1984)、二本松市塩沢上原Ａ遺跡（？）(目黒ほか；1975)、飯舘村上

ノ台Ａ遺跡(鈴鹿；1984)･日向遺跡(芳賀ほか；1982)、相馬市馬見塚遺跡(鈴鹿ほか；1982)、

ⓑ宮城県では本遺跡のほかに、白石市荒井遺跡 (伊東；1957、佐藤・片倉；1958、片倉・中橋

ほか；1976)、ⓒ秋田県では増田町梨ノ木塚遺跡(畠山；1979)、秋田市台Ａ遺跡(？)（菅原；

1986）･坂ノ上Ｅ遺跡(菅原；1985)･地蔵田Ｂ遺跡(菅原；1986)、ⓓ岩手県では大槌町崎山弁

天遺跡(草間編；1975)、大迫町観音堂遺跡（？）(中村；1986)、ⓔ青森県では平鹿町井沢遺跡

(高橋；1976)に見られ、一応東北地方全域にその分布を確かめることができる。ただし、福島

県滝根町観音山遺跡例は口唇部に縄文帯をもつもので福島県单部の固有の特色を示し、青森県 
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平鹿町井沢遺跡例も口唇部がすぼみ加減に外反する形状の最花式深鉢Ｂ類に比較的近いもの

で固有の地域色を有している。 

② 深鉢Ｂ類で「ｅ」～｢Ｃ｣･｢Ｕ｣ 字状などの渦巻き状縄文帯をもつものは、福島･宮城･山

形・新潟・岩手・秋田県で確認される。ⓐ福島県では鮫川村壇ノ岡遺跡 (梅宮；1971)、石川町

小田口Ｄ遺跡(？) (福島ほか；1985)、平田村三斗蒔遺跡(田中･福島大学考古学研究会；1978)､

滝根町観音山遺跡、会津高田町十五壇遺跡 (石本ほか；1983)、高郷村博毛遺跡 (古川；1985)､

山都町上林遺跡（？）(芳賀ほか；1983)、二本松市田地ヶ岡遺跡（梅宮･八巻ほか；1975）･塩

沢上原Ａ遺跡、飯野町单和台遺跡(八巻；1977)、ⓑ宮城県では本遺跡の他に七ヶ宿町小梁川東

遺跡 (真山ほか；1985)、蔵王町二屋敶遺跡 (加藤・阿部ほか；1984)、川崎町中沢遺跡 (後藤

ほか；1972)、鳴瀬町梨木囲貝塚混土層(第324図37～53) (芳賀；1968)、石巻市单境貝塚(林；

1965･須藤；1985)、单方町青島貝塚 (加藤・後藤ほか；1975)、岩出山町玉造遺跡 (前掲)、ⓒ

山形県では米沢市堂森Ａ･Ｆ遺跡・八幡原Ａ･Ｂ遺跡（加藤ほか；1977）･大清水遺跡 (手塚・

菊地・村山；1986)、小国町墓窪遺跡(佐藤・名和；1982)・下野遺跡(阿部・名和ほか；1981)、

長井市長者屋敶遺跡 (佐藤；1984)、東根市小林遺跡 (佐藤；1976)、ⓓ新潟県新発田市北平Ｂ

遺跡 (田中；1985)、ⓔ岩手県では花泉町貝取貝塚 (金子・草間編；1971)、陸前高田市門前貝

塚(吉田；1960)､大迫町崎山弁天遺跡、大槌町観音堂遺跡、盛岡市広瀬Ⅱ遺跡(松野；1980)・

繋Ⅲ遺跡(高橋ほか；1980)､ⓕ秋田県では千畑村内村遺跡(畠山；1981)、秋田市台Ａ遺跡(菅

原；1986)･坂ノ上Ｅ遺跡･地蔵田Ｂ遺跡などにおいて確認され、青森県～岩手･秋田県北部で

は明らかではない。 

③ 深鉢Ｂ類で波状文間に「Ｓ」字状文をするものは、福島・宮城・山形県で確認される。

ⓐ福島県では会津高田町十五壇遺跡、二本松市塩沢上原Ａ遺跡、ⓑ宮城県では本遺跡のみ、ⓒ

山形県では東根市小林遺跡、村山市中村Ａ遺跡(名和･渋谷；1983)、長井市長者屋敶遺跡(？)

などに見られ、福島県北部～宮城県单部～山形県にほぼ限定される。この地域の炉埋設土器と

して利用される頻度が比較的高い類型である。 

④ 深鉢Ａ類で福島県二本松市塩沢上原Ａ遺跡第Ⅰ区第 15号住居跡で共伴の確認されてい

る隆線による渦巻文外部に地文の縄文が施されるものは、福島県内の鮫川村壇ノ岡遺跡、石川

町小田口Ｄ遺跡、玉川村堂平Ｂ遺跡 (？)、二本松市塩沢上原Ａ遺跡･田地ヶ岡遺跡、飯舘村

上ノ台Ａ遺跡（？）などに見られ、さらに栃木県槻沢遺跡（海老原･八巻；1980）などの北関

東に広がる類型である。この地域では深鉢Ｂ類で同様の隆線による渦巻文の施されるものも見

られる。また、大梁川遺跡で確認される外反形の深鉢Ｂ類や胴中位区画文の急増傾向を確かめ

ることのできない地域でもある。 

⑤ 深鉢Ｂ類で横位分節波濤文のうち雁股状をなすものは福島・宮城・新潟・秋田県で確認 
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されている。ⓐ福島県では小高町浦尻貝塚第１号住居跡(？) (福島大学考古学研究会；1971)、

二本松市塩沢上原Ａ遺跡、飯舘村日向遺跡･上ノ台Ａ遺跡、高郷村博毛遺跡、ⓑ宮城県では本

遺跡のほかに、白石市荒井遺跡、川崎町中ノ内Ｃ遺跡 (斎藤･相原；1987)、仙台市（旧宮城町）

観音堂遺跡(？) (今野；1986)、大和町下原囲遺跡（第323図12）(高橋；1975)、ⓒ山形県では

長井市長者屋敶遺跡、寒河江市うぐいす沢遺跡、山形市山形西高敶地内遺跡(佐藤；1979)、ⓓ

新潟県新発田市北平Ｂ遺跡、ⓔ秋田県秋田市下堤Ｅ遺跡(菅原；1985)などで確認されている。

分布構造としては、大梁川第Ⅱc～d層期の③深鉢Ｂ類で波状文間に「Ｓ」字状文の配される分

布域を基本的に継承しながらも、日本海側では新潟県北部から秋田県单部に拡大している。 

※小 結※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

１.大梁川第Ⅱc～d層土器のうち深鉢Ｂ類についてはパラメーターを変換することにより、東

北地方全域から福島県北部～宮城県单部～山形県の比較的狭い地域まで、重層的な分布構造

を知ることができた。 

２. 深鉢Ｂ類で波状文間に｢Ｓ｣字状文を配するもの及び雁股状文を配するものは、ともに炉埋

設土器として利用される頻度が高く、福島県北部～宮城県单部～山形県单部を中核とする比

較的狭い範囲に集中的に分布している。 

３.深鉢Ａ類で隆線による渦巻文外部に地文の縄文が施されるものは福島県单部～北関東に分

布している。この地域では大梁川遺跡で確認される外反形の深鉢Ｂ類や胴中位区画文の急増

傾向を確かめることはできない。 
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(４) 大梁川第Ⅰ層土器・後期初頭土器 

ａ．土器群の内容 

大梁川第Ⅰ層土器は单側遺物包含層第Ⅰ層及び第１・２・５・６号住の埋土上部、第１・３

(？)・４号土壙、第３号埋設土器遺構（？）から発見されている。うち、第６号住居跡埋土上

部の人為的堆積土中には一括土器が廃棄されており､該期を考える上で重要な共伴資料である。

大筋の理解としては､pp.131～132の小結において述べた通りであるが､单側遺物包含層第Ⅰ層で

確認することができなかった円形刺突文・竹管文が第６号住などで確認された点を付け加えて

おく。第326～328図に为要土器を集成する。 

ｂ．土器群の編年的位置 

大梁川第Ⅰ層土器は大梁川第Ⅱ層土器に続く大木10式（伊東；1957）後半期に位置付けられ

る。大木10式後半期とは、多くは隆帯を持ち縦走撚糸文の施される頻度が高いもので、山内の

示した狭義の「大木10式」(山内；1937、小岩；1961) である。 

大木10式後半期は丹羽茂によって次のような検討が加えられている。 

① ｢縄文時代における中期社会の崩壊と後期社会の成立に関する試論｣（1971） 

福島県二本松市塩沢上原Ａ遺跡第２号住居跡･第８号住居跡の埋土上層から発見された口縁

部の外反する深鉢形土器に基づいて「大木10ａ･ｂ式期」に続く「大木10c式期」の類型期が設

定された。胴上部文様には「 」状を呈する分節波濤文が配され、無文部は入組み状に展開し

いわゆる「ヒレ状突起」の付されるものである。さらに伊東と同様に ｢重要なこととして地文

に撚糸文が施文されるものが含まれる｣点を指摘し、仙台湾における西ノ浜貝塚第４層土器(第

330図) や梨木囲貝塚第１群土器（第323図1～36）と概ね併行関係にあるものとして把握し、地

域性として「福島県の内陸部では西ノ浜第４層土器は未検出」である点を指摘した。 

② ｢大木式土器｣（1981） 

小野寺祥一郎の梨木囲貝塚の再検討（アサリ層～混土層では「連結『Ｓ』文･連結波形文」な

どの文様をもつものが多い点）により､「 」状を呈する分節波濤文等はすべて「第Ⅱ段階」に

繰り上げられた。しかし、ⓐ具体的な再検討の中味は末公表の小野寺論文によるものとされ、

詳細が不明である点、ⓑ梨木囲貝塚の大別層位の認識が発掘調査当事者の所見とくい違ってい

る点、ⓒ「第Ⅱ段階」に丹羽が層位的根拠をもって分離した先の「10b式」と「10c式」の一部

が繰り込まれ、ふたつの型式内容が共存しその関係が明示されなかった点に問題を残すことと

なった。 

さらに｢第Ⅱ段階｣の後続段階として｢第Ⅲ段階｣・｢第Ⅳ段階｣が設けられ、「第Ⅲ段階」

として西ノ浜貝塚Ａトレンチ第４層出土土器が示され、｢第Ⅳ段階｣はその存在が示唆された

に過ぎない。 
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以上、論文の掲載が概説書という制約もあるが、結果的には細分の具体的根拠が明らかにさ

れないまま、先の論文で地域性として把握された土器が時間差として認識された。 

③ ｢菅生田遺跡｣（1982） 

菅生田遺跡第２号住居跡と第10号住居跡の様相の違いから｢第Ⅱ段階｣はさらにふたつの｢第

ⅡＡ段階｣・｢第ⅡＢ段階｣ に区分（第330図参照）された。 

｢第ⅡＡ段階｣：連結「Ｓ」字状文様 (第330図16)、玉抱連結「Ｓ」字状文様Ａ（第330図12） 

(第２号住) 

｢第ⅡＢ段階｣：玉抱連結「Ｓ」字状文様Ｂ (第330図14、18)、玉抱変形「Ｓ」字状文様 

(第10号住)  (第330図11)､「コ」字状文様（第330図４） 

問題点としては､ⓐ第２号住と第10号住とが切り合い関係を持つものではなく､为として｢Ｓ｣

字状文様の連結から「コ」字状文様の生成という文様論的見地から設定された段階である点、

ⓑ基準とされた資料が数尐ない点－特に第２号住、ⓒ「第Ⅱ段階」は｢10b式｣と「10c式」

の一部から構成されている点については既述の通りであるが、ここで論じられている ｢第ⅡＡ

段階｣・｢第ⅡＢ段階｣ は旧「10c 式」部分についての細分であり、旧「10b 式」－具体的に

は塩沢上原Ａ遺跡等との関係については触れられていない点があげられよう。 

一方、先の論文で示唆された「第Ⅳ段階」が「その全容を知り得るものではない｡」とした

上で、沼津貝塚・六反田遺跡で出土している方形区画文を特徴とする土器と明記された。 

丹羽の大木10式後半期の編年は①「大木10c式」(1971)、②「大木10式第Ⅱ段階」→「第Ⅲ

段階」→「第Ⅳ段階」(1981)、③「大木10式土器期第ⅡＡ段階」→「第ⅡＢ段階」→「第Ⅲ

段階」→「第Ⅳ段階」(1982) とされ、大木10式編年研究は完成されたとする見方を表明する

研究者も見られる。しかし、丹羽が最初に提起した福島県内陸部における西ノ浜貝塚第４層土

器の未発見という問題は何ら変わることなく残されており、地域差・時期差両面からの検討が

再度必要なものと思われる。 

① 宮城県白石市菅生田遺跡（丹羽・阿部・小野寺；1982） 

菅生田遺跡は1968・71～72年に宮城県教育庁文化財保護課によって発掘調査が行われ、15軒

の竪穴住居跡、11基の小竪穴遺構、遺物包含層ほかが検出されている。 

「大木10式土器期第Ⅱ段階」とされた土器（第330図１～18）は、ほぼ「大梁川第Ⅰ層土器」

と同じ内容からなり、すべて「方形区画文」･｢楕円形区画文｣ ･｢横位波濤文｣ いずれかの範疇

で捉えられるものである。また､「第ⅡＡ段階」及び「第ⅡＢ段階」設定の根拠とされた第２号

住居跡と第10号住居跡出土土器の違いは第２号住居跡の方形区画文の欠落に外ならず、第２号

住居跡は他の住居跡に比して遺物量が尐なく、偶然方形区画文の施される土器が欠落した可能

性も否定できない。しかも、15軒の住居跡のうち「第ⅡＡ段階」とされたのは第２号住居跡１ 
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軒のみであることも考慮しなければならないものと思われる。 

② 松島町西ノ浜貝塚Ａトレンチ第４層出土土器（後藤・斎藤；1967） 

西ノ浜貝塚は1966年宮城教育委員会によって第１次発掘調査が行われた。第１層・表土、第

２層・混貝層、第３層・上部貝層 (第１貝層)、第４層･下部貝層（第２貝層）で、第３層が宮

戸Ⅰ式、第４層が大木10式である。 

第４層出土の深鉢形土器を抄録したのが第330図19～25である｡19～24が方形区画文の施され

るものである。細部の特徴ではⓐ比較的不整な横長の方形で、一部に隆線表現が用いられ、隆

線に沿って連続刺突文が施されるもの (19･22～24)、ⓑほぼ正方形に近く、無文部が入組み状

に展開するもの (20)、ⓒ口縁部から直接垂下する縦長の長方形状を呈するもの（21）の３類型

がある。25 が楕円形区画文の施されるものである。口縁部無文帯部分は短く外反しているが、

一応深鉢Ｃ類の範疇で把握されよう。口縁部には連続刺突文が施され、文様類型的には方形区

画文のⓐに近いものである。 

これらの土器と大梁川第Ⅰ層土器とを比較した場合、西ノ浜貝塚のものは連続刺突文が多く

用いられているものの、文様類型的には方形･楕円形区画文からなりほぼ大梁川第Ⅰ層土器と同

様の範疇で捉えられる｡西ノ浜貝塚における横位波濤文の欠落は、丹羽の为張する時期差の可能

性とともに、偶有性の可能性も否定できず、尐なくとも１遺跡の１トレンチで「段階設定」を

行うことは困難であると思われる。このような意味でも1967年に实施された第１次調査の２倍

以上の面積に及ぶ第２次調査（加藤；1968）の詳細の公表が強く望まれる。 

③ 岩手県大迫町観音堂遺跡第７号住居跡出土土器（中村；1986） 

第 331 図は観音堂遺跡第７号住居跡出土土器を抄録したものである。第７号住居跡は直径約

7.5ｍの円形住居跡で、40～50ｃｍの覆土には大量の土器が廃棄されている。 

土器の文様は大別してⓐ西ノ浜貝塚の楕円形区画文に酷似する｢Ｏ字文系｣、ⓑ方形区画文の

範疇で捉えられる ｢Ｌ字文系｣、ⓒ横位波濤文の範疇で捉えられる「Ｊ字文系」から成り立って

おり､基本的には大梁川第Ⅰ層土器と同様のものである。刺突文の多用など細部の状況は、西ノ

浜貝塚Ａトレンチ第４層と類似しており､内容的にも観音堂遺跡第７号住居跡例が西ノ浜貝塚

例を包括するものである。 

以上、菅生田遺跡例は大梁川第Ⅰ層土器に、西ノ浜貝塚Ａトレンチ第４層土器は観音堂遺跡

例に包括され、この両者の多くは隆帯を持ち縦走撚糸文の施される頻度が高い点に加えて、①

楕円形区画文②方形区画文③横位波濤文から成り立っており、大枞では同一時期の地域性を示

すものと考えられる。具体的な分布状況については次頄の「土器群の地域性」において検討す

る。 
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大梁川後期初頭土器は pp.361 において述べた通り､单境式(伊東；1957)に位置付けられるも

のである。器形・文様の全体形を知り得るものはなく、ここでは近接する蔵王町二屋敶遺跡出

土の深鉢形土器(第332図) を用いて、单境式と大木10式との関連について検討を施し、本頄の

結びとしたい。 

二屋敶遺跡の深鉢形土器の器形は､①口縁部の外反する深鉢Ｂ類と②口縁部の内弯する深鉢

Ｃ類に大別され、セットの基本構成は大筋では大木10式と変わらない。これらの土器の多くは

｢隆線文は口縁部に圧縮｣（伊東；1957）されて種々の突起や把手が形成され、胴部には①楕円

形区画文系、②方形区画文系の文様が懸垂文と複合して施されており、これらの胴上部文様は

①楕円形区画文系の場合、楕円形・渦巻形・ワラビ状等を呈し、②方形区画文系の場合、方形

部の対角線上に「＞」状･「＼」状等の文様が描かれ、文様構成からも大木10式の延長線上にお

いて捉えることができる。横位波濤文については、15～17の展開図に明らかなように波濤文が

文様割り付け線として用いられたり、横位波濤文に顕著に見られた無文部と縄文部の面積比の

均衡関係が形を変えながらも残存しており、文様的には内在化し直接その存在を確認すること

はできない。地文には縦回転による縄文・撚糸文に代わって、斜・横回転による縄文・撚糸文

が为体を占めている。 

单境式の生成をめぐっては「大木10式土器期第Ⅳ段階」(丹羽；1982) の方形区画文からの

展開を想定する考え方がある。しかし、現实には東日本全域を縦覧しても、方形区画文の施さ

れる土器だけが出土する遺構も貝層・包含層も存在しない。かつての「門前式」が一つの土器

類型のみを意味したように､「大木10式土器期第Ⅳ段階」は文様論的な虚構の可能性が強い。

そして、現实に存在しないものから单境式の生成を考えることはできない。 

「後期の初めの单境式土器は大木10式の延長と見てよい｡」とする伊東の古典的な理解(1957)

が、单境式の本質を最も簡明に表しており、事实大梁川遺跡のほかにも多くの集落遺跡が縄文

時代中期後葉から後期前葉への高度な継続性を示し、そこに文化の断絶は見出しがたく、縄文

時代中期文化から後期文化への移行は極めて連続的かつ自律的な展開過程のもとに把握され

る。 

※小 結※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

１.大梁川第Ⅰ層土器は大木10式後半期に位置付けられ､県内では菅生田遺跡･西ノ浜貝塚Ａト

レンチ第４層土器の様相に概ね一致する。 

２. 大梁川後期初頭土器は单境式に位置付けられ、｢大木10式の延長｣上に連続的かつ自律的展

開過程のもとに把握される。 
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ｃ．土器群の地域性 

大梁川第Ⅰ層土器のセットの中枢を占めるのは口縁部の外反する深鉢Ｂ類と口縁部の内弯

する深鉢Ｃ類である。ここでは第333図に示した土器をパラメーターとして設定し､地域性を検

討する。 

➀ 福島県では同期の遺跡として、石川町小田口Ｄ遺跡(福島ほか；1985)、国見町岩淵遺跡

(福島大学考古学研究会編；1976)、滝根町観音山遺跡(中村･先崎；1984)、飯舘村上ノ台Ａ遺

跡 (鈴鹿ほか；1984)、福島市（旧松川町）日向道内遺跡 (梅宮；1960・柳沢；1980)、会津高

田町十五壇遺跡(石本ほか；1983)、高郷村博毛遺跡(古川；1985)、二本松市田地ヶ岡遺跡(八

巻ほか；1975)、岩代町高稲場遺跡 (鈴鹿ほか；1981)、相馬市馬見塚遺跡 (鈴鹿ほか；1982)､

川俣町庚申森遺跡 (鈴鹿ほか；1983)、二本松市塩沢上原Ａ遺跡(目黒ほか；1975)などがあげ

られる。 

楕円形区画文の施されるものでは､口縁部の外反する深鉢Ｂ①類及び口縁部の内弯する深鉢

Ｃ①類･③類が分布している。深鉢Ｂ①類は岩淵遺跡、小田口Ｄ遺跡で確認されるが、類例に

乏しく詳細は不明である。深鉢Ｃ①類は観音山遺跡、小田口Ｄ遺跡、日向道内遺跡、岩淵遺跡

(？)、上ノ台Ａ遺跡（？）で確認され、福島県全域に及ぶものと思われる。深鉢Ｃ③類は上ノ

台Ａ遺跡、観音山遺跡で発見されている。 

方形区画文の施されるものでは、口縁部の外反する深鉢Ｂ②類が福島県北部に分布してお

り、十五壇遺跡、田地ヶ岡遺跡、高稲場遺跡、上ノ台Ａ遺跡、岩淵遺跡及び若干形状の異なる

ものが博毛遺跡で発見されている。 

分節波構文では「 」状をなす深鉢Ｂ⑤類のみが福島県北部を中心に分布し、馬見塚遺跡、

上ノ台Ａ遺跡、日向单遺跡、庚申森遺跡、上原遺跡、田地ヶ岡遺跡、博毛遺跡(？)、小田口Ｄ

遺跡（？）で発見されている。 

福島県下の該期の状況をまとめると、ⓐ福島県单部、特に阿武隇山地单半の岩代町高稲場遺

跡第１号住居跡、滝根町観山遺跡Ｊ－３号、Ｊ－６号住居跡、石川町小田口Ｄ遺跡７号包含層

→５号住居跡などの共伴資料を見る限り、口縁部の内弯する深鉢Ｃ類が比較的多く、胴下部に

及ぶ長大な楕円文（深鉢Ｃ①類）や「∩」状文が施され、胴中位区画文は一部に見られるのみ

である。ⓑ福島県北部は、口縁部の外反する深鉢Ｂ類が为体を占め、楕円形･方形区画文及び

｢ ｣状を呈する分節波濤文からなり、大梁川遺跡第Ⅰ層土器の状況に酷似している。深鉢Ｃ①

類については確实な例では日向道内遺跡で発見されている。 

➁ 宮城県では、同期の遺跡として、七ヶ浜町大木囲貝塚 (小岩；1961、原・馬目；1968)､

川崎町中沢遺跡（後藤；1975）･湯坪遺跡（一條；1978）･本屋敶遺跡 (鈴木ほか；1987)、蔵王

町二屋敶遺跡 (加藤・阿部ほか；1984)、白石市菅生田遺跡 (丹羽・阿部ほか；1982)、色麻町 
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大谷地遺跡 (茂木；1984)、雄勝町天雄寺貝塚 (邊見；1976)、築館町鰻沢遺跡 (阿部；1975)、

仙台市（旧宮城町）観音堂遺跡（今野；1986）･下ノ内遺跡（篠原；1983）･梨野Ａ遺跡 (佐藤･

为浜ほか；1983)、鳴瀬町梨木囲貝塚（芳賀；1968）･里浜貝塚 (藤沼ほか；1986)、石巻市沼津

貝塚（中村編；1976）･单境貝塚 (後藤；1968･69、須藤；1985)、女川町出島山下貝塚 (邊見；

1973～74)、松島町西ノ浜貝塚 (後藤･斎藤；1967、加藤；1968)、涌谷町長根貝塚 (伊東ほか；

1969)、单方町青島貝塚 (加藤・後藤；1975)、柴田町向畑遺跡（芳賀；1983）などがあげられ

る。 

楕円形区画文の施されるものでは、口縁部の外反する深鉢Ｂ①類及び口縁部の内弯する深鉢

Ｃ②類･③類が分布している。深鉢Ｂ①類はほぼ県下全域に認められ、中沢遺跡、二屋敶遺跡､

菅生田遺跡、大谷地遺跡、大木囲貝塚、観音堂遺跡、下ノ内遺跡、天雄寺貝塚で発見されてい

る。 

深鉢Ｃ②類については、大木囲貝塚、西ノ浜貝塚、沼津貝塚、梨木囲貝塚、出島山下貝塚の

仙台湾北部から三陸地方の沿岸部に片寄った分布状況を呈している。仙台市下ノ内遺跡では、

若干形状の異なる本類土器の変異形の範疇で把握し得る土器が出土している。なお、仙北湖沼

帯の様相はいずれも小片で詳細は不明である。 

深鉢Ｃ①類については県内では未発見であるが、大梁川第Ⅰ層土器の第327図12･15は福島県

石川町小田口Ｄ遺跡で深鉢Ｃ①類と共伴しており､今後発見される可能性が高い｡深鉢Ｃ①類

と深鉢Ｃ②類は第333図ａに示したように、東北地方中部を境にほぼ排他的な分布状況を呈し

ている。 

方形区画文の施されるものでは、口縁部の外反する深鉢Ｂ②類･③類･④類が分布している。

深鉢Ｂ②類はほぼ県下全域に認められ、本遺跡のほかに菅生田遺跡、二屋敶遺跡、中沢遺跡、

梨野Ａ遺跡、観音堂遺跡、梨木囲貝塚(？)、西ノ浜貝塚、大谷地遺跡、鰻沢遺跡で発見されて

いる。 

深鉢Ｂ③類は向畑遺跡、下ノ内遺跡、梨野Ａ遺跡、大木囲貝塚、西ノ浜貝塚、沼津貝塚、单

境貝塚、青島貝塚、出島山下貝塚の仙台湾沿岸部から仙北湖沼帯以東に片寄る分布状況を呈し

ている。 

深鉢Ｂ④類は二屋敶遺跡、梨野Ａ遺跡、西ノ浜貝塚、里浜貝塚西地区、沼津貝塚、单境貝塚

などがあげられ、ほぼ深鉢Ｂ③類の分布状況と変わらない。県单部の二屋敶遺跡の小型品４個

体については搬入品の可能性も考えられよう。 

分節波濤文の施されるものでは｢ ｣状を呈する深鉢Ｂ⑤類のみが分布し、深鉢Ｂ⑥類につ

いては現状では確認されていない。遺跡としては、本遺跡のほかに、菅生田遺跡、二屋敶遺跡､

観音堂遺跡、大谷地遺跡などがあげられ、宮城県西部に分布している。仙台湾周辺の分布につ 
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いては不明である。 

宮城県下の該期の状況をまとめるとⓐ宮城県北東部の仙台湾沿岸から仙北湖沼帯以東には深

鉢Ｃ②類･Ｂ③類･Ｂ④類が分布している。ⓑ宮城県单西部の山麓丘陵地には、深鉢Ｃ①類が

末確認ではあるが、福島県北部とほぼ同じ組成から成り立っている。 

➂ 山形県では、同期の遺跡として、山形市山形西高敶地内遺跡(佐藤ほか；1979)･熊ノ前

遺跡 (佐々木ほか；1981)、大江町橋上遺跡 (犬飼･高橋ほか；1984)、村山市中村Ａ遺跡（渋

谷・名和；1983）などがあげられる。 

楕円形区画文の施されるものでは､口縁部の外反する深鉢Ｂ①類及び口縁部の内弯する深鉢

Ｃ①類･③類が分布している。深鉢Ｂ①類は山形西高敶地内遺跡、橋上遺跡、中村Ａ遺跡、深

鉢Ｃ①類は中村Ａ遺跡、深鉢Ｃ③類は中村Ａ遺跡、橋上遺跡で発見されている。 

方形区画文の施されるものでは深鉢Ｂ②類が認められ、橋上遺跡、中村Ａ遺跡、山形西高敶

地内遺跡で発見されている。分節波濤文の施されるものでは深鉢Ｂ⑤類が認められ熊ノ前遺

跡、中村Ａ遺跡で発見されている。 

山形県下の該期の状況は、福島県北部や宮城県单西部の様相と大きく異なるものではない。

ただし、日本海沿岸地方については資料が尐なく詳細は不明である。 

➃ 新潟県では、同期の遺跡として小千谷市城之腰遺跡(新潟県編；1983)、六日町宮下原遺

跡 (富樫・佐藤；1985)、新発田市北平Ｂ遺跡（田中；1985）などがあげられる。 

楕円形区画文の施されるものでは深鉢Ｃ①類が宮下原遺跡､深鉢Ｃ③類が北平Ｂ遺跡、宮下

原遺跡（？）で発見されている。方形区画文の施されるものでは深鉢Ｂ②類に類似するものが

宮下原遺跡で、分節波濤文の施されるものでは深鉢Ｂ⑤類が北平Ｂ遺跡で発見されている。 

現状では比較対象となし得る遺跡が尐なく詳細は不明であるが、おおよそ新潟県中单部の様

相は福島県单部の状況に類似し､北平Ｂ遺跡を見る限り新潟県北部は福島県北部～宮城県单西

部～山形県の状況にほぼ一致している。 

➄ 岩手県では、大船渡市蛸ノ浦貝塚(西村；1958･69)、陸前高田市堂の前貝塚(及川ほか；

1972)・門前貝塚（吉田；1960、及川・遠藤；1974）･中沢浜貝塚 (佐藤・蒲生；1987)、北上市

鬼柳西裏遺跡（熊谷；1982）･八天遺跡（本堂；1978･79）･樺山遺跡 (斎藤；1977)、九戸村江

刺家Ⅴ遺跡 (国生･佐々木；1983)、都单村湯沢遺跡 (国生ほか；1983)、軽米町叹屋敶Ⅰa遺跡

(小平ほか；1983)、大迫町観音堂遺跡 (中村；1986)、一戸町田中４遺跡 (高田；1981)、花泉

町貝取貝塚 (草間･金子編；1971)、松尾村長者屋敶遺跡（佐々木ほか；1984）などがあげられ

る。 

楕円形区画文の施されるものでは､口縁部の外反する深鉢Ｂ①類及び口縁部の内弯する深鉢

Ｃ②類・③類が分布している。深鉢Ｂ①類は岩手県全域にその分布を確かめることができ、八 



 

 450 

天遺跡、鬼柳西裏遺跡、湯沢遺跡、叹屋敶Ⅰa遺跡、長者屋敶遺跡、江刺家Ⅴ遺跡があげられる｡

深鉢Ｃ②類は樺山遺跡 (？)、八天遺跡、観音堂遺跡、蛸ノ浦貝塚 (？)、湯沢遺跡、深鉢Ｃ③

類は長者屋敶遺跡で発見されている。 

方形区画文の施されるものでは、口縁部の外反する深鉢Ｂ②類･③類･④類が分布している。

深鉢Ｂ②類は長者屋敶遺跡、田中４遺跡、観音堂遺跡、湯沢遺跡、深鉢Ｂ③は門前貝塚、中沢

浜貝塚、貝取貝塚、八天遺跡、深鉢Ｂ④類は八天遺跡、鬼柳西裏遺跡、長者屋敶遺跡で発見さ

れている。 

分節波濤文の施されるものでは「 」状を呈する深鉢Ｂ⑤類と「 」状を呈する深鉢Ｂ⑥類

の双方が分布している。深鉢Ｂ⑤類は堂の前貝塚、八天遺跡、湯沢遺跡、長者屋敶遺跡、深鉢

Ｂ⑥類は八天遺跡、観音堂遺跡、長者屋敶遺跡、叹屋敶Ⅰa遺跡で発見されている。 

岩手県下の該期の状況は宮城県北東部の様相と大きく異なるものではない。ただし、岩手県

北部では深鉢Ｃ②類やＢ④類の隆線に沿って刺突文が多く用いられる類型は顕著な分布を示

さない。 

➅ 秋田県では、同期の遺跡として、男鹿市泉野遺跡(磯村ほか；1976)、鹿角市御休堂遺跡

(秋元；1981)・天戸森遺跡 (秋元；1984)、秋田市坂ノ上遺跡（菅原；1976）･下堤Ｅ遺跡（菅

原；1985）･下堤Ｆ遺跡（菅原；1985）･湯ノ沢Ｃ遺跡（菅原；1984）･湯ノ沢Ｈ遺跡（菅原；

1984）･地蔵田Ｂ遺跡（菅原；1986）･坂ノ上Ｅ遺跡 (菅原；1984)、比内町本道端遺跡 (田村ほ

か；1986)、河辺町風無台Ⅰ遺跡（高橋；1985）などがあげられる。 

楕円形区画文の施されるものでは､口縁部の外反する深鉢Ｂ①類及び口縁部の内弯する深鉢

Ｃ②類 (？)、③類が分布している。深鉢Ｂ①類は湯ノ沢Ｈ遺跡、下堤Ｆ遺跡、本道端遺跡、

深鉢Ｃ②類（？）は坂ノ上遺跡、深鉢Ｃ③類は泉野遺跡、天戸森遺跡で発見されている。 

方形区画文の施されるものでは、口縁部の外反する深鉢Ｂ②類･③類が分布している。深鉢

Ｂ②類は湯ノ沢Ｃ遺跡、下堤Ｅ･Ｆ遺跡、天戸森遺跡において見られ、天戸森遺跡例は若干形

状を異にしている。深鉢Ｂ③類は坂ノ上Ｆ遺跡で発見されているが、パラメーターとして設定

したＢ②～④類とは異なる様相を呈している。 

分節波濤文の施されるものでは､「 」状を呈する深鉢Ｂ⑤類と「 」状を呈する深鉢Ｂ⑥

類の双方が分布している。深鉢Ｂ⑤類は坂ノ上Ｅ遺跡、地蔵田Ｂ遺跡、下堤Ｅ遺跡(？)、深

鉢Ｂ⑥類は地蔵田Ｂ遺跡、本道端遺跡で発見されている。 

秋田県下の該期の状況は岩手県や宮城県北東部の様相と大きく異なるものではない。ただし

総じて隆線に沿って刺突文が多用される類型は太平洋側程顕著には見られない。 

➆ 青森県では、同期の遺跡として弘前市大曲Ⅰ号遺跡 (田村；1968)、今別町山崎遺跡(小

笠原ほか；1982)、三戸町泉山遺跡(市川ほか；1976)、平賀町井沢遺跡 (高橋；1976)、六ヶ所 



 

 451 

村弥栄平(1)遺跡（三浦；1986）などがあげられる。このうち、六ヶ所村弥栄平(1)遺跡は豊富な

切り合い関係に裏付けられる多くの土器が出土しており、当地の様相を把握する上で極めて重

要な遺跡である。 

楕円形区画文の施されるものは口縁部の外反する深鉢Ｂ①類及び口縁部の内弯する深鉢Ｃ

③類が分布している。深鉢Ｂ①類は泉山遺跡、山崎遺跡、弥栄平(1)遺跡、深鉢Ｃ③類は泉山遺

跡、弥栄平(1)遺跡で発見されている。 

方形区画文の施されるものは、一応山崎遺跡や弥栄平(1)遺跡などで発見されているが、パラ

メーターとして設定したＢ②～④類とは異なる様相を呈している。 

分節波濤文の施されるものでは「 」状を呈する深鉢Ｂ⑥類が分布し、深鉢Ｂ⑤類は分布し

ない。大曲Ⅰ号遺跡、井沢遺跡、山崎遺跡、弥栄平(1)遺跡の青森県全域において発見されてい

る。 

青森県下の「大木10式並行期」の土器は口縁部の外反する深鉢Ｂ類を为体とし、口縁部の内

弯する深鉢Ｃ類を僅尐ながらも含んでおり、基本的には他の東北地方と同様の器種構成から

成っている。地文には撚糸文の施される土器が比較的多く、文様的にも①楕円形区画文、②方

形区画文、③横位波濤文の範疇で理解できる。 

青森県下の「大木10式並行期」の固有の特色としては①口縁部の外反する深鉢Ｂ類が圧倒的

に多い点、②地文上に文様意匠が描かれたままで、磨り消し部を持たない土器が見られる点、

③楕円形区画文で「８」字状に２段重ねに構成されるものが見られる点、④押圧縄文の施され

る土器が見られる点をあげることができる。これらの類型は秋田・岩手両県北部においても確

認される。また、④の押圧縄文については北海道单部との関連が考えられよう。 

以上、大木10式後半期の東北地方の様相は、青森～秋田・岩手県北部の口縁部の外反する深

鉢Ｂ類を为体とする地域、福島県单部の口縁部の内弯する深鉢Ｃ類を为体とする地域､及びそ

の中間地帯に分けられる。秋田・岩手県中部から福島県北部に及ぶ中間地帯は土器文様として

は、①秋田県～岩手県中部～宮城県北東部及び②宮城県单西部～山形県～福島県北部に大きく

２分され、各々その北部あるいは单部の土器様式との深い関連が窺われた。 

このような様相は縄文時代後期初頭においても基本的には変わらず、東北地方北部が外反形

深鉢を为体とし、東北地方单部あるいは单部以单においては内弯形深鉢を为体とし、その中間

地帯が双方の深鉢形土器から成り立っている。また、中間地帯の土器文様は单部の「向畑（菅

生田）－二屋敶第Ⅱ群－二屋敶第Ⅲ群」系列と北部の「青木畑･大谷地－金取（单境Ｂ）－单境

Ｃ」系列に分けられ (加藤･阿部ほか；1984)、大木10式の地域圏のあり方を大筋で継承するも

のである。 
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外反形深鉢と内弯形深鉢の東日本における单北間の対置的構造は、縄文時代後期中葉の加曽

利Ｂ＝宝ヶ峯式の成立をもって完全に解消する。縄文時代晩期には、器形や文様にみられる地

域性に代わって粗製土器地文の分布状況にほぼ同様の地域圏が残存することが指摘（佐藤；

1985）されており、指標を変えながらも本稿で検討を重ねて来た地域圏は継承されてゆくもの

と考えられる。 

※小 結※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

１. 大梁川第Ⅰ層土器の地域性は①青森県～秋田･岩手県北部、②秋田･岩手県中部～宮城県北

東部、③宮城県单西部～山形県～福島・新潟県北部、④福島・新潟県单部に大別される。 

２. 深鉢形土器の器形は、青森～秋田・岩手県北部が外反形深鉢を为体とし、福島・新潟県单

部が内弯形深鉢を为体とし、その中間地帯は双方の器形から成り立っている。このような外

反形深鉢と内弯形深鉢の東日本の单北間における対置的構造は､縄文時代中期の円筒～｢ポス

ト円筒｣－大木－加曽利文化の展開において一貫して認められ､縄文時代後期中葉加曽利Ｂ＝

宝ヶ峯式の成立において完全に解消する。 

Ｃ．土器群の組成と用途について 

大梁川遺跡は遺跡全体の発掘調査が行われてはいないので、土器の総個体数や組成のすべて

が明らかにされたわけではない。ここでは大木６～７ｂ式の小梁川遺跡東側遺物包含層出土土

器（相原ほか；1986）と大木９～10式の本遺跡单側遺物包含層出土土器との概括的な比較を行

いたい。 

大梁川遺跡单側遺物包含層出土土器の総個体数は1,054点である。その内訳は深鉢形土器888

点 (84.2％)、浅鉢形土器112点 (10.6％)、鉢形土器11点 (1.0％)、台付鉢形土器15点 (1.4％)､

有孔土器３点(0.3％)、器台形土器６点(0.6％)､壺形土器９点(0.9％)、蓋形土器２点(0.2％)､

袖珍土器７点 (0.7％)、吊手土器１点（0.1％）である。 

小梁川遺跡東側遺物包含層出土土器の総個体数は 4,014 点である。その内訳は深鉢形土器

3,803点(94.7％)､浅鉢形土器200点(5.0％)､鉢形土器８点(0.2％)､台付浅鉢形土器３点(0.1％)

である。 

① 大梁川遺跡では、有孔土器・器台形土器・壺形土器・蓋形土器・袖珍土器・吊手土器が

新たな器種として確認される。ただし、量的にはすべて加算しても2.8％に過ぎず、依然として

为体を占めるのは深鉢・浅鉢形土器である。 

② 深鉢形土器の口縁部最大径は大梁川遺跡では10～41ｃｍ、小梁川遺跡では10～46ｃｍと、 



 

 454 

小梁川遺跡の方が大型品のレンジが広い。小型品の口縁部最大径は大梁川遺跡では10～18ｃｍ、

小梁川遺跡では 10～17ｃｍ、小さ目の中型品は大梁川遺跡では 20～26ｃｍ、小梁川遺跡では

17～31ｃｍ、大き目の中型品は大梁川遺跡では 26～34ｃｍ、小梁川遺跡では 31～38ｃｍと、小型

品のレンジはほぼ同様なのに対し、中型品については小梁川遺跡のレンジそのものが広い。た

だし、量的には小梁川遺跡では小さ目の中型品が多く、大梁川遺跡では大き目の中型品が多い｡ 

深鉢形土器は小梁川遺跡・大梁川遺跡ともに底部を欠失するものが圧倒的に多く、使用過程

において‶ 底ヌケ″を起こして廃棄された可能性が強い。炭化物付着状況については、全体的

にくすんだ感じに吸着されているもの、煤状を呈するもの、縄文の節部分に薄くこびりつくも

のが認められるが、あまり明瞭なものはない。 
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③ 浅鉢形土器の口縁部最大径は大梁川遺跡では11～48ｃｍ、小梁川遺跡では８～47ｃｍと

ほぼ同じで、大型品・中型品・小型品の分布状況もあまり変化が見られない。 

炭化物付着状況については小梁川遺跡では深鉢形土器とあまり変わらず明瞭なものはほとん

ど認められなかった。大梁川遺跡では厚く膜状に付着するものが特に注口の付される中型品に

多く見られ(写真図版第59図)、大梁川遺跡の浅鉢形土器がカユ状の食品の調理用具として機能

分化してきたことを示すものと思われる。ただし、このような浅鉢形土器の量的ピークは大梁

川第Ⅱ層期（大木10式前半期）で、以後減尐に転じている。これは中期においては注口付の浅

鉢形土器が土鍋的用途を持つのに対し、後期においては土鍋的用途のほかに、非煮沸の土瓶的

用途に一段と機能分化を深めており、大梁川第Ⅰ層土器がこのような過渡的段階にあるのと無

関係ではないものと思われる。 

④ 鉢形土器は、小梁川遺跡･大梁川遺跡第Ⅳ～Ⅲ層期（大木９式期）ともに稀尐性･朱彩

率の高さから、非日用品の可能性が高い。大梁川第Ⅰ層期（大木10式後半期）の鉢Ｂ類につい

ては、炭化物付着の状況から浅鉢形土器から新たに分化したものと考えられる。 

⑤ 小梁川遺跡の台付浅鉢も鉢形土器と同様に稀尐性・朱彩率の高さから非日用品の可能

性が考えられた。大梁川遺跡の台付鉢は胴下部～台部に二次的な加熱の痕跡が残っており、煮

沸用と思われる。器台形土器も炭化物付着状況・二次加熱の痕跡から、浅鉢形土器の煮沸時の

台と考えるのが妥当と思われる。 

⑥ 壺形土器は大梁川第Ⅳ～Ⅲ層期(大木９式期)に限って認められる。すべて小型品で

朱彩の施されるものが多く、非日用品の可能性が高い。なお、縄文時代後期の壺形土器は縦位

２個１対の紐掛け状突起を持つものが多く、大梁川遺跡第Ⅲ～Ⅰ層期(大木９式後半～10式

期)の深鉢Ｄ類の系譜を連なるものである。 

以上のように、縄文時代前期末葉から中期末葉にかけての器種分化は、非日用品の領野を为

体とするものと考えられる｡日用の浅鉢･深鉢類の分化傾向は大木10式後半期の大梁川第Ⅰ層期

に顕在化している。 
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２．石 器 

Ａ．器種分類 

大梁川遺跡には縄文時代中期後葉から後期前葉の時期の遺物がある。これらは時期的に連続

し、共通する器種も多い。したがって共通した分類を設定して記述する (第335図～第337図)｡ 

剥片を除いた石器群から以下のようを項序で各器種を抽出し、分類を行った。①石鏃、尖頭

器、石錐、石匙、箆状石器、磨製石斧。②磨凹敲石類、石皿、石棒。③石核、両極剥離痕のあ

る石器、石製品。④残った石器群から一定形態を志向していると考えられる石器を抽出し、不

定形石器Ⅰ類を設定した。⑤さらに残った石器群から特定刃部の形状を志向していると考えら

れる石器を抽出し、不定形石器Ⅱ類を設定した。⑥以上の抽出から残った顕著な二次加工を有

しない剥片石器を「二次加工のある剥片」として一括した。 

(Ａ) 定形的な剥片石器、石核、両極剥離痕のある石器 

石 鏃 偏平、左右対称で原則として基部に「返り」を有する小形の尖頭部作出石器を石鏃

とする。基部形態と側辺の形態とによって为として分類した。基部形態については凹基(Ⅰ類)､

平基 (Ⅱ類)、凸基（Ⅲ類、Ⅳ類、Ⅴ類）とがある。凸基のうちⅢ類は二側辺と基部が連続

的で、全体形が菱形を呈する種類である｡Ⅳ類は二側辺から基部が明瞭に変化する種類でいわ

ゆる「有茎石鏃」である。Ⅲ、Ⅳ類以外の丸凸基の石鏃をⅤ類とする。Ⅵ類は以上の分類に

適合しないものとする。側辺形状には外弯 (Ａ類)、直線 (Ｂ類)、内弯 (Ｃ類)、および尖頭部

付近で内弯し基部付近で外弯する（Ｄ類）とがある。 

尖頭器 原則として偏平、左右対称の尖頭部作出石器を尖頭器とする。細分は行わない。 

石 錐 棒状の尖端部を有する石器で、石鏃、尖頭器に含まれない器種を石錐とする。つま

み部が無く、棒状の種類(Ⅰ類)、つまみ部と錐部とからなる種類(Ⅱ類)、つまみ部と錐部との

区分が不明瞭な種類（Ⅲ類）とがある。Ⅲ類は全体形が尖頭器状の種類（Ａ類）とＡ類以外で

不整形な種類（Ｂ類）とに細分される。 

石 匙 原則として両側辺からノッチを入れることによって作出されたつまみ部を有する石

器で、かつ刃部と判断できる形状の縁辺部（身部）を有する器種を石匙とする。つまみ部を上

にした場合、身部が縦長になる種類 (Ⅰ類)、横長になる種類 (Ⅱ類)、Ⅰ･Ⅱ類の中間形態の種

類（Ⅲ類）に大別する。Ⅰ類の身部の形状は二縁辺構成（Ａ類）と三縁辺構成（Ｂ類）とがあ

り、つまみ部が一般的な大きさの種類を１類、大きな種類を２類とする。Ⅱ類はつまみ部の対

辺の刃部が水平な種類をＡ類、斜交する種類をＢ類とする。また、つまみ部が刃部の中央にあ

る種類（１類）とつまみ部が刃部の一端にある種類（２類）とがある。Ⅳ類は不定形の身部を 
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有するものを一括する。 

箆状石器 平面形が撥形あるいは短冊形で一端に刃部を作出する器種を箆状石器とする。厚

みがあり､片面加工が多く､側辺の二次加工がステップ状の不整な種類をⅠ類、やや薄手で、両

面加工が多く､側辺の二次加工が連続する種類をⅡ類とする｡Ⅲ類は加工が粗雑で不整な種類

を一括する。 

磨製石斧 大形の種類（Ⅰ類）と小形の種類（Ⅱ類）とがある。Ⅰ類はやや厚手で断面形が楕

円形の種類（Ａ類）とやや偏平で側面と为面との間に稜線の通る種類（Ｂ類）とに細分する。 

両極剥離痕のある石器 両極剥離痕の対数と刃部の形状とによって以下のように分類する。

両端に一対の両極剥離痕を有する種類をⅠ類、明確な複数対の両極剥離痕を有する種類をⅡ類

とする。刃部の形状としては、対となる線状の刃部を有する種類(Ａ類)、線状の刃部を１ヶ所

に有するが、反対側は点状もしくは潰れた状態(両極剥離以後の折れ面を含む)となる種類 (Ｂ

類)、両極剥離以前の平坦面を一端に有する種類 (Ｃ類)、両端に両極剥離以前の平坦面を有す

る種類（Ｄ類）がある。实際には以上の分類の組み合わせとなる。 

石 核 剥離作業面の数とそれらによる形態とによって以下の様に分類する (後藤秀一；

1979b)｡Ⅰ類；剥離作業面が一面で、それに対し複数の打面が任意に作出される。長方体を呈す

る。Ⅱ類；剥離作業面が表裏両面だけに設定され、その剥離作業面に対して求心的に石核の周

辺から任意に剥片生産を進める。円盤状またはチョッピングツール状を呈する。Ⅲ類；剥離作

業面が二面以上設定され、その剥離作業面に対し、任意に複数の打面を作出し、剥片生産を進

める。立方体または多面体を呈する。 

(Ｂ) 不定形石器 

不定形石器は２種類に大別される｡不定形石器Ⅰ類は二次加工が全周に及び､素材の形態を大

きく変化させ、刃部以外にも一定の形態的まとまりを志向する不定形石器である。不定形石器

Ⅱ類は素材の形態を余り変化させず、部分的な二次加工によって必要とする特定の刃部を作出

する不定形石器である｡大梁川遺跡では不定形石器Ⅰ類は極めて尐ない。以下細分類について説

明する。 

不定形石器ⅠＡ類 両面加工で全体形が整形される種類である。全体形によって楕円形 (１

類)、三角形 (２類)、台形 (３類)、厚手の棒状 (４類)、１類より小形で円形または半円形を

呈する種類（５類）に細分される。 

不定形石器ⅠＢ類 いわゆる両尖匕首である。 

不定形石器ⅡＡ類 スクレイパーエッジを有する石器で、ネガティブバルブの発達しない器

体に沿って奥まで入る連続した二次加工の刃部を有し、顕著な縦長の形態を呈する。以下のよ

うに細分される。 
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ⅡＡ１類：両側辺加工で素材の一端に尖端部が作出される種類。 

ⅡＡ２類：スクレイパーエッジで素材の一端に強い丸凸刃が作出される種類。いわゆる「エン

ドスクレイパー」である。 

ⅡＡ３類：両側辺加工のスクレイパーで、素材の長軸の二側辺が丸凸刃と直または凹刃とで

交差し、長軸と斜交する尖端部が作出される種類。 

ⅡＡ４類：素材の先端に加工が無く、長軸の１～２側辺に加工が集中する種類。いわゆる「サ

イドスクレイパー」である。 

不定形石器ⅡＢ類 スクレイパーエッジを有する石器で、ネガティブバルブの発達しない器

体に沿って奥まではいる連続した二次加工の刃部を有し、顕著な縦長の形態を呈さない。以

下のように細分される。 

ⅡＢ１類：尖端部が形成され、二次加工がほぼ全周に及ぶ種類。 

ⅡＢ２類：尖端部が形成され、二次加工が尖端部に集中する種類。 

ⅡＢ３類：長軸の一端に強い丸凸刃を作出する種類。広義の「エンドスクレイパー」である。 

ⅡＢ４類：弱い凸刃を作出する種類。 

ⅡＢ５類：それ以外の粗雑なスクレイパーエッジを有する種類を一括する。 

不定形石器ⅡＣ類 尖端部が作出される種類である。折断面が直接的に尖端部作出に関与す

る種類をⅡＣ３類とし、それ以外で二次加工がほぼ全周に及ぶ種類をⅡＣ１類、尖端部に集中する

種類をⅡＣ２類とする。 

不定形石器ⅡＤ類 不定形石器ⅡＣ３類、ⅡＫ１類以外で折断面を打面として連続的な剥離が行

われる種類である。この二次加工部位が機能刃部とは考えられず、複数の種類を含んでいると

推定される。打断面からの剥離以外に顕著な二次加工が無い種類を１類、両極剥離痕のある石

器ⅡＤ類の破損品または両極剥離が関係している可能性がある種類を２類とする。 

不定形石器ⅡＥ類 折断面以外の平坦面または節理面を打面として連続的な二次加工が行わ

れる小形の種類である。 

不定形石器ⅡＦ類 ノッチ状の二次加工を有し、尖端部が作出されない。いわゆる｢ノッチ｣

である。 

不定形石器ⅡＧ類 正面観が特に鋸歯状の刃部を有する。いわゆる｢デンティキュレイト｣で

ある。ネガティブバルブが発達する急角度の二次加工を有する種類(ⅡＧ１類)、とそれ以外の種

類（ⅡＧ２類）とがある。 

不定形石器ⅡＨ類 厚手の素材にやや急角度で奥まで入る加工を間隔をおいて連続的に施

し、立面観が鋸歯状となる刃部を有する。いわゆる「交互剥離状石器」の一種である。 

不定形石器ⅡＩ類 素材の打面部付近を背腹両面からやや奥まで入る不整な二次加工で除去 
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し、素材の鋭い縁辺に小剥離や微細剥離痕などの使用痕がある。二次加工部位は鋸歯状を呈す

るが、｢刃潰し｣または着柄のための加工と考えられる。機能部位は使用痕のある鋭い縁辺部で､

｢ナイフ状石器｣ または「バックトブレード」の一種に相当する。 

不定形石器ⅡＪ類 折断面を打面とする樋状剥離を有する種類である。いわゆる｢彫刻刀形石

器｣ である。 

不定形石器ⅡＫ類 素材の一または二側辺を折断し､台形または三角形に整形される。先端の

縁辺に刃部が作出される。いわゆる「折断調整石器」(岡村道雄；1979b) である。折断面を打

面とし、素材の背面または腹面に連続的な基部加工（？）がある種類を１類、それ以外を２類

とする。１類については岡村（1979）の「折断調整石器」の定義には適合しない。 

(Ｃ) 磨凹敲石類 

磨凹敲石類に見られる使用痕は、磨面(線条痕が伴う例がある)、凹部、敲打痕（剥離痕を含

む）などに分類される。敲打痕はさらに平坦面を形成しない敲打痕（敲打痕１）と平坦面（敲

打面）を形成する敲打痕（敲打痕２）とに分類される。敲打痕２は柴田郡川崎町中ノ内Ａ遺跡

(古川一明他；1987) で磨面２、刈田郡七ヶ宿町小梁川遺跡（本所所収pp.748）では「ザラ面」

と称されていたものであるがこれらは硬質で平坦な台石の上での被加工物などの粉砕などに

よって形成されると考えられ､敲打痕の一種で、平面を形成する種類であると考えるに至った。 

これらの石器は使用痕によって分類される石器で、ほとんど加工されることはなく、素材の

選択の段階で形態が規定され、使用によってその属性が変移する。したがって、特殊な形態と

して大形磨石を設定し、他は使用痕の種類の組み合わせによって､磨石､磨凹石､磨凹敲石Ⅰ類

(敲打痕１のみを有する)、磨凹敲石Ⅱ類(敲打痕２を有する)、磨敲石Ⅰ類(敲打痕１のみを有す

る)、磨敲石Ⅱ類（敲打痕２を有する）に分類し、属性による分類は考察で行う。 

(Ｄ) 石 皿 

石皿は大形の種類（１類）と小形の種類（２類）とに分類する。小形の種類は有脚の種類が

多い。これに対し、大形の種類は脚部が無い。 

(Ｅ) 石 棒 

石柱状の石棒である。 

(Ｆ) 石製品 

今までの分類にあてはまらない種類を石製品とする。垂飾品、石刀、円盤状石製品など雑多

な種類を含む。 
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Ｂ．各器種の分析 

１．石 鏃 

石鏃は140点出土し、定形･不定形石器（929点）の8.9％を占める (第352図)。そのうち完形

を中心に128点を図化した。 

石材は64％が珪質頁岩で、そのほか珪質凝灰岩(15％)、玉髄(13％)で、黒曜石は３点(２％)

あった。 

石鏃の長幅分布を338図に、長重分布を339図に示した。長幅分布では長さ13～40ｍｍ、幅８

～26ｍｍのなかにあるが、長さ 13～25ｍｍ、幅 10～16ｍｍの範囲にある小形のものと長さ

22～30ｍｍ、幅16～23ｍｍの範囲にあるやや大形の２つのまとまりが見られる。小形の方には

Ⅰ･Ⅲ類は90％、Ⅱ類は60％、Ⅳ類は全てが含まれる。大形は小形に比べ尐ないが、そのなか

でⅡ類の占める割合が高い。またⅤ類は両方に分布する。長重分布も同様の傾向性がある。 

素材の用い方については第５表に示した｡素材の末端に尖頭部を作出する場合がやや多いが、

形態との相関は見出し難い。ここで同様の検討を行っている小梁川遺跡（本書所収 pp.735）と

比較すると、側辺が外弯するＡ類は素材の末端に尖頭部を作り、側辺が直線的になるＢ類は打

面部に作出する傾向があり、当遺跡と素材の用い方に相違が認められる。また二次加工の前に

折断を行なって石鏃の粗形を作出する例や二次加工が尐なく素材の形状をよく残した例もあ

る。したがって、製作する際の素材の用い方および二次加工には柔軟性があったと思われる(小

川・村田；1986)。 

時期ごとの組成は以下のとおりである。大木９式期は35点でⅠ類 (17％)、Ⅱ類 (23％)、Ⅲ

類 (37％)、Ⅳ･Ⅴ類 (各９％)、Ⅵ類（５％）となる。大木10式期は85点でⅠ類 (38％)、Ⅱ類 
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(36％)、Ⅲ類 (13％)、Ⅴ類 (７％)、Ⅵ類（６％）となる。後期前葉は８点でⅠ類が５点、Ⅱ

類が２点、Ⅲ類が１点である。大木９式期ではⅠ類とⅡ類で 40％を占め、Ⅲ類も比率が高い。

またⅣ類はこの時期にだけある。大木10式期はⅠ類・Ⅱ類で 74％を占め、Ⅲ類は減尐する。

以上のことから大木９式期と10式期とでは石鏃の組成に相違が認められるものの､Ⅰ類･Ⅱ類が

为体を占め、Ⅲ類がそれに次ぐ比率を占めることで共通する。 

特徴的な形態としてはⅠＡ類中に基部付近で強く外弯する石鏃がある (第124図１、第142図

１、第207図１、第232図１～３)。大木９式期は縦長であるのに対し、10式期では幅のある形状

となる。この石鏃は遡って大木8b式期の川崎町中ノ内Ｂ遺跡(伊藤･須田；1987)、大和町勝負

沢遺跡（丹羽・阿部・小野寺；1982）からも出土している。大梁川遺跡と比べて「えぐり」が

深く、やや様相に差異が認められるものの大木8b～10 式期にその存在が確認できた (伊藤･須

田；1987)。 

Ⅲ類は菱形を呈する。小形で薄く、長幅･長重分布では他の型式と比べてまとまる傾向があ

る。大梁川遺跡では大木９式期に高い比率を示し、大木10式期になって比率は低くなるが後期

前葉まで継続する｡類例は第354図､第13表に示したが、そのなかでも白石川水系に多く見られ､

石鏃Ⅲ類の分布の中心部的な様相を呈する。 

後期前葉は出土量が尐なく明確ではないが､そのなかでⅠＤ類がまとまって出土している。凹

基で側辺の上部が内弯し、下部が外弯する。基部の「えぐり」は深い。大木10式期の白石市菅

生田遺跡 (丹羽・阿部・小野寺；1982)、川崎町中沢遺跡 (後藤勝彦他；1972)、後期前葉の蔵

王町二屋敶遺跡 (加藤･阿部･小徳；1984)、仙台市六反田遺跡（佐藤 洋他；1987）からも出

土している。 

２．尖頭器 

尖頭器は33点出土し、定形･不定形石器（929点）の３％を占める (第352図)。完形を中心に

20点を図化した。 

形態は細長い第111図18、第124図21、第125図２、第201図11と幅のあるものに分けられる。

幅のあるものは平基と凸基がある。また凸基のなかで第125図３、第182図21は菱形を呈する。 

長幅分布を第338図に、長重分布を第339図に示した。長さは28～41ｍｍ、幅は14～29ｍｍの

範囲にあり､小形である。また厚さに関しては､細長い形態は平均 5.8ｍｍと薄手であるのに対

し、幅のある形態は平均8.9ｍｍとやや厚手になる傾向を示す。 

加工状況は全面加工が第232図16で､両面が周辺部加工されたものは６点あり凸基に多い。そ

の他は素材面を残す半両面加工である。 
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３．石 錐 

石錐は47点である。形態としては棒状になる種

類（Ⅰ類）と錐部とつまみ部の境が明瞭な種類（Ⅱ

類）があり、それ以外をⅢ類とし、尖頭器状を呈

する種類（ⅢＡ類）と二次加工が尖端部に集中し

素材の形態を多く残す種類（ⅢＢ類）とがある。

Ⅰ類は７点 (15％)、Ⅱ類は14点 (30％)、Ⅲ類は

26点（55％）になる。 

石材は珪質頁岩が42点（89％）と大部分を占め、

他に玉髄が３点、珪化凝灰岩が２点である。 

長幅分布を第 340 図に示した。長さは 19～64

ｍｍ、幅は９～33ｍｍの範囲にある｡Ⅰ類は幅は 10

ｍｍ前後にあるが､長さは 31～64ｍｍと開きがあ

る｡Ⅱ類は長さによって 24～29ｍｍと 34～43ｍｍ

との２つのまとまりがある｡ⅢＡ類も長さによっ

て19～30ｍｍと38～45ｍｍとの２つのまとまりが見られる。 

素材の用い方として錐部が素材の末端部に作られる場合が全体の55％であった。細長い錐部

を作出する際、加工を簡略するために幅の狭い末端部を選択したものと思われる。次いで打面

側に作られた例が28％、側辺と末端の交点に作出している例が14％である。 

また折断面が錐部作出に関与している例が３点ある。第111図20は素材の打面部、第125図10

は末端部を折断し側辺との交点に錐部を作出している｡第280図11は全面加工のため折断面の確

認しかできなかった。これらは折断によって錐部の粗形を作出し、加工の簡略化を行ったと考

える。 

破損部位はほとんどが錐部で分類別ではⅠ類は７点中３点、Ⅱ類は14点中５点､Ⅲ類は26点

中３点あり、錐状尖端部が長いⅠ･Ⅱ類に破損しやすい傾向がある。 

４．石 匙 

大梁川遺跡の石匙の特徴は形態･素材（縦長剥片の有無）･つまみ部の作出位置の三つの要素

が関係して、つまみ部の作出に折断面が関与する種類が類型化される点である。 

組 成 石匙は全体で54点出土し、39点が図化されている。中期の時期の包含層と遺構とか

ら出土した38点の石匙の組成はⅠＡ１類が３点､ⅠＡ２類が５点､ⅠＢ１類が11点､ⅠＢ２類が１点､ⅡＡ類

が６点、ⅡＢ類が４点、Ⅲ類が６点である。形態と二次加工の特徴から前期初頭と考えられる 
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２点（第126図１、第167図２）については集計から除外する。 

形 態 第341図に石匙の長幅比のグラフを示す｡Ⅰ類は縦長の形態の種類でまとまるが､ⅡＢ

類は対辺が斜交する種類でⅡＡ類に比較して縦長となり､Ⅰ･Ⅲ類との区別が不明瞭となってい

る。しかし､ⅡＢ類は縦長剥片を素材として横長の形を維持するために､つまみ部を側辺との交

点や末端部に作出する点などⅡＡ類との関係が深い。 

素 材 縦長剥片の使用率を示す｡Ⅰ類は 100％､ⅡＡ

類が 50％、ⅡＢ類が75％、Ⅲ類は０％となる。横長の

形態を呈するⅡ類にも縦長剥片を使用する比率が高

い点が注目される (第６表)。 

つまみ部作出位置 石匙の形態を決定するつまみ部

の作出位置については以下の点を指摘できる。Ⅰ類で

は打点部に作出される例が多く、Ⅱ類では打点部を避

けて作出される例が多い｡Ⅲ類については打点部に作

出される例と、打点部以外に作出される例が相半ばす

る (第６表)。 

折断面 個々の石器の説明でも述べたつまみ部作出

の位置とそれに関与する折断面の効果について以下の

点が指摘できる。つまみ部が打点側に作出されるⅠ類 
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ではつまみ部が大きいⅠＡ２、ⅠＢ２類に打面部が折断されている例が多い｡Ⅱ類ではつまみ作出の

場所に関係なく、折断が見られる。Ⅲ類では打面部以外に作出される例が多い(第６表)。この

理由としてはⅡ、Ⅲ類については、縦長剥片を使用し横長の形態を作るためには、つまみ部を

打面以外の場所に作出しなければならない。しかし側辺や末端は幅が広くノッチ状の加工だけ

ではつまみ部を作出することは困難である。このような部位は素材厚が薄いので折断を利用し

てつまみ作出部位の幅を狭め、ノッチ状の加工を簡素化したのである。明確ではないが､Ⅰ類の

つまみが大きい種類に見られる打面部の折断は加工しにくい打面部の肥厚部分を避けるためで

はなかったかと推測される。折断面が関与する種類と、折断面が見られない種類とでは形態に

差は認められない。つまり折断技術という新しい技術を使って新しい型式を作るのではなく素

材の形態に即して折断技術の採否がかなり柔軟に決定されるのである。 

二次加工 石匙の身部の二次加工の特徴について述べる。石匙の刃部はスクレイパーエッジ

となるものが多い。両面加工を有するのは６点(16.7％)である。特にⅠ類は不定形石器ⅡＡ類

と同様の身部を有する例が多い。したがって大梁川遺跡の中期後葉の石匙はつまみ部（携帯の

ための紐掛け突起）が付いたスクレイパーで、不定形石器ⅡＡ類は後述するように着柄された

スクレイパーである。 

まとめ 大梁川遺跡の中期後葉の石匙の特徴をまとめると以下の諸点が指摘できる。 

(1) Ⅱ､Ⅲ類ではつまみ部が打面部以外に作出される種類が多い。これはつまみ部にあまり

力の懸らないような使われ方に石匙の用途が変化したためと考えられる。中期中葉以前と

比較して、大梁川遺跡のⅡ類とⅢ類の一部のつまみ部は素材の薄い部分に作り出されて

いて華奢であり、着柄のための基部としての機能は果たせなかったと考えられる。 

(2) 縦長剥片の安定的な供給が前提となって､石匙の素材に縦長剥片を使用する傾向が強い。

特に横長の形態の種類でも縦長剥片を使用する例が多い点は注目すべきである。 

(3) (1)､(2)で指摘した石匙の素材的、使用法的な変化に対応して縦長以外の石匙のつまみ部

は破損しやすいが加工が容易な末端部や側辺に作出されるようになった。幅の広い部分に

ノッチを作出する必要性と素材厚が薄く加工が容易である有効性から折断技術がつまみ部

の作出に関与するようになったと考えられるが、折断技術の採否は素材の形態に応じてか

なり柔軟に行われている。 

(4) このような傾向は中期後葉の石匙全体の変化であったと考えられるが、厚手のつまみ部

が打面側に作出されるⅠ類･一部のⅢ類とつまみ部が打面以外に作出されるⅡ類･一部の

Ⅲ類とは用途や着柄の有無などに関して差があった可能性も高い。 

(5) 石匙の身部の加工はほとんどがスクレイパーであり不定形石器ⅡＡ、ⅡＢ類との共通性

が強い。 
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５．箆状石器 

箆状石器は18点出土し16点図化している。第342図の長幅のグラフからⅡ類には大きさにま

とまりがあることがわかる。それに対してⅠ類、Ⅲ類はあまりまとまりがなく大形の種類が多

い。この大きさのまとまりはⅡ類が両面加工の種類が多い点と関連がある。 

次に使用されている素材の特徴について述べる(第７表)。箆状石器は素材剥片の末端に刃部

を作出する例が多いが、横長の素材の側辺に刃部を作出する例や打面側を折断し側辺に刃部を

作出する例もある。素材の側辺に刃部を作出する種類はⅠ･Ⅲ類の大形の種類に多い。スクレ

イパー状の刃部を持つことで共通する石匙や不定形石器ⅡＡ類に縦長の剥片を利用する例が

多いのと比較して特徴的である。これは前期前葉以来の箆状石器の素材利用の一貫した傾向で

ある (小川･村田；1986)。箆状石器の先端の刃部にはある程度の幅が必要とされていたと考え

る。 

箆状石器の二次加工の状態を分類との関係で見ると、両面加工はⅡ類に多く､Ⅰ､Ⅲ類は片

面加工がやや多い(第８表)。このように先端の刃部も両面加工で小形の箆状石器は小梁川遺跡

(本所所収pp.738)では中期前葉からすでに分化している。このような点から､Ⅰ類とⅡ類とは

箆状石器のなかの型式差とするより別の器種とすべきかも知れない。 

箆状石器は先端にスクレイパー状の刃部を持つ点で不定形石器ⅡＡ類と類似するが、素材の

利用法は異なる点が多い。したがって箆状石器の数が尐ない理由を同様の刃部を持つ不定形石

器ⅡＡ類が補完したからであると卖純に考えることはできないように思われる。 
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６．両極剥離痕のある石器 

両極剥離痕のある石器は147点出土し、定形･不定形石器（929点）の12.6％を占める (第352

図)。そのうち完形を中心に112点を図化した。 

両極剥離痕が一対のⅠ類は88点(79％)ある｡Ⅰ類のなかでは両端に線状の刃部を有するⅠＡ類

が56点と多い｡両極剥離痕が複数のⅡ類のうち､三対の刃部を有する第233図８以外は全て二対

である。Ⅱ類は24点（21％）で、線状の刃部を有するⅡＡ類（13点）と一端が平坦面となるⅡＣ

類（９点）が多い。 

石材は光沢があり緻密で硬質のものが用いられる。全体の 62％が珪質頁岩で過半数を占め、

次いで珪化凝灰岩が22％、玉髄が10％である。 

長幅分布は第343図に示した。長さ 17～47ｍｍ、幅９～62ｍｍの範囲に納まるが、特に長さ

22～38ｍｍ､幅 14～32ｍｍの範囲に集中する｡Ⅰ類とⅡ類を比べた場合､Ⅰ類の方がやや縦長気

味になる。この他に第145図４､第158図17､第202図４は長さ55～64ｍｍ、幅40～45ｍｍと、他

と比較して極めて大きい。 

これらの石器のうち両極剥離以前の二次加工が見られるものがある。その中で既存の石器の

破損品を用いて両極剥離が行なわれたと明確に判明するものは13点（11.6％）ある。なお小梁

川遺跡(本書所収pp.739)ではこのような石器をⅠＥ類として分類したが、２点（4.6％）と尐な

い値であった。大梁川遺跡ではスクレイパー等の石器が破損した後、これを再利用して両極剥 
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離を行なう頻度が高かったと思われる。 

このような両極剥離痕のある石器はピエス・エスキーユとして取り上げられている (岡村道

雄：1976、阿部朝衛：1979)。しかしその特徴にあてはまらないものがある。それは一端もしく

は両端が平坦面となるＣ類とＤ類で、合計37点が出土し全体の３割になる。Ａ類と長幅を比較

しても差異は認められなかった。現段階ではピエス・エスキーユに新しく含まれるものなのか､

または全く別の用途に用いられたものなのか、その性格については不明である (山田晃弘：

1984)。なお刃部の一端が点状になるＢ類は使用等による破損であろう。 

７．磨製石斧 

磨製石斧は27点である。大形が23点と多く、小形は４点であった。大形の断面形状は分厚く

楕円形を呈するもの（ⅠＡ類）と偏平で稜が見られるもの（ⅠＢ類）とがあり､ⅠＡ類が４点、ⅠＢ

類が19点ある。 

素材を窺い知る資料はなかったが、剥離→敲打→研磨の製作過程がなされている。また小形

の第215図11に擦り切り痕が見られる。 

大形の完形品は２点あり、残りの21点は破損している。破損の位置は基部付近が６点、体部

中央が７点、刃部付近が３点である。また基部と刃部付近の２ヶ所破損しているのが４点あっ

た。破損面はその多くが体部为面に対して直角に近い角度で破損している。このように基部付

近と体部中央が非常に多く、これらは着柄部からの破損と思われる (岡村道雄；1979a、笠原･

茂木；1986)。 

小形は４点全てが破損している。破損位置は基部付近が１点、体部中央が２点、刃部が１点

で、破損状況は大形との違いはない。 

石斧のほとんどは刃部に「歯こぼれ」が見られ、再び研磨して繰り返し使用している。また

３点の刃部に使用による線条痕が観察できた。第128図11、第235図２は刃部に対し線条痕が斜

走し、また片減りも見られる。第159図５、第215図12は線条痕が縦走する。このような使用痕

の違いは機能の差異によると考えられる。すなわち为面に対して前者は弧を描くような運動が

予想され縦斧として、後者は直線的な運動が予想され横斧としてそれぞれ使用されたと思われ

る (佐原真；1977)。 

破損後の再利用が行なわれた痕跡が認められる資料がある。破損面や側面に敲打痕があり敲

石として用いられたと思われる。 

８．石 核 

中期の時期に属すると考えられる石核は不明瞭なものも含めて49点出土し、22点図化されて 
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いる。図化された22点のうちⅠ類は６点､

Ⅱ類は11点､Ⅲ類は５点である。打面と

作業面とが固定的な１類は３点あり、第

６号住居跡ピット５出土の接合資料に見

られるように固定的な打面と作業面とに

対する志向があるようである。それらの

石核からは好条件のときは縦長の剥片が

剥離されているが連続的ではなく、石刃

状の縦長剥片が剥離されたものとは異な

る。 

前述したように石核の数は大梁川遺跡

で49点、小梁川遺跡で83点で大梁川遺跡

の石核の数は尐ない｡第344図に石核の長

幅分布を示す。小梁川遺跡の石核の長幅

のグラフ(第114図)と比較して､大形の群(Ａ群)が欠落していることがわかる。また素材の珪質

頁岩の比率は42％で、他の器種の珪質頁岩の比率と比較してかなり低い (第12表)。 

大梁川遺跡の石核の特徴として以下の点を指摘できる。石核の絶対数が尐なく、また剥片石

器の为要な石材である珪質頁岩の石核の量が尐ない。また縦長剥片を剥離した石核が全く検出

されない。これらの点から、大梁川遺跡の石器の素材の大半を占める日本海側の珪質頁岩は原

石としてではなく剥片の形でかなりの量が集落内に搬入された可能性が高い。 

９．不定形石器ⅡＡ類 

縦長の形態を呈する両側辺加工のスクレイパー・エンドスクレイパー・サイドスクレイパー

を不定形石器ⅡＡ類とする。 

全体で87点図化した。ⅡＡ１類が22点 (24％)、ⅡＡ２類が27点 (31％)、ⅡＡ３類が15点 (17％)､

ⅡＡ４類が14点（16％）である。このうち完形品は66点である。 

素材剥片はほとんどが良質の珪質頁岩が使用されている。珪質頁岩以外の石材は６点で全体

の７％である｡第345図に不定形石器ⅡＡ類の長幅分布を示す｡ⅡＡ１類はやや小形の部分に､ⅡＡ２

類、ⅡＡ３類はやや大形の部分に分布する。ⅡＡ１､ⅡＡ２､ⅡＡ３類の刃部を素材の末端部以外に作出

した例はⅡＡ１類で２点 (８％)、ⅡＡ２類で５点 (19％)、ⅡＡ３類で０点である。２類に打面側に

刃部を作出した例が多い。これは２類の刃部にはある程度の厚みが必要であったからと考えら

れる。また３類には打面側に刃部を作出した例がない。これは３類の刃部が縦長剥片の末端の 
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肥厚部(末端部肥厚剥片 犬飼･高橋他；

1984) の形状を利用しているからであろ

う。 

二次加工が全周におよぶものは２類と

３類とが多い。とくに２類は 14 点で完形

品の 73％を占める。それに対して、１類

は尖端部を中心とした二側辺、４類は一

側辺または二側辺が中心となる。また基部加工があるものは２類と１類とに多い。基部加工と

しては、基部のみが両面加工となり、基部の幅が狭められる種類－834 (第169図５)、457 (第

169図６)、60（第184図10）や、両面加工の尖端部状になる種類－635 (第131図10)、388 (第160

図１)、17 (第185図２)、基部が折断と二次加工で狭められる種類－851 (第131図12)、700 (第

281図６)、199（第234図７）などがある。これらは基部が狭くなると言う共通点があり着柄さ

れて使用されたと考えられる。 

刃部再生を示唆すると考えられる資料は比較的多い。これらについては考察で述べる。第345

図は長幅のグラフと刃部の角度との相関を示すが、刃部角の大きいものが必ずしも長幅比が小

さな値を示してはいない。おそらく素材の選択の段階でのばらつきがあるのであろう。不定形

石器ⅡＢ類でも明瞭な傾向性は出ていない (第346図)。 
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10．不定形石器ⅡＣ類 

不定形石器ⅡＣ類は尖端部を作出する種類であり、定形石器の末製品など雑多な種類を含ん

でいる。したがって考察では比較的まとまりのある不定形石器ⅡＣ３類についてのみ考察する。

不定形石器ⅡＣ３類は折断面が尖端部作出に直接的に関与する種類である｡西側基本層位第Ⅱ層

を含めて43点認定した。素材の用い方がわかる41点を折断面の位置との関係で分類すると以下

のようになる (第10表)。 

（a） 打面側を折断し、側辺との交点に尖端部を作出する。 

（b） 末端側を折断し、側辺との交点に尖端部を作出する。 

（c） 側辺を折断し、打面部の幅を狭めて尖端部を作出する。 

（d） 側辺を折断し、末端部の幅を狭めて尖端部を作出する。 

（e） 側辺を折断し、末端部との交点に尖端部を作出する。 

（F） 二折断面の交点に尖端部を作出する。 

（g） その他。 

折断面が打面部にかからない(a)､(b)､(d)の類型が比較的高い比率を占めるが、これは肥厚す

る打面部を正確に折断するのが難しいことによる有意性であろう。したがって、これらの石器

では考え得る折断位置のほとんどが採用されていて、決まった箇所を折断し特定の形態が作ら

れるのではなく、素材の形態に応じて折断箇所が決定されるような状況であったと考えられる。

これらに共通する点は、縁辺と鋭角に交差する折断面を作出して、尖端部作出が行われている

点である。一般的な加工では尖端部が作出困難な素材でも折断面と縁辺との角度を調節すれば

容易に尖端部を作出できる。数量的な点を問わなければ、尖端部作出に折断が関与する器種が

縄文時代を通じて普遍的に存在する理由はこのような折断面の有効牲によるものであろう。不 
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定形石器ⅡＡ類の破損部を尖端部に加工している例が４例あり、このような尖端部作出技術は

石器製作の経験から不断に抽出される経験的な技術であったと考えられる。 

大梁川遺跡では石錐に分類された中にも折断面が残存するものが３点あるが、折断で製作さ

れる種類は二次加工が尖端部のみに集中し、短い尖端部を有する種類が多い。この点が錐状尖

端部を有する定形的な石錐が比較的多く製作される小梁川遺跡と異なる。 

折断面が関与する尖端部作出石器は前期前葉の名取市今熊野遺跡（小川・村田；1986）で注

目されたのが最初である。中期前葉の七ヶ宿町小梁川遺跡でも不定形石器Ⅱ類の約20％を占め

るが、同時期の川崎町中ノ内Ａ遺跡（古川一明他；1987）では顕著ではない。大梁川遺跡では

43点と高い比率を占める。近接した地域に属し、時代を異にする二遺跡（小梁川遺跡・大梁川

遺跡）でこのように尖端部作出に折断面が関与する種類が共通して高い比率を占めることはそ

のような技術が特定地域内で継承された可能性があり、地域内または他地域間での検討が必要

と考える。 

11．不定形石器ⅡＩ類 

不定形石器ⅡＩ類は打面部が鋸歯状または交互剥離状の二次加工で除去され、対辺の縁辺に

二次加工や使用痕のある石器である。あまり明瞭でないものも含め、16点認定した。これらの

うち定義に厳密にあてはまるものは９点にすぎず、簡卖な考察にとどめる。これらは基部加工

の在り方から腹面に加工がある種類 (１類)、両面加工の種類 (２類)、腹面を打面とし背面に

加工がある種類（３類）に分類できる。１類は側辺や末端部に基部加工があるものが多く、明

瞭な種類は尐ない。２類は556 (第135図３)、563 (第151図９)、626（第161図12）などを典型

とし、やや小形の種類が多い。３類は642 (第117図５)、905（第135図２）などを典型とし、や

や大形の種類が多い。 

この種類は小梁川遺跡において初めて確認された類型だが、数量も尐なく小梁川遺跡ほど明

瞭ではない。しかしこの器種が中期に一貫して存在する器種であることが明らかとなった。ま

た他の遺跡では同種の石器は確認されていないが､これが卖なる分類上の不徹底によるものか、

特定地域内での技術の継承によるものかは不明であり、今後の研究の進展に期待する。詳細は

小梁川遺跡の不定形石器ⅡＦ類の考察を参照していただきたい。 

12．磨石類 

発掘時の伝聞によれば、膨大な数の磨石類が出土したとのことであり、現場で選択されて一 
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部分のみ採集されている可能性が大きい。したがって定量的な分析は限界がある。磨石、磨凹

石、磨凹敲石Ⅰ、磨凹敲石Ⅱ、磨敲石Ⅰ、磨敲石Ⅱの６種類に分類する。分類で述べたようにⅠ

類とⅡ類を区別するのは平坦面を形成する敲打痕２の有無である。また分類の章には表れない

が、磨面が二面のみで構成される種類をＡ類、三面以上で構成される種類をＢ類とする。した

がって磨石、磨凹石、磨凹敲石Ⅰ、磨敲石ⅠはＡ類とＢ類とに二分されることになる。一般的に

Ａ類は断面形が楕円形になり、Ｂ類は断面形が多角形になる。さらに敲打面を持つ磨凹敲石Ⅱ､

磨敲石Ⅱは为面以外に側面にも機能面を持つ点ではＢ類に近いと言えよう。 

第348､349図に包含層の磨石類の幅厚分布を示す｡第348図は磨面および敲打面が为面の表裏

の二面構成の種類であり､第349図は为面以外に側面にも磨面がある種類および側面に敲打面を

持つ種類である。やや不明瞭ではあるが、以下の三種類に分類される。 

① 幅が50～80ｍｍで、幅／厚が1.5～1.7に分布する種類。 

② 幅が80～120ｍｍで、幅／厚が1.5～1.6に分布する種類。 

③ 幅が80～120ｍｍで、幅／厚が1.3～1.5に分布する種類。 

各分類の分布を見ると磨面が为面の表裏２面構成の磨石Ａ、磨凹石Ａ、磨凹敲石ⅠＡ、磨敲石

ⅠＡは上記の①～③の各類に散漫に分布する。それに対して､磨面が为面の表裏以外に側面にも

ある磨石Ｂ、磨凹石Ｂ、磨凹敲石ⅠＢ、磨敲石ⅠＢは①、②に分布する。さらに敲打面を持つ種

類である磨凹敲石Ⅱ、磨凹石Ⅱは機能面が二面のみの種類に比べて分布は狭く、①と②とを中

心に分布する。以上から为面の表裏以外に側面にも機能面を有する種類は③の範囲への分布が

顕著ではないことがわかる。 

このような磨面および敲打面を中心にした使用痕による形態の違いはどのような差に基づく

のであろうか。機能面が为面の表裏のみの種類は厚さが減尐するのに対し機能面が三面以上の

種類は使用によって厚さのみでなく幅も減尐する。したがって使用による変化は为面の表裏の

みの種類は③から②にグラフ中で垂直に移行する。それに対し、为面以外の側面にも機能面が

ある三面以上の種類は③から①にグラフ中で斜め下に移行する。このように、使用による変化

は機能面の数によって変異の方向が異なり、厚幅分布による三種類の分化は機能面の構成に密

接に関連していることがわかる。 

次に凹部の深さはどのような形態的特徴と相関するのであろうが。第350図には７ｍｍ以上

の深さを持つ磨石類を示しているが、①と②とに分布が限られ、凹部の形成と磨面の形成には

相関があることがわかる。このように磨石類に見られる为な使用痕である磨面を形成する使用

痕 (ミガク)、敲打面を形成する使用痕 (タタク)、凹部を形成する使用痕（？）は、本来磨石

類に共通して内包されているものであり、使用の頻度によりそれらの使用痕が顕在化すると考

えられる。磨石類は一般的に素材の選択の段階で形態が決定される（後藤秀一；1979a）が、使 
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用による形態の変化（小川・村田；1986）も無視できない要素と考えられる。 

13．石 皿 

石皿は大形の種類の１類と小形の種類の２類とに分類できる。第１号住居跡と第６号住居跡

との床面からは原位置を示すと考えられる石皿１類が出土している。为要な機能面は一面で無

脚である。２類は住居跡内で原位置を示すものはない。２類は裏面に脚部を持つものが大半で､

全体形が成形されている。このように中期後葉の石皿には住居の床面などに固定的に設置され

た大形の種類（石臼的）と移動可能な小形の種類（摺鉢的）とに分化していたことがわかる。

このような大きさによる分化は小梁川遺跡の前期後葉から中期中葉の時期でも指摘されている

が、被加工物の差として捉えられている。また、有脚の石皿は小梁川遺跡には無く、中期後葉

以降の特徴となろう。 

住居跡内での石皿の出土位置 二棟の住居跡で原位置を示すと考えられる石皿が検出され

た。第１号住居跡では複式炉の掘り込み部から見て奥壁側の長軸の右側で同一側には埋設土器

がある。第６号住居跡では複式炉の掘り込み部付近の右側で、同一側にはピット５、およびＣ

区床面の剥片一括資料の出土地点がある。柴田郡川崎町中ノ内Ｃ遺跡第２号住居跡（斎藤・相

原；1987）では台石と２個の磨石が前庭部から見て奥壁側の右側に残存していた。これら３例

は右側である点は一致するが、有意性があるか否か不明である。複式炉を有する住居跡は方向

性が良くわかり、床面出土遺物の記録の集積が望まれる。 

14．石製品 

石製品は16点出土している。垂飾品、石刀、円盤状石製品、その他に分類した。 

有孔の石製品で装身具と推定されるものを垂飾品とする。形態は楕円形 (第157図３)、三角

形 (第157図２)、管玉 (第238図６･７)、棒状 (第187図４)、環状（第217図７）がある。第217

図７以外は全て光沢がない軟質の凝灰質砂岩である。製作過程は敲打の後、研磨し成形してい

る。第157図２・３、第187図４の貫通孔は両端が広く中央で狭くなるため両側から穿孔したこ

とが分かる。第187図４は破損しているが、秋田県鹿角市天戸森遺跡 (秋元信夫他；1984)、岩

手県北上市滝ノ沢遺跡（稲野裕介他；1983）から棒状を呈しその両端に貫通孔をもつ垂飾品が

出土しており同様の形態を呈すると思われる。第238図６･７は管玉である。貫通孔を観察する

と螺旋状の穿孔痕が見られ(写真図版89Ａ)、研磨剤と管骨類や竹管類の管錐とを用いて穿孔さ

れたと思われる。類例として天戸森遺跡、岩手県都单村湯沢遺跡（三浦謙一；1983）から出土 
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している。第217図７は破損しているが環状になると思われる。断面は不正円形で図右側の破損

面で最も厚く、徐々に薄くなる。石材は硬質の石英安山岩製である。 

第174図２･３は石刀の破損品と思われる。製作時の剥離痕や敲打痕が観察できる。また研磨

は丁寧になされている｡第174図２の図右側に明瞭な稜が見られ背

むね

の部分と思われる。この２点

は石質から別個体として扱った。 

円盤状石製品は第141図６、第165図３、第238図９、第284図５である。成形は研磨によるも

のと周縁を打ち欠いているものとがある｡第141図６は３ヶ所に剥離によるノッチが施されてお

り石錘の可能性もある。 

そのほか第195図４、第238図８は楕円形に､第238図10は西洋梨形に研磨によって成形してい

る｡第 141 図７は破損しているが円柱状を呈し長軸に沿って溝が１本走る｡類例として小梁川遺

跡 (本書所収pp.636)、秋田県小坂町大岱Ⅳ遺跡（熊谷・大野；1984）にみられる。 

なお管玉をはじめ５点の石製品が、特殊な行為による一括廃棄と考えられる第６号住居跡の

堆積層から出土しており、その出土状況は注目に値する。 

Ｃ．石器の考察 

１．石器組成 

大梁川遺跡の石器組成を单側遺物包含層を中心に述べる。磨石類、石皿は発掘時に選択され

て採集された可能性が大きいので今回は組成には含めない。第351、352図の单側遺物包含層の

石器組成の円グラフは初期に剥片石器の集計のために作成した資料に基付いているので石斧が

欠落し、また分類に多尐の相違点がある。対象とした石器は約4218点である。スクレイパーと

分類した器種は現在の不定形石器ⅡＡ類とⅡＢ類とを含むものと考えて良い。総数から使用痕

ある剥片、二次加工ある剥片、両極砕片、剥片を除いた929点の組成を第352図に示す。第353図

は实測された石器について層位ごとに組成を示したものである。第352図の組成と第353図の单

側遺物包含層総合の組成、中期の住居跡総合の組成とは石鏃の組成が高いほかはほぼ一致する｡ 

次に小梁川遺跡の前期後葉から中期前葉の石器組成と比較する。小梁川遺跡と大梁川遺跡と

では組成の算定の方法がやや異なっている。大梁川遺跡の第 351 図のグラフは小梁川遺跡の第

104図(1)のグラフ（pp.734）と対応する。小梁川遺跡の第104図(2)のグラフは实測された石器の

組成であり､大梁川遺跡の第353図に相当する。大梁川遺跡の中期後葉の石器組成は小梁川遺跡

の前期後葉から中期前葉の石器組成と比較して以下のような特徴がある。 

（1）大梁川遺跡の定形石器の組成比は小梁川遺跡の組成比に比べて高い。定形的剥片石器

と不定形石器の組成比は大梁川遺跡は約7.8：8.3（Ｎ＝4218）であり、小梁川遺跡の 4.6： 
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12.2(Ｎ＝5574)である。ただし大梁川遺跡ではスクレイパーを不定形石器から独立させ 

ている。 

（2） 大梁川遺跡のスクレイパーの組成比は極めて高い。大梁川遺跡のスクレイパーの組

成は 22％（Ｎ＝921）であり、小梁川遺跡のスクレイパー（不定形石器ⅡＡ類）の剥片石

器に占める組成は約10％（Ｎ＝710）である。大梁川遺跡では不定形石器ⅡＡ類などの特

定素材と結び付いた定形的な種類が多い点が注目される。またスクレイパーの増加は石

匙などに見られるようにスクレイパーエッジなどの平坦剥離に対する志向の高まりと関

係があると考えられる。 

（3） 大梁川遺跡の両極剥離痕のある石器の組成比は高い。また既存の石器が破損後に、

転用された種類が多い。大梁川遺跡の両極剥離痕のある石器は2.8％（Ｎ＝4218）である。

小梁川遺跡は0.6％（Ｎ＝5574）であり、既存の石器が破損後に転用された例（ⅠＥ類）は

３例にすぎない。 

（4） 大梁川遺跡の石核は尐ない。大梁川遺跡の石核は49点（1.2％ Ｎ＝4218）で、小梁

川遺跡の石核は83点（1.5％ Ｎ＝5574）である。 

（5） 以上から、大梁川遺跡で組成比が顕著に増加する器種はスクレイパー・両極剥離痕の

ある石器であり、顕著に減尐する器種は大形の尖頭器・箆状石器・鋸歯縁石器と交互剥離

状石器・石核である。小梁川遺跡は多様な不定形石器を特徴とする石器群であり、大梁川

遺跡は多様なスクレイパーを特徴とする石器群である。 

２．石 材 

小梁川遺跡と大梁川遺跡の为要な器種の石材の組成比の表を提示する (第11表･第12表)。小

梁川遺跡では石核を含めた各器種の珪質頁岩と非珪質頁岩の組成比が一定している

(75～85％：15～25％)。大梁川遺跡では石核の珪質頁岩の比率が低く (42％)、また石匙･不定

形石器ⅡＡ類は珪質頁岩の比率が非常に高く (約 94％)、各器種の石材の組成は一定していな

い。また、大梁川遺跡は良質な珪質頁岩の比率が高いが、小梁川遺跡は粗粒な珪質頁岩の比率

が高い。これらの理由として、小梁川遺跡では自己の領域内の石材を利用して集落内で剥片剥

離作業がかなり行われていたのに対して、大梁川遺跡では良質の珪質頁岩を他領域（最上川水

系）から剥片（または製品）で搬入するシステムが確立していたことが考えられる。その結果

として、大梁川遺跡では剥片石器の素材は良質な珪質頁岩が大半を占めるにもかかわらず、集

落内で剥片剥離作業が行われる現地産の石材（非珪質頁岩）の石核の比率が増加する。 

このような剥片（または製品）の流通は卖に中期後葉の時期の特徴ではなく縄文時代を通じ

て行なわれていたが、各時期によって石材を自己の領域内で自給する比率と他の領域から搬入 
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する比率とには変動があったと考えられる。二遺跡の比較によって前期後葉から中期前葉は自

己の領域内で剥片石器の石材を自給する比率が相対的に高まった時期であり、中期後葉は他の

領域（日本海側）の供給に依存する比率が高まった時期と考えることができる。このような剥

片石器の素材の利用可能度が二遺跡の石器群の特徴に大きな影響を与えていると推定される。 

３．縦長剥片と縦長剥片生産技術 

縦長剥片生産技術 縦長剥片を連続的に剥離する技術を縦長剥片生産技術と定義する (阿部

朝衛；1986)。縦長剥片を連続的に剥離するには打面と作業面との関係を固定し、打面再生･作

業面の稜調整などの石核調整を行うことが必要だが、第６号住居跡のピット５出土の剥片接合

資料に見られるように、好条件が揃えば縦長剥片が偶発的に剥離される。また縦長の石匙には

縦長剥片が使用されることが多く、縦長剥片の量の多尐については資料の提示の仕方で受ける

印象が異なる。したがって縦長剥片生産技術が存在したか否かは器種の素材となった剥片の分

析だけでは不十分で、石核およびそれらの接合資料の分析によらなければ確实には判断できな

い。 

大梁川遺跡では二側辺が平行し、背面構成の稜が通り、形態が整った縦長剥片が多く、剥片

からは縦長剥片生産技術の存在を示唆するが、それらの石核は出土せず、また接合資料もそれ

らとは無関係な技術を使用している。これらの点からは大梁川遺跡に縦長剥片生産技術が存在

したことは否定的である。しかしこのような特徴こそが大梁川遺跡などの太平洋側の様相を反

映すると考えるに至った。 

大梁川遺跡の特徴 大梁川遺跡の石器群について以下の特徴を指摘できる。 

（1）縦長剥片は卖設打面の石核から剥離されたと考えられる。明確に両設打面の石核から剥

離されたと推定できるものはない。石核作業面の稜調整の痕跡を示す剥片（クレステドフ

レイク）が存在する。 

（2）縦長剥片は特定の器種の素材として供給関係が固定している。特定の器種とは、縦長の

石匙Ⅰ類と横長の石匙Ⅱ類、縦長のスクレイパー（両側辺加工のスクレイパー・エンドス

クレイパー）である。末端が肥厚する剥片を使用してエンドスクレイパーが作出される傾 
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向がある。横長の石匙は形態と直接結び付かないが、縦長剥片が使用されている。また両

側辺加工のスクレイパーは縦長剥片が前提となって出現した新しい器種である。 

（3）これらの縦長剥片はほとんどが良質な珪質頁岩素材であり、縦長剥片が剥離された石核

は見つかっていない。 

宮城県の特徴 このような傾向は卖に大梁川遺跡に見られる特異性ではない。宮城県内の縄

文時代中期後葉（大木10式期）から不明瞭だが後期前葉の遺跡で縦長剥片が多く出土すること

は最近になって注目されてきた。縦長剥片が量的にかなりまとまって出土した遺跡としては刈

田郡蔵王町二屋敶遺跡 (加藤･阿部･小徳他；1984)、白石市菅生田遺跡 (丹羽･阿部･小野寺；

1982)、柴田郡川崎町中沢遺跡 (後藤勝彦他；1975)、旧宮城郡宮城町観音堂遺跡 (今野隆他；

1986)、仙台市六反田遺跡 (佐藤洋他；1987)、仙台市下ノ内遺跡(篠原信彦；1982)、仙台市山

田上ノ台遺跡（渡部・为浜他；1981）があり、今回の刈田郡七ヶ宿町大梁川遺跡を含めると８

遺跡が確認できる。下ノ内遺跡、山田上ノ台遺跡は概報による情報で不十分である。それらの

遺跡で共通する点は既に観音堂遺跡の考察で簡潔にまとめられている (今野隆他；1986)。 

(1) これらの縦長剥片は偶然に剥離されたものではなく、意図的に打面、作業面を固定し、

作業面の形態や稜を意識した剥片剥離技術によるものである。観音堂遺跡では両設打面の

石核から剥離された剥片が存在し、石核の作業面の稜調整の痕跡を示す剥片（クレステド

フレイク）は大梁川遺跡、二屋敶遺跡で確認されている。 

(2) これら縦長剥片を連続的に剥離した石核が出土していないことは共通している。 

(3) また縦長剥片は石匙と縦長のスクレイパー（二側辺が収斂し、尖端部が作出されるもの

とエンドスクレイパー状になるものがある｡）と顕著な結び付きを持っているようである。

このように器種と素材の一定した関係が成立することは縦長剥片の供給がかなり安定した

ものであったことが推定される。 

(4) 縦長剥片を素材とする石器が顕著に出土する遺跡の分布範囲は、阿武隇川水系最下流の

白石川水系域から名取川水系域までの地域である。鳴瀬川水系・北上川水系・松島湾沿岸

部などの宮城県北東部には分布しない。縦長剥片を素材とする石器はこの地域の中期後葉

から後期前葉の遺跡にはかなり安定して出現するようである。 

これらの地域における縦長剥片と一般的な剥片との二重構造はどのようにして形成されたの

であろうか。縦長剥片を剥離したと考えられる石核が出土していないことは８遺跡で共通し

ているので、縦長剥片を連続的に剥離する技術が成立した地域は宮城県などの太平洋側では

ないと考えられる。 

山形県の特徴 山形県では縦長剥片を顕著に有する中期後葉の遺跡としては村山市中村Ａ遺

跡 (渋谷・名和；1983)、寒河江市うぐいす沢遺跡 (佐藤・渋谷；1981)、寒河江市向原遺跡
註１ 
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(佐藤・渋谷；1981)、大江町橋上遺跡 (犬飼・高橋他；1984)、などがあり、以下のような特徴

を指摘できる。 

(1) 縦長剥片を連続的に剥離した石核が多量に出土した遺跡は、橋上遺跡、向原遺跡がある。

橋上遺跡では接合資料が存在し、剥片生産技術が復元されている。それによると様々な石

核調整が頻繁に行われ、石核の作業面の稜調整・両設打面の石核も存在する。 

(2) 縦長剥片のみを有する遺跡は、中村Ａ遺跡、うぐいす沢遺跡がある。 

(3) 縦長剥片を素材とする石器は縦長のスクレイパー・石匙・箆状石器で箆状石器以外は宮

城県と共通する。 

山形県で宮城県と異なる点は縦長剥片を剥離した石核を有する遺跡が発見されていることで

ある。特に橋上遺跡では石核作業面の稜調整によるクレステドフレイクや両設打面の石核の存

在や、剥片末端部が幅広くなる（阿部朝衛；1986 pp.37）など宮城県側と共通した特徴を有す

る。この地域の集落のすべてで生産が行われたのではなく、現在知られている橋上遺跡、向原

遺跡は特殊な集落（縦長剥片生産をある程度専業とする集落）で、周囲には縦長剥片の供給を

受ける中村Ａ遺跡、うぐいす沢遺跡などの石核が出土していない集落が存在したと想定できる。 

石材の供給と需要 このような状況的な根拠により、山形県の最上川水系中流域の特定の地

域で生産された縦長剥片は剥片（または製品）の形で脊稜山脈を越え、太平洋側にもたらされ

たと考える。最上川水系は良質の珪質頁岩の産出地であり、宮城県は良質の石材に恵まれず縄

文時代を通じて石器素材を日本海側の珪質頁岩に求めてきた。付加価値を有する縦長剥片ほど

は顕著ではないが、珪質頁岩製の剥片または製品が太平洋側にもたらされることは縄文時代を

通じて行われたと考えられる。 

縦長剥片生産技術の発生 中期後葉の時期に最上川水系域で発生した縦長剥片生産技術が特

徴的な剥片を太平洋側に提供したことによって生産地である最上川水系域と消費地である白石

川・名取川水系域との関係を明瞭に示すことになった。このような例は特殊であり、自然化学

的分析によらなければ原産地と消費地との関係は特定できない。珪質頁岩の産地同定の試みは

ほとんど行われていない。その理由として、珪質頁岩はグリーンタフ地帯の各所に見られ、原

産地を細かく特定することが困難である点が指摘されている(蟹沢；1986)。しかし、東北地方

の縄文時代を通じて剥片石器の为要な石材は珪質頁岩である。最上川水系や雫石川水系などを

生産地とする大規模な生産－消費関係が不明瞭ながら判明しつつある状況では、自然化学的な

分析方法による珪質頁岩の産地同定の必要性は黒曜石以上に強まっていると考える。 

大梁川遺跡は縦長剥片の供給を受けた遺跡であり、最上川水系で縦長剥片生産が発生（また

は再生）した契機については本報告では扱いにくい。縦長剥片生産技術の発生については「石

器を介して、技術が生業形態に対して共変関係にある」として、縦長形態の石器を必要とする 
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生業形態を重視する見解がある(阿部朝衛；1986)。しかし、縦長のスクレイパー類を必要とす

る生業形態の具体的内容は不明で、生業形態の変化を示唆する資料も顕著ではない。したがっ

て、前述の見解には賛同できない点がある。前時期と比較して中期後葉の時期の太平洋側の地

域の顕著な特徴は日本海側の地域の石材の供給に依存する傾向が強まることである。縄文時代

の縦長剥片生産技術は石材の原産地に近接した地域で発生している例が多く (阿部朝衛；1986

および山田晃弘氏の教授による)、最上川水系中流域も例外ではない。このような点から、石材

の希尐な地帯への供給を前提とする効率的な剥片生産に最上川水系中流域の地帯が対応する過

程で縦長剥片生産技術が発生した可能性がある。縦長剥片生産技術は確認されてはいないが、

縄文時代早期後葉から前期前葉の時期も縦長の形態の石器が顕著な時期であり、太平洋側では

良質の珪質頁岩が剥片石器の石材の为体を占め、大木10型式期と類似した様相を示す。縄文時

代の東北地方中部地域においては、搬入された石材（珪質頁岩）の比率が太平洋側で高まる時期

に日本海側の原石産出地帯で縦長剥片生産技術が発生する傾向がある点を指摘する。 

４．刃部再生について 

大梁川遺跡の石器群には刃部再生を示唆すると考えられる資料が比較的多い。特徴的な資料

は機能刃部以外の部位にある摩滅と二重パティナ石器とである。 

(1) 背面構成・腹面・側辺などに見られる著しい摩滅 

素材の機能刃部以外の箇所に摩滅が認められる例はやや多い｡その中で顕著な例を指摘する。

560（不定形石器ⅡＡ類 第148図５）は破損しているが、両側辺の摩滅が著しい。両側辺から

両極で剥離がはいる部分には摩滅はない｡両極剥離は刃部再生の一種ではないかと考えられる。

856(不定形石器ⅡＡ類 第131図11 写真図版88Ｃ)の背面構成が摩滅するが、先端の刃部に摩

滅は認められない。822（箆状石器 第167図４ 写真図版88Ｅ）は側辺に著しい摩滅があるが､

先端の刃部にはあまり摩滅がない。375（箆状石器 第167図５）も両側辺に摩滅があるが先端

の刃部は摩滅がない。しかも先端の刃部の二次加工は側辺の加工を切っている。673(不定形石

器ⅡＡ類 第281図８) は先端の刃部に摩滅はないが、背面構成の稜が摩滅している。670（不

定形石器ⅡＢ類 第 282図４）は腹面側が摩滅しているが、刃部付近に摩滅は認められない。

691(不定形石器ⅡＢ類 第283図２ 写真図版88Ｄ)は全体的に摩滅しているようだが、背面構

成の稜と腹面の摩滅が特に著しい。143（不定形石器ⅡＢ類 第202図６）は背面構成は剥離面

が観察できないほど著しく摩滅し、末端の折断面の稜も摩滅する。しかし、二次加工部位の摩

滅はそれほどではない。165（不定形石器ⅡＡ類 第216図６ 写真図版89c）は背面構成の稜の

一部が摩滅するが、先端の刃部の摩滅は認められない。 
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(2) 二重パティナ石器 

刃部再生を示唆すると考えられる二重パティナ石器の例はあまり多くはない。401(箆状石器

第144図１ 写真図版89Ｂ) の先端の刃部の二次加工のパティナは新しく、それらは剥離面の切

り合いの観察によっても確認される。またパティナに差はないが、背面左側辺の小剥離が及ば

ない部分だけ摩滅しているので、加工には尐なくとも三段階があったことがわかる。656(不定

形石器ⅡＢ類 第282図３ 写真図版89Ｄ)の側辺のスクリーントーンの部分の加工のパティナ

は新しい。一部に古い加工が残っているが、その部分は摩滅している。 

石器の緑元縁辺の摩滅は石器の着柄や使用法とも関係しているので一概に使用によるもので

あるとは断定できないが、背面構成や腹面、側辺が機能刃部と比較して著しく摩滅している例

が多くあり、二重パティナ石器の例とも考え合わせると、刃部再生による現象であると考えら

れる。 

刃部再生が顕著な石器は箆状石器と不定形石器ⅡＡ、ⅡＢ類などのスクレイパーエッジを持

つ石器に多い点が指摘できる。 

５．大梁川遺跡の中期後葉の石器群の特徴について 

小梁川遺跡の前期後葉から中期前葉の石器群（中期中葉の石器群は数が尐なく性格は不明で

ある｡）との比較を中心にして中期後葉の石器群の特徴について考察する。 

小梁川遺跡と大梁川遺跡 小梁川遺跡との比較によって大梁川遺跡の石器群の特徴として、

以下の点を指摘できる。 

(1) 大梁川遺跡で組成比が顕著に増加する器種はスクレイパー・両極剥離痕のある石器であ

り、顕著に減尐する器種は大形の尖頭器･箆状石器･不定形石器Ⅰ類･鋸歯縁石器と交互剥

離状石器・石核である。小梁川遺跡は多様な不定形石器を特徴とする石器群で、大梁川遺

跡は多様なスクレイパーを特徴とする石器群である。 

(2) 大梁川遺跡の石器は器種・型式的にまとまりがある。小梁川遺跡の石器は器種・型式の

変異が大きく典型的な型式を捉えにくい。 

(3) 大梁川遺跡では珪質頁岩と非珪質頁岩の比率は各器種で変化が大きい。珪質頁岩率は石

核が低く、石匙・不定形石器ⅡＡ類が高い。小梁川遺跡では一定である。また、大梁川遺

跡は良質の珪質頁岩の比率が高く、小梁川遺跡では、粗粒な珪質頁岩が比較的多い。 

(4) 石器一般について二遺跡を比較すると、大梁川遺跡の石器は小ぶりであるのに対し、小

梁川遺跡の石器は大ぶりである。 

(5) 二次加工の形状では薄手の素材にスクレイパーエッジなどの平坦剥離が施される例が多

く、綺麗で端整な石器という印象を受ける。小梁川遺跡では厚手の素材に交互剥離状や鋸 
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歯状のバルブの発達する二次加工が施される例が多く、粗雑な石器という印象を受ける。 

(6) 残存する石核が尐なく、それらは珪質頁岩以外の石質が多い。小梁川遺跡では良質でな

い珪質頁岩が多く、石核は多く残存している。 

(7) 石刃状の縦長剥片が石匙・縦長のスクレイパーなどの特定器種の素材として使用されて

いる。これらは最上川水系で生産されたと推定される。小梁川遺跡の石匙には縦長剥片が

素材として使用される例があるが、顕著ではない。 

(8) スクレイパーエッジなどに顕著な使用痕を有する石器が多く、刃部再生が頻繁に行われ

たことを示す石器も多い。小梁川遺跡ではそのような石器は尐ない。 

(9) 両極剥離痕のある石器や不定形石器ⅡＣ３類などに破損したスクレイパーなどを使用し

ている例が多い。小梁川遺跡では両極剥離痕のある石器（ⅠＥ類）に尐数あるのみで顕著で

はない。 

石材供給と石器群の特徴 二遺跡の石器群に見られるこのような差はどのような要因に基付

き､どのように相関するのであろうか。Binford は複数の用途に使用でき､将来の使用を見越し

て製作され、何度も再生され、他の用途に転用される管理的な石器であるCuratedな石器とそ

の場かぎりの目的に合わせて作られ、使われ、捨てられる便宜的な石器であるExpedientな石

器と言う概念を提示している (Binford;1979)。石材の乏しい地域では、小さなまたは尐ない

石材を有効に利用するためには、自ら刃部再生を繰り返し長く使う石器が多くなり、結果的に

は石材の利用可能度が Curated な石器と Expedient な石器の割合を決定するという

Bam-forth（1986）の仮説から、梶原は宮城県の旧石器の特徴を考察し、以下のような指摘を行って

いる(梶原；1986b)。｢石材の乏しい地域では………剥片の時には鋭かった縁辺をその鋭さを余

り減尐させないようにしながら、刃部再生をするためには平坦剥離や押圧剥離を用いて、刃角

を維持する必要に迫られたばかりでなく、貴重な石材を目的に添った機能を持たせるように加

工するには、卖純な縁辺部加工では不十分で平面形だけでなく、厚さの調整が可能な平坦剥離

や押圧剥離が不可欠とされる｣。 

石核および石材の分析から小梁川遺跡では剥片石器の石材を自己の領域内で自給する比率が

高く、大梁川遺跡では石材を他領域から搬入する比率が高いことが判明した。石材の利用可能

度と製作される石器群の特徴とに関するこのような仮説から、両遺跡の存在する白石川水系域

では以下のような解釈が可能である。前期後葉から中期前葉の時期は石材を自己の領域内で自

給する比率が増大した時期である。粗悪ではあるが豊富な石材を利用して、刃部再生などはあ

まり行わず、短期間で消費する不定形石器を特徴とする石器群を有した時期である。中期後葉

の時期は、日本海側の珪質頁岩への依存を相対的に強めた時期である。良質ではあるが貴重な

石材を長期間使用するため、刃部再生を頻繁に行う必要性からスクレイパーエッジなどの平

坦 
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剥離を多用して、スクレイパーを多く有する石器群を作り上げた時期である。また破損した石

器をピエスエスキーユや石錐に転用するなど石材の徹底した使用が行われる。系譜は不明だが

最上川水系では縦長剥片生産技術を有し縦長剥片を生産する集落が成立し、その一環として太

平洋側にその製品が供給された。 

６．大梁川遺跡を指標とする石器群の分布圏について 

大梁川遺跡の中期後葉の石器群は以下の特徴を有する。このような特徴を有する中期後葉の

石器群を大梁川遺跡を指標とする石器群と仮称する。 

(1) 定形的剥片石器・スクレイパーが多く、不定形石器は前時期に比較して尐ない。 

(2) 石鏃の組成は凹基･平基が为体で凸基は尐ない。凸基の一種の石鏃Ⅲ類（全体形が菱形

を呈する）が実体的に存在する。尖頭器は小形である。 

(3) 石匙は縦長の形態・横長の形態共に縦長剥片が使用され、横長の形態の石匙はつまみ部

が側辺部に作出される例が多い。身部はスクレイパー状の刃部を持つ。 

(4) 箆状石器は尐ない。両極剥離痕のある石器はきわめて多い。 

(5) スクレイパーは極めて多いが、中でも縦長剥片を素材とした特定器種として、両側辺加

工のスクレイパー・エンドスクレイパーなど定形的なスクレイパーがかなりある。 

(6) 前述したように、縦長剥片が特定器種の素材として固定的に使用される。 

(7) 石皿には無脚で大形の種類と小形で有脚の種類とがある。 

石器群の比較には石器組成が重要であるが、信頼できる組成比が提示されている報告書は尐

ない。したがって大梁川遺跡の石器群の特徴的な器種・型式を指標とし、その分布範囲から大

梁川遺跡を指標とする石器群の分布圏を決定する。定形的で比較的数が多く把握しやすい石鏃

の型式および組成と、縦長剥片を素材とする特定器種（石匙・両側辺加工のスクレイパー・エ

ンドスクレイパー）とを指標器種・型式とする。 

１．大梁川遺跡を指標とする石鏃組成の分布圏 

大梁川遺跡の石鏃の組成は以下の特徴を示す。 

(1) 石鏃の組成は基部形態が凹基・平基の種類が为体であり、凸基の種類は尐ない。 

(2) 凸基の石鏃のなかで、全体形が菱形を呈する石鏃Ⅲ類が特徴的な型式として存在する。 

石鏃Ⅲ類は全体形が菱形を呈する種類で、定形性（菱形という形）により分布範囲がとらえ

やすい。まず石鏃Ⅲ類を指標として分布範囲を押え､大梁川遺跡を指標とする石鏃組成の分布

圏を明確にしたい。石鏃Ⅲ類は第354図に示すような分布で17遺跡に見られた。 

［馬淵川水系］ 二戸市荒谷Ａ遺跡（鈴木優子他；1983） 

［雄物川水系］ 秋田市坂ノ上遺跡 (菅原俊行他；1976)、千畑町内村遺跡（畠山憲司；1981） 
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［最上川水系］ 寒河江市うぐいす沢遺跡 (佐藤･渋谷；1981)、山形市熊ノ前遺跡（佐々木洋

治他；1979） 

［荒川水系］ 小国町墓窪遺跡 (佐藤・名和；1982)、小国町下野遺跡（阿部・名和；1981） 

［名取川水系］ 川崎町中沢遺跡（後藤勝彦他；1972） 

［白石川水系］ 蔵王町湯坂山Ｂ遺跡 (中橋彰吾；1987)、白石市五輪坂遺跡 (片倉･中橋･後

藤；1976)、蔵王町二屋敶遺跡 (加藤・阿部・小徳；1984)、白石市菅生田遺跡（片倉･中橋･後

藤；1976） 

［阿武隈川水系中流域］ 梁川町夏窪遺跡(日下部善己他；1978)､二本松市塩沢上原Ａ遺跡(目

黒吉明他；1975) 

［福島県沿岸部］ 相馬市馬見塚遺跡(鈴鹿良一他；1982)､飯館村上ノ台Ａ遺跡(鈴鹿良一他；

1984)、浪江町項礼堂遺跡（木本元治；1977） 

このなかで荒谷Ａ遺跡は他の遺跡と石鏃の組成が異なり、基部形態は凸基が多い。これは馬

淵川水系の伝統的特徴で中期後葉から後期後葉の時期の八戸市丹後谷地遺跡（八戸市教育委員

会；1986）でも同様であり、馬淵川水系は大梁川遺跡を指標とする石鏃組成の分布圏からは除

外する。馬淵川水系の荒谷Ａ遺跡を除いたこれらの遺跡の石鏃の組成は凹基・平基の石鏃が为

体で菱形の石鏃が実体的に尐数存在することで共通する。したがって山形県・宮城県（北部を

除く）･福島県北部・秋田県单部を大梁川遺跡を指標とする石鏃組成の分布圏と考える。 

２．縦長剥片を素材とした特定器種 

縦長剥片を素材とした石匙･両側辺加工のスクレイパー･エンドスクレイパーの分布は第 354

図に示す。なお第354図の「石核」は縦長剥片を剥離した石核で､「石匙」は縦長剥片の側辺な

どにつまみ部を作出し、横長の形態にした石匙の分布である。以下の17遺跡があり、これらは

山形県・宮城県を中心に秋田県单部にも分布する。 

［雄物川水系］ 千畑町内村遺跡 

［最上川水系］ 村山市中村Ａ遺跡 (渋谷･名和；1983)、東根市小林遺跡 (佐藤鎮夫他；1976

ａ)､寒河江市うぐいす沢遺跡、寒河江市向原遺跡
註１

（佐藤･渋谷；1981）、大江町橋上遺跡 (犬

飼・高橋他；1984)、山形市熊の前遺跡、長井市長者屋敶遺跡（佐藤正四郎；1984） 

［名取川水系］ 旧宮城町観音堂遺跡 (今野隆他；1986)、仙台市山田上ノ台遺跡 (渡部･为浜

他；1981)、仙台市下ノ内遺跡 (篠原信彦；1982)、仙台市六反田遺跡 (佐藤洋他；1987)、川崎

町中沢遺跡、川崎町湯坪遺跡（一条孝夫；1978） 

［白石川水系］ 蔵王町湯坂山Ｂ遺跡、蔵王町二屋敶遺跡、白石市菅生田遺跡（丹羽・阿部・

小野寺；1982） 

前述したように、これらの遺跡で縦長剥片を剥離した石核が出土している遺跡は最上川水系 
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中流域の橋上遺跡、向原遺跡のみであり、縦長剥片生産技術を有したこれらの地域の生産遺跡

から供給されたと考える。したがって縦長剥片の生産は一元的であった可能性が高いが、それ

らが素材となる器種がこれらの地域でほぼ共通することは､このような縦長のスクレイパーを必

要とした生業形態の共通性を示唆すると考えられる (阿部朝衛；1986)。 

３．大梁川遺跡を指標とする石器群の分布圏 

大梁川遺跡を指標とする石鏃組成の分布圏と縦長剥片を素材とした特定器種の分布範囲とは

ほぼ一致する。したがって山形県･宮城県（北部を除く）を中心とし、不明瞭だが福島県北部･

秋田県单部に及ぶ範囲を大梁川遺跡を指標とする石器群の分布とする。これらの地域の生業形

態の類似性を示すものと考えられる。特に両側辺加工のスクレイパー・エンドスクレイパーが

松島湾沿岸部・三陸沿岸部の貝塚地帯に顕著ではなく、これらの器種をもつ大梁川遺跡を指標

とする石器群は内陸に適応した生業形態をもつ集団による石器群であると考えられる。縦長剥

片の供給から見るかぎり、これらの地域は最上川水系の珪質頁岩の石材供給圏であり、生業形

態が類似する地域間で石材の流通関係が成立している点は注目される。 

註   記 

註１：寒河江市向原遺跡(寒河江高校社会部；1969)から大木10式土器とともに出土した縦長剥片とその石核は、

寒河江考古第３号（安彦･東海林；1972）では旧石器時代の遺物としている。しかし、東北大学考古学研究

室助手会田容弘氏から､現在では大木10型式期の遺物として認識されているとの御教示を賜った。 

７．中期後葉から後期前葉の剥片石器素材の供給関係 

剥片石器の为な素材である珪質頁岩、珪化凝灰岩はグリーンタフ地域の各所に見られ、産地

を特定することは困難であり、それらに近接する地域では小規模な石材供給関係が複数成立し

ていたと考えられる。グリーンタフが広範囲に渡って分布しない地域としては馬淵川水系、三

陸沿岸部－北上川水系、白石川－名取川水系、福島県沿岸部－阿武隇川水系－阿賀野川水系が

あり､これらの地域では石器素材の供給を他領域に依存しなければならなかったと考えられる。

また、これらの地域と良質な石材が産出する地帯との間に比較的大規模な石材供給関係が成立

した可能性がある。特徴的な縦長剥片の分布圏から最上川中流域を生産地とする山形県、秋田

県单部、宮城県、福島県北部を中心とする珪質頁岩の石材（剥片）流通圏が不明瞭ながら判明

してきた。その他の地域の様相は限られた資料から推測するしかないが、剥片剥離の特徴や石

核が極めて多い遺跡などから生産・消費の関係を類推し、各水系ごとにまとめる。 

(1) 馬淵川水系 

九戸郡軽米町君成田Ⅳ遺跡Ｆ49住居跡(後期前葉)（遠藤勝博他；1983）･丹後谷地遺跡第56

号住居跡(後期前葉以前)（八戸市教育委員会；1986）の住居跡床面の剥片貯蔵ピットから両極 



 

 493 

剥離で剥離された剥片が出土している｡丹後谷地遺跡の原石は径２～４ｃｍの珪質頁岩の小円礫

である。基部加工があり撥形を呈する小形のエンドスクレイパーと石鏃とがこれらの剥片が素 

材となった石器として指摘されている。 

馬淵川水系では後期前葉の様相しかわからないが、小円礫を両極剥離で剥離し、小剥片で特

定の石器を製作するシステムが成立している。この原因は大形の石材の利用可能度が低く、小

転礫から石器を製作する必要性から成立したと考えられる。大形の石材は搬入であろうが、供

給地は不明である。 

(2) 三陸沿岸部－北上川水系 

石材（剥片）生産地 石核が比較的多く残されている遺跡が雫石川流域にある。盛岡市繋Ⅴ

遺跡（盛岡市教育委員会；1984）では中期後葉を为体とする包含層から大形の石核が多く出土

している。雫石町広瀬Ⅱ遺跡（松野恒夫；1980）では中期後葉（大木10式期）を为体とする遺

物包含層から、54点の大形粗製刃器（自然面を打面とし、１作業面を持つ石核）が出土してい

る。このような石核は盛岡市繋Ⅳ遺跡 (上野・工藤；1980b)、上野遺跡 (工藤利幸；1980)、

单ノ又遺跡（上野・工藤；1980a）などの雫石川流域の中期後葉の遺跡から出土している。 

中期後葉の時期に雫石川流域の遺跡で石核が顕著に増加することは確实である。このような

剥片生産がどの程度の規模を有するのかはわからないが、自己の領域を越えて周辺地域に供給

された可能性がある。雫石川水系で生産された剥片は技術的な特徴が明確ではないので、縦長

剥片のようにはその供給圏を明確には出来ない。また、奥羽山系から注ぐ各支流にもこのよう

な石材（剥片）生産の集落が複数成立した可能性がある。 

また、三陸沿岸部の頁岩の石材採集遺跡である大船渡市碁石遺跡（芹沢長介他；1974）など

の時期・供給圏などは不明である。 

北上川水系中・下流域・三陸沿岸部・鳴瀬川水系・松島湾沿岸部 これら地域の中期後葉の

遺跡には縦長剥片が顕著ではないので、最上川流域以外の供給源が考えられる。おそらく北上

川水系の奥羽山系の石材（剥片）または大船渡市碁石遺跡などの頁岩などの供給を受けていた

可能性がある。気仙沼市田柄貝塚では珪質頁岩、珪化凝灰岩の産地を奥羽山系のグリーンタフ

地帯と同定している(蟹沢；1986)。また石核が尐ないことから、剥片の形で石材が搬入された

可能性を指摘している (笠原・茂木；1986)。 

(3) 白石川－名取川水系域 

前述のように最上川水系中流域の縦長剥片の分布圏であり、珪質頁岩の供給を最上川水系中

流域に依存した地域である。 

(4) 福島県沿岸部－阿武隈川水系－阿賀野川水系 

阿武隇川水系・阿賀野川水系で石材の供給地帯は不明である。福島県沿岸部の北部および阿 
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武隇川水系の下流部は单部と比較して珪質頁岩が多く、縦長の剥片も見られる。そのような遺

跡としては、相馬郡飯館村上ノ台Ａ遺跡(鈴鹿良一他；1984)、相馬郡飯館村日向单遺跡 (鈴鹿

良一他；1986)、二本松市田地ヶ岡遺跡（梅宮･八巻他；1975）がある。福島県においては北部

では最上川水系の石材の供給を受けた可能性がある。大沼郡会津高田町十五壇遺跡(石本弘他；

1983) などの阿賀野川流域では石質は瑪瑙質など様々で、石材が豊富な印象は受けない。阿武

隇川水系・阿賀野川水系では明確な生産－消費関係は成立しなかった可能性が高い。 

まとめ 不明瞭ではあるが、中期後葉に雫石川水系域と最上川水系中流域とに自己の領域を

越えて、他の領域に剥片を供給する剥片生産の拠点的集落群が成立した可能性が高くなった。

前者については北上川水系・三陸沿岸部を中心とする供給圏が想定され、後者が東北地方中部

を供給圏とすることは縦長剥片の分布からほぼ確实である。このような生産地域はさらに存在

する可能性があるが、報告書から把握するのは困難である。中期後葉（大木10型式期）にこの

ような生産地域が顕著になる理由は明確ではない。しかし白石川水系の大梁川遺跡に見られる

ように、良質の石材を産出する他領域に石材供給を依存する割合を前時期に比べて強めた領域

の増加が背景にあることは確实であろう。中期後葉の東北地方では、このような現象はある程

度普遍性を持ち、最上川水系中流域の縦長剥片生産技術はこのような状況に対応して効率的な

剥片供給を行う過程で発生（または再生）したと推定される。 
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３．遺 構 

Ａ．竪穴住居跡の特徴 

大梁川遺跡から発見された竪穴住居跡は11軒であるが、そのうち６軒が重複あるいは削平な

どによって壊されており全体形を残していない。このため、全ての住居跡を同等の基準で扱う

には不備な点が多い。しかし、各住居跡の特徴を整理した第14表からも明らかなように、大木

10式期の竪穴住居跡では柱穴の配置・炉跡の形態および構造に極めて強い類似性があり、これ

らを基にするならば壊された住居跡もある程度までは復元することが可能と考えられる。以下

では初めに住居跡の時期を述べ、次に時期別の住居跡の特徴について述べてゆくことにする。 

(1) 住居跡の時期 

検出された住居跡は出土遺物の検討から以下の２時期に大別することができた。 

縄文時代中期後葉（大木10式期）－第１号住居跡～第６号住居跡・第９号住居跡 

第10Ａ・Ｂ号住居跡   計９軒 

このうち、第１号住居跡と第２号住居跡・第２号住居跡と第９号住居跡・第10Ａ号住居跡と

第10Ｂ号住居跡に重複関係があり､第２号→第１号、第２号→第９号、第10Ａ号→第10Ｂ号(→

は旧→新を表す) と言う時間差が認められている。すなわち、すべての住居跡が同時に存在す

るものではなく、後述するように同一土器型式期に数軒卖位での変遷があったものと考えられ

る。 

縄文時代後期前葉（单境式期）－第７号・第８号住居跡    計２軒 

(2) 大木10式期の竪穴住居跡（第355図） 

９軒の住居跡における平面形・規模、柱穴、周溝、炉跡、出入口について頄目毎にまとめ、

その総体としての当該期の住居跡について考えていきたい。 

１. 平面形・規模：９軒の竪穴住居跡のうち６軒がほぼ完全な形を留めており (第１・３・

４・５・６・９号住居跡)、これらの平面形には円形基調のもの（第１・３・６・９号住居跡）

と隅丸方形状のもの（第４・５号住居跡）がある。ただし、円形基調とした第３号住居跡は東

壁側が僅かに張り出しオムスビに近い形状を呈するなどそれぞれの中で細かな違いも見られ

る。 

なお、部分検出である第２･10Ａ･10Ｂ号住居跡の３軒は残存部から推して前者の形である可

能性が高い。 
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規模については第６号住居跡が直径約 5.9ｍで最も大きく、次いで第１･２･５号住居跡が直

径約5ｍ、第３･10Ａ･10Ｂ号住居跡が直径４～4.25ｍで、第４・９号住居跡は直径 3.2～3.4ｍ

と最も小さい。平面形に関係なく、それぞれに大小の別が見られると言えよう。 

２. 柱 穴：すべての竪穴住居跡で検出されており、部分検出のものでも残存部から全体

の配置を推測することが可能である。柱穴の配置は後述する炉跡と密接な関係を示しており、

以下の４通りの形態が見られる。 

a： 为柱３本＋補助柱－第１・２・５・６号住居跡 

为体は１本が炉の長軸線上壁沿いに、他の２本は炉の長軸線からほぼ対称の土器埋設石囲部

両側にそれぞれ位置し、この３本を結ぶ線は第１・２・５号住居跡で正三角形を、また第６号

住居跡では二等辺三角形を呈している。なお、前述した各住居の記載では第１・５・６号住居

跡の为柱は炉の長軸線上の掘込み部端に位置する１本を含め４本の可能性もあるとしたが、こ

の柱が他の３本に較べて規模がやや小さく、かつ浅いこと、第２号住居跡のように必ずしも認

められない例もあることなどから判断して補助柱の一つとして理解した。また、他の補助柱は

周溝内に位置する場合が多く、いわゆる壁柱穴としてもよいものである。これらの配置にも为 
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柱同様に規則性が見られ、石囲部両側の为柱の延長線上で炉の長軸線と平行する位置に２～４ 

本が配されるものが多い。 

b： 为柱２本＋補助柱？－第３・４号住居跡 

为体は炉の長軸線からほぼ対称の土器埋設石囲部と敶石石組部の境目の両側に配され、補助

柱は２本の为柱の延長線上（炉の長軸方向に平行）の周溝内にそれぞれ１本と炉の長軸線上の

掘込み部端に位置する１本である。为柱２本と延長線上の補助柱２本を結ぶ線は第３号住居跡

では正方形・第４号住居跡では長方形を呈している。 

c： 为柱と補助柱の区別なく４本－第９号住居跡 

規模・深さがほぼ一定する４本の柱穴が炉の長軸線上で土器埋設石囲部を中心に対称の位置

にそれぞれ１本（１本は炉の掘込み部端に位置）と炉の長軸線上で先の２本の柱間隔の3/4の位

置からほぼ対称にそれぞれ１本が配されている。４本を結ぶ線はタコ形を呈する。 

d： 为柱と補助柱の区別なく６本（以上？）－第10Ａ・10Ｂ号住居跡 

重複する２軒でほぼ同様の柱配置が見られる。推定に拠る部分が多いがcと似た柱穴が壁沿

いに多角形状（？）に配されるものと思われる。 

３. 周 溝：第９・10Ａ号住居跡を除く７軒で認められる。いずれも竪穴住居跡の壁沿い

を全周するものではなく、部分的に途切れている。周溝の在り方には次の５通りがある。 

a： 炉の掘込み部を除いて認められるもの－第１・３号住居跡 

幅は15～20ｃｍでほぼ同じであるが､深さは両住居跡ともに一定せず部分的に深い場所･浅い

場所がある。 

b： 炉の掘込み部と壁沿いの一部を除いて認められるもの－第５・６号住居跡 

第５号住居跡では東壁側と炉の左側（单壁西側）になく、西壁側のほぼ中央部で断続する部

分がある。また、第６号住居跡では西壁側のほぼ中央部と炉の右脇側が途切れている。 

c： 壁沿いの一部を除いて認められるもの－第４号住居跡 

炉の左側（单壁部分）になく、その北側では部分的に幅広くなっている。 

d： 壁沿いの一部にしか認められないもの－第２・10Ｂ号住居跡 

炉と反対側の壁沿いに部分的に見られる。両住居跡ともに部分検出であるためこれが本来の

在り方か否かは明らかではない。第２号住居跡では二重に見られる部分もある。 

e： 認められないもの－第９・10Ａ号住居跡 

４. 炉 跡：第10Ａ号住居を除く８軒で検出されており、いずれも「複式炉」である。炉

の大きさは住居跡のほぼ半径に相当し、住居の中心から壁際に接する長大なものである。炉の

長軸（为軸）方向は住居跡の長軸に一致するものが多い (第４号住居跡のみが住居長軸に直交)。

また、構造的には極めて類似性が強く、土器埋設部・敶石石組部・掘込み部の３部からなって 
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いるが、細部では違いも認められ、以下のように分けられる。 

a： 土器埋設石囲部＋敶石石組部＋石囲掘込み部（開口）からなるもの 

－第１・４・５・６号住居跡 

円形の土器埋設石囲部に長方形の敶石石組部および石囲掘込み部が取りつく形状を呈し、土

器埋設石囲部と敶石石組部の境には括れが見られる。埋設土器はいずれも深鉢形土器で第５号

住居跡で２個、他では１個が見られ、長軸線上に位置している。第１・５号住居跡（５号は埋

設土器１）のものは底部を欠き、第４・６号住居のものは口縁部を欠いている。第５号住居の

埋設土器２は胴部だけを据えたものである。また、石の配置について見ると第５号住居跡では

偏平なものを幾重にも丁寧に敶き並べて埋設土器を囲うのに対し、第４号住居跡では挙大なも

ので一重にのみ囲うという違いが見られる。第１・６号住居のものは両者の中間的なものであ

る。 

次に敶石石組部について見ると、炉の長軸線に直交する長軸あるいは長辺を持つ楕円形・長

方形を呈し、断面形は逆台形状のものが多い。底面は比較的小さく、偏平な石数個で作られて

いるが、壁面は下段に大きな石を配し、左右の側壁ではその上に一回り小さな石を３～４段に

積み重ねている。また、奥壁および石囲掘込み部側の前壁は側壁以上に大きな石が使用され、

第４号住居跡のように一枚石で奥壁を作るものもある。壁面の傾斜は奥壁側が最も緩く、側壁

側が急になっている。住居床面から敶石石組部底面までの深さはいずれも30ｃｍほどである。 

石囲掘込み部は幅が敶石石組部とほぼ同じでは正方形に近い形状である。掘込みの側壁に方

形で偏平な 30～50ｃｍ大の石を長辺を炉の軸に揃え､側面を下にして配されており､敶石石組部

の外縁から連続するものが多い｡底面は敶石石組部底面より 10～20ｃｍ高くなっており､第６号

住居跡では端部が溝状にほりこまれている。なお、各部位の外周に使用された石の上面のレベ

ルは住居床面のレベルより僅かに高くなっている。 

b： 土器埋設石囲部＋敶石石組部＋掘込み部（開口）からなるもの－第９号住居跡 

平面形態は aとほぼ同様であるが、aに比して敶石石組部から掘込み部にかけての幅が狭く

なっている。埋設土器は深鉢形土器の胴部だけを据えたもので炉の軸線上に位置している。石

の配置は残存状態が悪いせいか aに比して雑である。住居床面から敶石石組部底面までの深さ

は12ｃｍでaに比して浅い。 

c： 土器埋設石囲部＋敶石石組部＋掘込み部（閉鎖）からなるもの－第３号住居跡 

掘り方・土器埋設石囲部の形状および石の配置・敶石石組部の石の配置はaの第４号住居跡

とほぼ同様であるが、敶石石組部はaに比して幅が狭く、側壁に使用されている石の上面のレ

ベルも住居床面より10～20ｃｍ低くなっているなどの違いがある。住居床面から敶石石組部底

面までの深さは各類を通して最も深く40ｃｍを測る。掘込み部の側石および閉塞石の有無を除 
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けば基本的にはa同様のものと言えよう。埋設土器は底部を欠く深鉢形土器である。 

d： 土器埋設部＋敶石石組部＋石囲掘込み部（開口）からなるもの－第10Ｂ号住居跡 

a～cとの違いは埋設土器の周囲を石で囲っているか否かだけで､これを除いては a 同様と言え

る。 

埋設土器は口縁部を欠く深鉢形土器である。 

なお、第２号住居跡については残存部から推して構造的には a～cのいずれかに属するものと

思われるが、同じく複数の埋設土器をもつ第５号住居跡の炉平面形に比して敶石石組部と土器

埋設石囲部の境に括れがないこと､敶石石組部に平坦な底面がなく､前後の壁面がＶ字状になっ

ていることなど細部に違いがみられる。 

５. 出入口：周溝の切れ・小ピットの配置・壁の緩やかな傾斜などから出入口を推測できる

住居跡が４軒ある (第３・４・５・６号住居跡)。位置について見ると、いずれも住居あるいは

炉の長軸線から外れており、炉の両脇に位置する为柱に近い左右いずれかの側（第４・５・６

号住居では左側・第３号住居跡では右側）にある。地形との関係では斜面の低い側に位置する

とも言えよう。 

以上、９軒の住居跡について頄別に述べてきたことに若干の私考を加え、大梁川遺跡大木10

式期の住居跡について小結とする。 

１.平面形には円形基調と隅丸方形基調の二者があり、前者が多い。また、規模は径あるい

は長軸長が3.2～5.9ｍまであり、４～５ｍのものが为体を占める。 

２.柱穴の配置には４つのパターンがあり、为柱３本と補助柱の組み合う形態(ａタイプ)が

特徴的である。また、炉脇に位置する为柱に着目するとａタイプと为柱２本と補助柱の組

み合うｂタイプはその配置が基本的には同様のものであり、ｂタイプの在り方は住居規模

に相応した为柱の削除と見ることができよう。さらに、为柱・補助柱の区別なく４本配さ

れるｃタイプ､多角形に配されるｄタイプは为柱の配置と言う基本線で a､b タイプとは異

なっているがａタイプの補助柱を結んだ形状はｄタイプに近い形状であり、ｂタイプにし

ても住居規模に相応するａタイプからの変形として理解できるものである。ｄタイプは他

の３タイプに較べて住居内面積より広くとるための柱構造・柱配置の変化と考えることも

できよう。また、大きな捉え方としては、a･b タイプを炉と一体化した柱配置で大梁川遺

跡大木10式期住居跡の基本的な柱構造・柱配置とすることができよう。 

３. 炉の構造は細部において若干異なる所もあるが、基本的には土器埋設石囲部・敶石石組

部・石囲掘込み部の３部から成る複式炉で形態も極めて類似性が強い。位置は土器埋設石

囲部の先端部がほぼ住居の中心にあたり (第５号住居跡のみ住居の中心が２個の炉跡埋設

土器の間に位置)、規模は住居のほぼ半径に相当し端部が壁際に接する｡埋設土器は１個の 
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ものが５軒で２個のものが２軒ある。いずれも炉の長軸線上に位置し、完全な形のものは

ない。 

４.炉両脇の为柱を結ぶ線（梁）が第１・６号住居跡では炉埋設土器の上を通り、第２号住

居跡では２個の炉埋設土器の間を、第３～５号住居跡では土器埋設石囲部と敶石石組部の

境を通っている。すなわち、炉脇の为柱は炉の燃焼部（土器埋設石囲部・敶石石組部）を

意識した配置が為されていると言える。 

５.周溝は多くの住居跡で認められているが、全周するものはない。また、周溝の途切れ・

小ピットの配置などから出入口を推定できる住居跡がある。出入口は住居あるいは炉の为

軸からはずれ、炉の両脇に位置する为柱に近い左右いずれかの側の炉寄りにある。地形的

には斜面の低い側に位置している。 

６.住居平面形、炉の構造・形態、住居規模に相応した柱の配置、出入口の位置など、住居

構造は極めて企画性の強いものである。そして、これらの住居跡すべてが、同時存在しな

い中において連続して見られる住居構築の技術からは集団（集落）内における住居構築の

相互規制・技術の伝達等を知ることができる。 

(3) 南境式期の住居跡 

竪穴住居跡２軒がある。いずれも全体の半分以上が壊されており、住居構造については不明

な部分が多いが、推測も含めて簡卖にまとめておきたい。 

１.平面形･規模：ほぼ円形を呈すると考えられ、規模は径2.7～3ｍの小さいものである。 

２.住居内の施設で明らかなものは炉である｡これは径 50～60ｃｍの地床炉で住居のほぼ中央

部に位置している。なお、柱穴・周溝は検出されていない。 

県内において当該期の遺物の検出は多く知られているが、住居跡の検出は尐なく、仙台市六

反田遺跡（佐藤洋；1987）での８軒が最もまとまった検出例である。六反田遺跡の住居跡は平

面形が楕円形を呈する例が多く、規模は長軸が4.2～6.6ｍで本遺跡例に較べて大形である。周

溝は認められない例が多く、柱穴は４～６本が方形基調あるいは多角形に配されている。炉は

石囲炉が多く、他に土器埋設石囲炉、土器埋設炉があり、本遺跡のような地床炉はない。炉は

住居中央部に位置するもの、壁寄りに位置するものがある。 

本遺跡例は断片的検出であり六反田遺跡例と比較するには無理な面も多いが、規模・炉の構

造には大きな違いがあると言えよう。また、中期末葉の大木10式期に为体的であった複式炉が

全く認められない事も当該期の住居跡の大きな特徴であろう。しかし、未だ検出例が尐なく、

総体としての住居跡の検討は今後の類例の増加を待って行うべきと考えられる。 
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(4) ３本柱構造住居跡の検討 

大梁川遺跡の大木10式期の竪穴住居跡で为柱３本を持つ住居跡が構造的特徴として抽出さ

れた。この柱構造を持つ住居跡は1970年代の初め頃から福島県中央部の縄文時代中期後葉の遺

跡で为に発見されており､従来までの４本～６本あるいはそれ以上の为柱を持つ住居跡に較べ、

その特異性から多くの関心を集めてきた。また、検出された住居跡がいずれも複式炉を有する

ことから｢複式炉住居の上屋構造は３本柱を基本として案出された｣ と言う考え方も示され(梅

宮；1974)、その原因としては｢炉の大規模化に応じ、床面積における使用有効面積の拡大、複

式炉の石組部上に梁を通さないと言う構造上の必要性があったため｣ (目黒；1976)等が考えら

れている。本頄では、この特異な３本柱構造の住居跡がどのような分布を示すのかを検討し、

若干の考察を加えてゆくことにする。 

１. ３本柱構造を持つ竪穴住居跡の分布と特徴について 

手元にある資料をもとに標記の竪穴住居跡の分布を見ると、太平洋側では岩手県の北部から

栃木県の北部にかけて、日本海側では秋田県の中央部から山形県の全域、すなわち複式炉の分

布する範囲とほぼ同じような分布を示すことが看取される。また、これらを時期別に見ると岩

手県の一部の住居跡を除いて大木10式期の前半に集中して認められる傾向が指摘される。 

第356図は東北地方单部を中心とした大木10式期の为な集落跡の位置を示したもので､●印は

３本柱構造を持つ住居跡が検出された遺跡を表している。以下では、これを基に検討を進めて

いきたい。 

３本柱構造を持つ竪穴住居跡は秋田県で１遺跡１例、岩手県で５遺跡14例、宮城県で７遺跡

13例(本遺跡例を含む)、山形県で６遺跡９例、福島県で12遺跡36例、栃木県で１遺跡１例が知

られる。 

a. 秋田県 

秋田市四ツ小屋下堤Ｂ遺跡で１例（Ｓ42Ｊ5住）が検出されている (第357図１・２)。 

径 3.4ｍを呈する円形の住居跡で、住居の中心からやや壁寄りの部分に埋設土器１個と掘込

み部から成る複式炉（両者の間に立石）を有している。柱の配置は炉の为軸線上に１本と为軸

線とほぼ直交する炉の両脇にそれぞれ１本である。埋設土器の年代から大木10式期と考えられ

ている。 

b. 岩手県 

県北部の二戸郡軽米町叹屋敶Ⅰa遺跡で３例(ＢIⅡ－４、６、10住)、同郡九戸村江刺家遺跡で

１例 (ＦＩ－１住)、同江刺家Ⅳ遺跡で１例 (ＤＡ10－１住)、同嶽Ⅱ遺跡で１例 (第15住)、岩

手郡松尾村長者屋敶遺跡で８例（ＨＩⅡ－２、ＨＶⅡ－20、ＩＶⅡ－１、ＪＶⅡ－13･20、ＯＩⅤ－１、 
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ＳＶ－5a・b住）が検出されている (第357図３～17)。 

住居跡の平面形には円形 (江刺家、嶽Ⅱ、長者屋敶ＩＶⅡ－１･ＪＶⅡ－20住)、楕円形 (叹屋敶Ⅰ

aの３例、長者屋敶ＨＶⅡ－20･ＪＶⅡ－13､ＯＶⅡ－１住)､隅丸方形(江刺家Ⅳ、長者屋敶ＨＩⅡ－２･

ＳＶ－5a･b 住) の三者がある。規模は長者屋敶ＯＩⅤ－１住が为長軸６ｍと大形であるが、他は長

軸あるいは直径が3.5ｍ～４ｍほどの小形である｡長者屋敶ＪＶⅡ－13住を除いて周溝はない。 

炉の構造には複式炉 (２ヶ所の石囲部あるいは石囲部と掘込み部から成り埋設土器はない……

叹屋敶Ⅰaでの３例、江刺家での１例、長者屋敶ＪＶⅡ－20住)、土器埋設石組炉 (埋設土器は１個

……長者屋敶ＯⅤⅠ－１、ＳＶ－5a住)､石組炉(江刺家Ⅳ、嶽Ⅱ、長者屋敶ＨＶⅡ－20住)､土器埋設

炉 (長者屋敶ＩＶⅡ－１住)、地床炉（長者屋敶ＪＶⅡ－13住）の５タイプがある。 

柱配置は複式炉の場合は炉の为軸線上に１本と为軸に直交する炉の両脇にそれぞれ１本が位置

する場合が多いが、石組炉の場合は江刺家ＩＶＤＡ10－１住、嶽Ⅱ15 住のように炉の为軸線上に

直交する線上に１本とそれに対応する壁際に２本が配されるものと、長者屋敶ＨＶⅡ20 住のよう

に炉の中心を通って住居長軸線上壁寄りに２本と住居短軸線上の壁寄りに１本が配されるものが

ある。土器埋設石組炉は石組炉の後者同様の配置である。一方、後二者の場合は炉を中心に正三

角形状の配置がなされ、柱は壁寄りに位置している。 

住居跡の時期は埋設土器あるいは床面出土土器の年代から長者屋敶ＩＶⅡ－１住が大木 8b式期、

ＪＶⅡ－20住･ＨＶⅡ－20住が大木 9b式期、叹屋敶Ⅰa、江刺家Ⅳ、江刺家、嶽Ⅱ、長者屋敶ＯⅤⅠ－

１、ＳＶ－5a・b住は大木10式期と考えられている。他の住居跡については住居に伴う遺物がなく、

その時期は明らかではない。 

c. 宮城県 

県北部の加美郡色麻町大谷地遺跡で２例 (第１、３住)、県单部の仙台市(旧宮城町)観音堂遺跡

で２例 (第１、２a住)、柴田郡川崎町中沢遺跡で２例 (第１･２住)、同湯坪遺跡で１例 (第１住)、

白石市菅生田遺跡で１例 (第４住)、刈田郡七ヶ宿町小梁川東遺跡で１例（第８住）が検出されて

いる (第358図1～13)。 

平面形は大谷地１・中沢２住が円形、大谷地３住・観音堂の２例・小梁川東８住が隅丸方形

に近いもので、規模は直径あるいは長軸が４～5.1ｍである。(中沢１・湯坪１・菅生田４住は

平面形･規模ともに不明)。周溝は観音堂１住、中沢１・２住では認められるが、他の遺跡例で

は認められない。 

炉はいずれも土器埋設石組複式炉で先に分類した本遺跡の炉ａと似ているが、大谷地３住で

は石組部底面に敶石がなく、小梁川東８住では掘込み部底面の一部にも敶石が見られるなど細

部では違いも見られる。また、菅生田４住では炉の土器埋設部北側の床面（住居のほぼ中央部 
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にあたる）に敶石が見られる。埋設土器は菅生田４住では三重になって検出され、また、小梁

川東８住では２個が並列して見られるが、他はいずれも１個である。すべてが炉の为軸線上に

配されている。 

柱配置は炉の为軸線上の柱が炉側に寄っているもの(大谷地３住、観音堂2a住)､炉脇の２本

が壁沿いに位置するもの(大谷地１住)、炉の为軸線からずれて三角形状に配されるもの（小梁

川東８住）もあるが、周溝が巡る観音堂１住・中沢２住では周溝内の補助柱の配種なども含め

基本的に本遺跡例とほぼ同様である。 

住居跡の時期は埋設土器あるいは床面出土土器の年代などからいずれも大木10式期と考えら

れている。 

d. 山形県 

県中央部の村山市中村Ａ遺跡で２例 (第１･３住)、東根市小林遺跡で１例 (Ｂ区３住)、西

村山郡大江町橋上遺跡で１例(第11住)、県单部の長井市長者屋敶遺跡で３例(第１･４･10住)、

西置賜郡小国下野遺跡で１例 (第６住)、米沢市大清水遺跡で１例（第３住）が検出されている

(第358図14、第359図１～４)。 

平面形は中村Ａ・橋上での３例・長者屋敶10住が円形で、他は隅丸方形である。規模は小林

３住が長軸３ｍと小さいが、他は４～５ｍである。周溝は中村Ａ３住・橋上・長者屋敶遺跡

での５例に認められる。 

炉はいずれも土器埋設石組複式炉で、中村Ａ３住では掘込み部がない。埋設土器の数は長者

屋敶１住が２個、他は１個で、いずれも炉の为軸線上に配されている。柱は小林３住のみ炉の

为軸線と関係ない配置を呈しているが、他の例は基本的に本遺跡例と同様である。 

住居跡の時期は埋設土器あるいは床面出土土器の年代から大木10式期と考えられている。 

e. 福島県 

県北部の伊達郡国見町岩渕遺跡で２例 (第１、２住)、相馬市馬見塚遺跡で１例 (第２住)、

相馬郡飯舘村上ノ台Ａ遺跡で２例 (第４、９住)、同村日向遺跡で１例 (第６住)、同村日向单

遺跡で１例 (第21住)、二本松市塩沢上原Ａ遺跡で７例 (Ⅰ区３・６・９・12・Ⅱ区１・ＳＩ08・

ＳⅠ09･ＳⅠ16住)、同上原Ｂ遺跡で１例 (第５住)、同原瀬上原遺跡で９例 (第１･２・５・８の

第２層住・９・10の第２層住・11･13･14住)、同田地ヶ岡遺跡で8例 (第３・９・10･11･12・

14・15・18住)、耶麻郡山都町上林遺跡で１例 (第２住)、県单部の田村郡滝根町観音山遺跡で

１例 (Ｊ－１住)、石川郡平田村三斗蒔遺跡で１例（第19住）が検出されているなど、県中央部

以北の遺跡に多く分布している (第359図５～13、第360図１～11)。 

平面形には円形、隅丸方形、六角形の三者があり、以下のようになる。 
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円形（16軒）…………岩渕１・２、塩沢上原ＡⅠ区３・６・９、ＳⅠ09、原瀬上原１・２・８ 

の第２層・９・11・13・14、田地ヶ岡３、上林２、観音山Ｊ－１住 

隅丸方形（16軒）……上ノ台Ａ４・９、日向６、塩沢上原ＡⅠ区12･Ⅱ区１・ＳⅠ08、同Ｂ５原

瀬上原５・10の第２層住、田地ヶ岡９・10・11・12・14・15・18住 

六角形…………………馬見塚２、日向单21住 

不明……………………三斗蒔12・塩沢上原ＡＳⅠ16住 

規模は岩渕１住が直径7.4ｍ、原瀬上原13住が直径6.25ｍ、同８の第２層･三斗蒔12住が直径

あるいは長軸が 5.7ｍと大きいが､他は直径あるいは長軸が 4.5～５ｍの大きさである｡周溝は

上ノ台Ａ9、田地ヶ岡３・12・15、観音山１住を除いて認められる。 

炉はいずれも土器埋設石組複式炉で、岩渕２･上ノ台Ａ４･三斗蒔12住では掘込み部がなく､

塩沢上原ＡＳⅠ08･09、田地ヶ岡18住、上林２住を除いて掘込み部端が住居壁に接している。埋

設土器は岩渕２住で５個が３ヶ所にあり、うち１ヶ所で３重になっている｡（炉の为軸に対する

位置関係は不明？）塩沢上原ＡＳⅠ09住で３個(炉の为軸線上に並列して２個、土器埋設部と石

組部の境目右側に１個)・上ノ台Ａ４住、塩沢上原ＡⅠ区12住､Ⅱ区１住、田地ヶ岡18住で２個

など複数個が認められるが、他は１個だけである (１～２個の場合は炉の为軸線上に位置して

いる)。 

柱配置は３本を結ぶ線が正三角形あるいは二等辺三角形を呈し、本遺跡同様に炉の为軸線上

に１本、炉脇に为軸線から対称に２本が配され、補助柱と組み合うものが多く見られる。 

住居跡の時期は埋設土器あるいは床面出土土器の年代からいずれも大木10式期と考えられて

いる。 

f. 栃木県 

県北部の那須郡西那須野町槻沢遺跡で１例（第16Ｈa号住）が検出されている (第360図12･

13)。 

平面形は隅丸方形で、規模は長軸5.2ｍ･短軸4.5ｍである。住居には周溝が巡り、炉は土器

埋設石組複式炉で埋設土器は１個である。为柱・周溝内の補助柱ともその配置は本遺跡例に似

ている。 

住居跡の時期は埋設土器の年代から大木9b式期と考えられているが、福島県石川町小田口Ｄ

遺跡での出土例を見る限り (福島他；1985)、本遺構の時期は大木10式期としてよいであろう。 

以上が手元にある資料から知り得る３本柱構造を持つ住居跡である。これを各遺跡の立地を

含め整理すると次のようにまとめられる。 

a. ３本柱構造の住居跡は岩手県北部から栃木県北部にかけて分布が見られ、標記の遺構が

検出された遺跡はいずれもその地域を流れる大小の河川流域に形成された段丘あるいは丘陵・ 
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台地上に立地し、山間地を为とした内陸部に分布する傾向が指摘される。 

b. 標記の遺構の分布は大きく二つの地域に分けられる。一つは栃木県北部～宮城県北

部・山形県中央部以单の地域であり、福島県中央部から宮城･山形県の单部に集中（以下Ａ区）

して見られる。他の一つは岩手県～秋田県中央部の地域であり、岩手県北部に集中（以下Ｂ区）

して見られる。 

c. Ａ区・Ｂ区で検出された住居跡での共通する特徴としてはいずれも大木式土器を使

用する住居であること、複式炉を有する住居跡では炉脇に２本の柱が位置する場合が多いこと

などがあげられるが、出現する時期、住居の規模、複式炉も含めた炉の構造などには地区によ

る違いが顕著に表れている。 

d. 標記の住居跡は炉埋設土器あるいは床面出土土器など住居跡と密接な関係を示す遺物

が提示されている例から見ると､Ｂ区では大木8b式期に出現し大木10式期まで見られ､Ａ区で

は大木10式期初頭に見られ、その前半期に集中する傾向がある。 

e. 標記の住居跡の平面形はともに円形・隅丸方形が为体で楕円形であるいは多角形のも

のが稀に見られる。この在り方は先に揚げた各遺跡内で検出された標記の柱構造を有する以外

の当該期の住居跡の平面形あるいは酒井宗孝、大野憲司・児玉準の集成した当該期の住居跡平

面形（酒井；1987、大野・児玉；1983）に対して特殊な形状を示すものではない。 

f. 規模はＡ区では直径あるいは長軸が４～５ｍが为であり、当該期の他の住居跡の規

模もほぼ同様の大きさである。一方､Ｂ区では3ｍほどのものが为であり､当該期の他の住居跡

の規模(４～５ｍが多い)に較べて小さいものが多い。Ｂ区での標記の柱構造住居跡について小

平忠孝は「規模が小さい住居の特徴的柱構造」(小平他；1983) としている。 

g. Ａ区･Ｂ区の標記の住居跡では炉の構造における差異が大きい。Ａ区で検出されて

いる炉は各点に若干の違いは認められるものの丹羽茂の分類（丹羽；1971,1974）による｢上原

型複式炉｣に属するものであり、中でもｂ類とされるものが多い。一方､Ｂ区では大木 8b 式期

に｢卖式炉｣ が見られ、大木９式期以降は､「複式炉」と共存している。ただし､「複式炉」は丹

羽茂によって定義づけられた「複数の燃焼部を有する炉」(丹羽；前掲) よりも「石囲炉に掘込

み部が付属するなど広義の複式炉」(中村；1982,1986) の形態であることが多い。 

なお、地区別の炉の構造には上記のような差異が見られるが、同一地区内では当該期の他の

柱構造を持つ住居跡の炉と差異はない。 

以上のように標記の住居跡の分布は大きく二つの地域に分かれ、それぞれの地域で住居の規

模、炉の構造に共通性があり､炉の構造の差異に地域としての大きな特徴が認められた｡Ａ区･

Ｂ区では出現時期に差があるが、検出例が多い大木10式期で比較した場合「上原型複式炉」の 
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分布域がＡ区･Ｂ区の区分をより明確に示していることが伺われる。 

｢上原型複式炉｣の分布について見ると、その北限は現在のところ大木10式期の集落跡である

秋田県仙北郡内村遺跡（畠山；1981）であり、岩手県では県单部の胆沢町宮沢原Ａ･Ｅ遺跡（伊

藤；1876）で大木９式期に完成された形で出現し、以後の大木10式期では江刺市五十瀬神社遺

跡などで退化した形態が認められるに過ぎないとされている(中村；1982)。为体となる炉の形

態は先にも述べた広義の複式炉であり､「上原型複式炉」は一部で共存するだけである。さらに

宮城県での分布について見ると、菅生田遺跡の報告（丹羽他；1982）でも述べているように県

单部では为体を占めているが、県東北部の涌谷町長根貝塚では石組複式炉であり、また、大谷

地遺跡に近い県西北部の岩出山町玉造遺跡では５基検出された炉のうち「上原型複式炉」は１

基だけで、他に石組複式炉２基、楕円形石組内土器埋設炉１基、詳細不明の土器埋設炉１基で

あるなど、炉の形態にも地域差が認められている。県西北部の例などは岩手県单部の炉の在り

方に共通する面が多いようにも思われる。 

すなわち、３本柱構造と「上原型複式炉」が組み合う住居跡の分布は宮城県单部～福島県中

央部・山形県中央部以单がその中心域であり、宮城県北部域はその北限地域と見ることが可能

である。 

なお、３本柱構造住居跡の出自については炉跡の形態との密接な関係が示唆され、Ｂ区での

例から地床炉→石組炉、さらに複式炉と変化する炉跡の変遷に呼応する住居構造の変化と考え

ることができよう。つまり、地床炉は柱配置が終了してから任意の場所に設けられる可能性の

強い炉であり、石組炉あるいは複式炉はその場が設定された後に柱配置がなされる可能性が強

いと考えるのである。そして､「複式炉」が盛興した大木９式期～大木10式期の中でも大木10式

期の前半期を为に､限定された時期の柱構造の一形態として「上原型複式炉」を为体的に構築す

るＡ区において３本柱構造が取り入れられたと理解するものである。 

縄文時代中期の住居跡についてその柱配置の変化を県内での例で見ると、七ヶ宿町小梁川遺

跡（真山他；1987）では大木8b式期以前と以後で柱配置に変化が見られ、この変化は炉跡の形

態変化、すなわち地床炉から複式炉への変化の過程において理解が可能である。地床炉の場合

は住居平面形と柱配置に相関性が見られ、楕円形の住居跡では住居の長軸線を境に長方形状の

配置を示し、円形の場合に多角形状の配置を呈する場合が多い。一方、石組炉や複式炉の場合

は炉の場所を意識した柱配置に変わっており、炉の为軸線上あるいは为軸線を境に対称に配置

される傾向がある。この傾向性は中期前葉の集落跡である川崎町中ノ内Ａ遺跡(古川他；1987)

や中期後葉の集落跡である大衡村上深沢遺跡（後藤他；1987）でも認められており、先に述べ

た岩手県での在り方と共通するものと言えよう。 

東北地方の縄文時代中期後葉の住居跡では炉跡の形態に前代との大きな違いがあり、その兆 
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しは中期中葉の段階にすでに現れている。さらに、炉跡の変化に伴って住居構造・住居構築技

術にも大きな変化が見られ、この変化は生活そのものにも反映されたものと考えられる。そし

て、これまで述べてきた３本柱構造住居跡もこうした変遷の中の通過点における住居構造の一

形態として位置づけることが可能であり、文化圏あるいは地域圏を知る一つの指標となる遺構

と考えられる。 

Ｂ．その他の遺構の年代と特徴 

１．敷石遺構 

事实記載で第11号住居跡として述べた遺構である。外周の石が長辺を揃え、側面を下にして

壁を形成すること、敶石が平坦で壁沿いの石の配置に規則性が見られることなどから住居跡の

可能性を考えたが、検討の結果、内部構造において住居跡とする根拠に乏しく、ここで敶石遺

構として住居跡とは一応区別するものである。出土遺物から单境式期初頭に位置づけられる。 

県内での類似遺構としては白石市菅生田遺跡 (丹羽他；1982)、仙台市下ノ内遺跡（篠原；

1983）同山田上ノ台遺跡（渡部・为浜；1981）などの中期末大木10式期の集落跡で検出されて

いる敶石住居跡、蔵王町二屋敶遺跡（加藤他；1984）で埋設土器６基を伴う後期前葉の配石遺

構 (第１号配石遺構)、七ヶ宿町小梁川東遺跡（真山；1984）で検出されている中期末あるいは

後期前葉と考えられる敶石遺構がある。大木10式期の例とは石を敶き詰めていると言う現象面

での類似性はあるものの、内部における炉、柱穴などの構造面に大きな違いがある。また、二

屋敶遺跡の例は長軸 11ｍ､短軸９ｍの規模の大きな楕円形状のもので、40ｃｍ大の河原石の間

に10ｃｍ前後の小礫を詰め込んでいる。配石には部分的に弧状の石列や小卖位の石組と見られ

る個所もあるが、明確な卖位を示すものではない。炉、柱穴などは伴わず、配石下と配石面の

双方から埋設土器が検出されており、埋葬に関連した配石遺構と考えられている。小梁川東遺

跡例は敶石に焼け面が伴うものであるが、大部分が重複する遺構に壊されており全体の様子は

知りえない。二屋敶遺跡例とは大木10式期の住居跡以上に類似性を見ることができるが、本遺

跡例では敶石が認められているだけに過ぎず、その性格づけを行うことは無理である。 

２．炉跡 

６基の炉跡は各々が住居跡に付随するものであるならばその位置関係からすべてが同時存在

するものではない。炉の構造は第１号～第４号の４基が複式炉で、他の２基については残存状

況が悪く判断しがたい｡時期については６基のうち３～５号の３基に埋設土器が見られ(第３･

５号で２個、第４号で１個)、また２号でも掘り方（？）から深鉢形土器の出土があり、その文

様等から推定が可能である。单側遺物包含層出土土器との対応でみると以下のようになる。 
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大木９式後半期－第２・３号炉 計２基 

大木10式前半期－第４号炉 計１基 

不明       第１・５・６号炉 計３基（第５号炉埋設土器は地文のみのため） 

すなわち、住居外の炉跡には最低でも大木９・10式期の２時期のものがあるわけで、以下で

は先に述べた住居跡の炉（a～d）と簡卖な比較をしておきたい。 

大木９式期の２基は攪乱等により残存状況が悪く、構造の一部が知られるだけである。第２

号炉は焼面の状況から燃焼部が第３号住居跡寄りに位置することが考えられ、敶石部分は火を

受けていないことから掘込み部と考えた。つまり､a～d の掘込み部とは敶石の有無と言う違い

が見られる。一方、第３号は基本的にはｄの構造に近いものであるが、掘込み部の状況は第２

号に似ている。また、埋設土器を２個配置するなどａの第５号住居跡やa～cのいずれかと考え

られる第２号住居跡炉の埋設土器の配置と共通する部分もある。 

また、大木10式期の第４号はｂとｄの中間的な構造であり、当該期のものと同様である。 

３．埋設土器遺構 

住居外で検出された９基のうち土器の文様等から年代を知り得るものが８基ある。これらは

いずれも大木10式期のものと考えられ、单側遺物包含層出土土器との対応関係は以下のように

なる。 

大木10式前半期－第１・４～８・10号埋設土器遺構 計７基 

大木10式後半期－第３号埋設土器遺構 計１基 

不 明      第２号埋設土器遺構（出土土器の存在不明） 計１基 

ただし、大木10式前半期としたものはすべてが同時存在するものではなく、第７・10号埋設

土器は第Ⅱa～b層出土土器に類似し、第４･５号埋設土器は第Ⅱc～d層出土土器に類似するな

ど同一土器期としたものの時間差が認められ、段階的に構築されたものと考えられる。 

掘り方は埋設する土器よりわずかに大きい程度のものが多く、円形あるいは楕円形を呈して

いる。また、使用されている土器はいずれも深鉢形で、正位に配され、第３・８号を除いては

底部を有している。器高は30～35ｃｍ(推定を含む)のものが多く、文様を有する土器の使用が

多い。底部の有無を除く傾向性は住居内の炉を含む埋設土器にもほぼ同様のことが言える。 

埋設土器遺構は貝塚を中心に土器内部から人骨が検出される例が多く(菊地；1983)、埋葬に

関連した遺構とする見解が多い。本遺構の場合も土壌分析等の理化学的処理を行っていないも

のの他の類例との類似性から同様の見解をとりたい。 

４．土 壙 

検出された４基から土器が出土しているが、底面から出土しているのは第１号土壙だけで他

の３基は堆積土中からの出土である。堆積土は第１号土壙では明らかではないが、他は自然流 
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入と考えられるものである。したがって、土器の年代が必ずしも遺構の年代を示すものではな 

いが、近接した時期の遺構と見ることは可能と思われる。单側遺物包含層出土土器との対応関

係は以下のようになる。 

大木10式前半期－第３号土壙 計１基 

大木10式後半期－第１・２・４号土壙 計３基 

次に、土器の出土状況を見ると第１・３号はほぼ完全な形であり、前者では鉢形土器が楕円

形を呈する土壙の長軸側の端で斜位に、後者では注口付き浅鉢形土器が円形の土壙の中央部で

正位で検出されている。また、第２号では方形の土壙の全体に及ぶように深鉢形土器が横位で

押しつぶされた状態で検出され、土器は底部が欠損している。第４号の場合は２個体分の深鉢

形土器破片資料である。つまり、検出状況がいずれも異なっており、出土土器の形態も埋設土

器等に較べて多様になっている。 

これらの土壙の性格については明らかでないが、第２号については中期前葉～中葉の七ヶ宿

町小梁川遺跡で検出されている埋設土器遺構（真山他；1987）の在り方に類似するものであり､

この形態が中期後葉の仙台市御堂平遺跡（斉藤・佐々木；1983）でも検出されていることと合

わせて埋設土器遺構の一形態である可能性も考えられる。 

Ｃ．遺跡の構成 

大梁川遺跡は白石川支流の大梁川に面して舌状に張り出す单向きの丘陵緩斜面（標高

300～310ｍ）に立地する遺跡で、单北約80ｍ･東西約50ｍ（約4000㎡）ほどの広がりをもつ｡ 

調査区は平坦面から緩斜面に移行する標高306～307ｍの部分にあたり、地形同様の「Ｕ」字

状の区画であるが、幅が狭く調査面積も約1000㎡で遺跡全体の1/4程度に過ぎない。したがっ

て、集落全体の構成については不確定な部分も多いが、本頄では検出された遺構をもとに大梁

川遺跡における遺構の変遷等を推測してみたい。 

大梁川遺跡の遺物で最も遡るものは縄文時代前期初頭の上川名上層式後半期の土器で、遺構

や遺物包含層から数点が検出されている。また、縄文時代中期中葉の大木8b式土器も一片が見

られるが、これらに伴う遺構の検出はない。遺構としては大木９式期のものが最も古く、後期

初頭までのものがほぼ連続して検出されている。以下、单側遺物包含層出土土器から設定した

時期に合わせて各期の遺構の変遷について述べてゆく。 

大木９式前半期［第Ⅳ層期］(第361図) 

沢状の地形になるＢＡ・ＢＢ50・51 区を中心に複数の層からなる遺物包含層の形成が見られ､

包含層末端の伸びはＡＮ～ＢＪ･48区から北側に広がっている。本期では住居跡等の遺構は検出

されていないが、地形から判断すると調査区北側の平坦面にその存在が予想される。 
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大木９式後半期［第Ⅲ層期］(第361図) 

前代とほぼ同じ地区に同様の遺物包含層の形成が見られ、遺物は前代に較べて斜面の下位ま

で広く分布している。また、包含層から西へ約25～30ｍ離れた地区で２基の複式炉が検出され

ている。炉の周辺からは柱穴・周溝などの検出がなく、住居跡と断定することはできないが、

仮に住居跡であっても重複するものではなく、炉の構造や住居为軸方向の共通性から同時存在

は可能と考えられる。包含層の規模などから見て、２軒卖位ぐらいの小卖位から形成される集

団がある程度の間を数卖位存在していた可能性が考えられる。 
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大木10式前半期［第Ⅱ層期］(第361図) 

前代同様の地区にやや斜面下位まで広がる遺物包含層があり、この西側地区を为に竪穴住居

跡９軒・炉跡１基・埋設土器遺構７基・土壙１基など本遺跡で検出された遺構の大部分が本期

に属する。ただし、住居跡には重複するものもあり、すべての遺構が同時存在するものではな

い。住居跡の配置･構造について見ると、第10Ａ･Ｂ号遺物包含層北側の標高 310ｍほどの最も

高い斜面部分に位置し、柱配置・炉の構造に他の住居跡と違いを示している。一方、他の住居

跡は遺物包含層西側の標高 306～308ｍの平坦面に位置し、柱配置･炉の構造など基本的な住居

構造は極めて類似している。さらに、近接する第４～６号の３軒では炉の为軸方向・出入口の

位置にも共通性を示し、同様に近接する第１・９・３号、第４号炉でも炉の为軸方向に共通性

が見られるなど、小卖位でまとまりが示唆される。 

このように住居跡は遺物包含層を境に構造の異なる二群に分けられるが、第10Ｂ号の炉に使

用された埋設土器と第６号の炉掘り方向埋設土器は土器・文様の在り方がまさに同じものであ

り、あえて分離する必要のない同一集団内における差異と考えられる。 

重複関係、配置の状況、炉埋設土器の文様等から本時期における住居跡の在り方としては、

第２号・第10Ａ号→第１・９・３号＝第４～６号＝第10Ｂ号が考えられ、第６号での遺物廃棄

の在り方からこの土器期でさらに新しい段階の住居跡の存在も予想される。検出された住居群

からは３軒卖位ほどの小卖位から形成される集団が数卖位存在したことが予想され、その卖位

集団の総体としての配置が遺物包含層を境に環状あるいは馬蹄形状の配置をとることが考えら

れる。また、埋設土器遺構を埋葬施設と見た場合、住居域・墓域は分離することなくほぼ同じ

地区に存在していると言えよう。 

大木10式後半期［第Ⅰ層期］(第362図) 

遺物包含層と埋設土器遺構１基・土壙３基が検出されただけで、前代に多く見られた住居跡

は調査区内では検出されていない。遺物包含層の分布は前代とほぼ同様であるが、複数の層が

認められた地区はない。土壙は沢状地形上位の遺物包含層あるいは住居跡を切って構築されて

おり、ほぼ等間隔で東西に並んでいる。埋設土器遺構は单側遺物包含層の西側に位置し、土壙

とは約 25ｍ離れている。水期の遺構の配置･場の使用については調査区の限定もあって、こ

れ以上言及することはできない。 

南境式初頭期（第362図） 

竪穴住居跡２軒と敶石遺構１基が検出されている。住居跡は前代まで遺物包含層が形成され

ていた地区で10ｍほどの距離を置いて東西に並んでいる。また、敶石遺構は住居跡とは約40ｍ

離れた調査区の西北端に位置している。調査区の限定もあって集落全体における遺構の存在は

知り得ないが、前代の住居域で１軒の住居跡も検出されていないことから推定すると環状ある 
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いは馬蹄形状の集落配置を呈するものではないと思われる。 

大梁川遺跡における集落の変遷は以上の通りである。大木９式前半期～单境式初頭期までほ

ぼ連続する遺構が認められたが、調査区の限定もあって集落内における「場」についてまで言

及することはできなかった。ただし、最も集落が拡大した大木10式前半期では３軒卖位ほどの

小集団が数卖位存在し、その集合体としての環状あるいは馬蹄形状の住居配置が推定された。

そして、北側に広がる平坦面は集合体としての共有の場であり、共有の空間である可能性が考

えられる。 
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Ⅵ．総  括 

大梁川遺跡の分析を大きく土器・土製品、石器・石製品、遺構の３側面から論じてきた。本

章ではこれらの分析成界に基づく有機的な関連性を把握し、大梁川遺跡総体としての位置付け

を示し、本報告の結びとしたい。 

遺跡内における継時的な変化は、①土器・土製品、②遺構において捉えることができた。 

① 出土土器は縄文時代中期から後期に及び、縄文時代中期は单側遺物包含層における分層発

掘によって、｢大梁川第Ⅳ層土器｣・｢大梁川第Ⅲ層土器｣・｢大梁川第Ⅱ層土器｣・｢大梁川第

Ⅰ層土器｣に大別され、大木９～10式に位置付けられた。また､｢大梁川第Ⅲ層土器｣・｢大梁川

第Ⅱ層土器｣ は上部資料･下部資料に土器組成や文様に傾向性の違いが認められた｡「大梁川後

期初頭土器」は中期土器に比べまとまりの乏しいものではあったが､「大梁川第Ⅰ層土器」から

の連続的な延長線上において捉えられるものと把握された。 

出土土製品のうち土偶は形態及び文様に若干の差異が認められた。ただし、すべて破片資料

のため、必ずしも土偶の全体像あるいはセット等が把握できたとは言えず、今後の調査に待つ

ところも大きい。 

② 遺構は中期後葉～後期初頭までのものが継続して認められ、大木10式前半期のものが为体

を占めた。当該期の住居跡は平面形(円形あるいは隅丸方形)、規模(４～５ｍが多い)、炉の構

造・形態 (上原型複式炉に属するもので住居半径に近い規模)、住居規模に相応した柱配置 (5

ｍ前後のものでは３本为柱＋補助柱が特徴的、３～４ｍでは２本为柱＋補助柱、いずれも为柱

のうち２本は炉燃焼部の左右に規則的に位置)、出入口の位置(炉脇に位置するが炉の为軸から

はずれる、地形的には斜面の低い側に位置) 等に極めて強い企画性を示し、２～３軒卖位から

成る小卖位集団が数卖位で一集落を形成し、馬蹄形あるいは環状の集落構成をとることが推測

された。さらに、この企画の強い住居構造の分布については福島県中央部から宮城・山形県の

单部域が一つの核を形成し、单は栃木県北部、北は宮城県北部がその分布端域である可能性が

示唆された。 

なお、後期の住居跡は部分的な把握に留まっているが、規模が小さい(径 3ｍ前後)こと、炉

が複式炉から卖式炉（地床炉）に変わっていること等に中期の住居跡との違いが見られた。 

このような土器・土製品あるいは遺構には、継時的な変化が顕著に認められるのに対して、

石器の器種組成あるいは形態には大きな変化は認められず、次のような特徴が一貫して認めら

れた。 

ⓐ 小梁川遺跡と比較して大梁川遺跡で組成比が増加する器種はスクレイパー・両極剥離痕の

ある石器であり、顕著に減尐する器種は大形の尖頭器･箆状石器･不定形石器Ⅰ類･鋸歯縁石器 
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と交互剥離状石器・石核である。大梁川遺跡の石器群は多様なスクレイパーを特徴とする石器

群と言えよう。 

ⓑ 剥片石器は良質な珪質頁岩の比率が高いのに対して、石核は個体数自体が尐なく珪質頁岩

の比率も低い。特定器種の素材として利用されている縦長剥片の石核は発見されておらず、最

上川産の珪質頁岩の搬入の可能性が考えられた。 

ⓒ 石器の器種・型式にまとまりが見られる。また全般に小ぶりなものが多く、２次加工の形

状はスクレイパーに顕著なように丁寧な平坦剥離が多く認められる。 

ⓓ 刃部再生あるいは破損石器の転用例が比較的多く認められる。 

これらの特徴に継時的変化が見られないのは、取りも直さず、縄文時代中期後葉から後期前

葉において、基本的な生業形態に何ら変更が見られず、安定的な展開過程をたどってきたこと

を意味するものにほかならない。 

縄文時代の最も基本的な生業類型は、その生業基盤に基づき沿海型及び山麓・丘陵型の２類

型に分類することができよう。沿海型については自然地形の微環境や貝塚研究の成果を受け、

さらにいくつかの生業類型に細分（林；1986）されている。山麓・丘陵型の生業類型は、沿海

型に比べ扱いうる考古資料の限界性から、現状ではその实体に迫ることは極めて困難である。

ただし、東北あるいは関東・中部地方を含めた大半の山麓・丘陵は植生的には落葉広葉樹林に

覆われており、狩猟・採集対象の動・植物類あるいは内水面漁撈対象の魚介類には大きな違い

は認め難く、基本的には均質的な生業形態として把握されよう。 

このような均質的な生業類型の中でも、いくつかの文化要素には顕著なまとまりが見られ、

一定の文化地域を把握することができた。大梁川遺跡では、住居跡に見られる居住様式、ある

いは土器に見られる日用の什器類や石器に見られる労働用具の様相、土偶に垣間見ることので

きる精神文化の一端は各々強固に結び付きながら、福島県北部～宮城県单西部～山形県を中核

とする地域に分布していることが確かめられた。当地域の特色は次のように整理されよう。 

まず第一に、地理的条件として、福島県北部～宮城県单西部と山形県との間に位置する奥羽

山脈が交渉不可能な壁として屹立するのではなく、相互に比較的容易な交渉を保証しうる規模

のものである点があげられよう。すなわち、当地域の为峰は、吾妻山以外はすべて1000ｍ級で

特に太平洋側では山頂付近までブナ・ミズナラ林に覆われ为たる生業の場として積極的に評価

されるし、加えて鳴子・最上間の354ｍの峠をはじめとする七ヶ宿･高畠間の二井宿峠（568ｍ）

など 1000ｍ以下の峠が数多く存在し､分水嶺を越えた交流が比較的容易に行い得る素地を形成

している点である。 

第二に、このような極めて均質的な自然あるいは地理的条件にもかかわらず、縄文文化の労

働用具の中で極めて重要な位置を占める剥片石器母材の偏在性があげられよう。当地域では最 
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上川産の珪質頁岩が最も良質で、太平洋側の名取川・白石川産のものは品質が劣り、阿武隇山

地では頁岩自体分布しない。石器母材の偏在性は必然的に交易の契機を生み、最上川中流域に

は高度な専門性をもって为として縦長剥片を生産したと考えられる橋上遺跡や向原遺跡等が見

られ、太平洋側に剥片を供給していたものと思われる。 

このような石器母材の供給地は雫石川産の「珪質泥岩」の剥片生産に関わっていたと考えら

れる繋遺跡群にも見られ、北上川流域・三陸沿岸・松島湾の供給圏が想定される。この地域は

土器・土製品、石器・石製品、遺構にも総じて固有の特色が認められ、当地域同様、一定の文

化地域を形成していたものと考えることができる。また、この地域の文化は大木10式期では、

宮城県沿岸部伝いに单下している様相が土器類型や土偶様式から窺うことができた。 

以上のような大梁川遺跡をとりまく地域的なあり方はおそらく縄文時代を通じて、その密度

なり、規模の差があるにしても、一貫して変わらない基礎的諸条件の一つと考えることができ

よう。 
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Ⅰ．例  言 
今回報告するのは小梁川遺跡の遺構出土の石器のうちフラスコ状土壙、その他の土壙、表土

および位置不明の土壙出土の石器である。竪穴住居跡、焼け面を囲むピット群、埋設土器遺構､

墓壙、配石遺構、溝状土壙出土の石器については1987年発行の七ケ宿ダム関連遺跡発掘調査報

告書Ⅲで既に報告している(宮城県教育委員会 1987b)。この二冊で縄文時代の遺構出土の石

器の報告は完了する。遺構および土器の図版と石器の図版が二冊に分割されて掲載されること

になり、不統一な構成となっている。遺構、土器、石器の図版の対応表を付け検索の便とする｡

石器の個々の説明は省略されているので、石器の特徴は属性表の備考欄に記述する。属性表の

器種の型式の分類は考察の最初に記載している。 

今回の考察は遺構出土の石器全体を包括するものであり、前年度の報告も含むので、繁雑と

なるが御了承願いたい。これらの報告済みの石器について引用する場合には、87年第125図399

のように記述する。 

なお報告書で使用されている「群期」と土器型式との対応については以下のような対応関係

が成り立つ。 

Ⅰ群期    ……………  大木６型式期 

Ⅱ・Ⅲ群期  ……………  大木7a型式期 

Ⅳ・Ⅴ群期  ……………  大木7b型式期 

Ⅵ群期    ……………  大木8a型式期 

Ⅶ･Ⅷ群期   ……………  大木8b型式期 

石器の実測図および記述の凡例について（第１表） 

１. 登録番号 石器は図、写真、文章において、統一的な登録番号で表示している。 

２. 縮 尺 剥片石器は2/3、磨石類は1/3で原則的に図化している。しかし、石核、磨製石斧､

石皿などではそれよりも小さい縮尺で図化しているものもある。登録番号の末尾の分数はその

ページのスケールの分数倍の縮尺なっていることを示している。 

３. 二次加工 石器については二次加工の形状と刃部の形態を重要と考え、二次加工の形状を

以下のように分類し、記号を使用して説明する。 

Ⓐ  バルブの部分が薄く、器体に沿って奥まで入る剥離。素材のほぼ全面を覆う。 

Ⓑ  バルブの部分が薄く、器体に沿ってやや奥まで入る剥離。 

Ⓒ  急角度でバルブが発達する剥離。 

Ⓓ  縁辺に沿った小剥離。 
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Ⓔ  階段状（ステップ状）の剥離。 

Ⓕ  折断面 (折れ面)。両極の打痕を有する例がある。 

Ⓖ  樋状剥離（ファシット状剥離） 

ＢＰ. 両極剥離。 

 



 

 631 

４. 刃部形態 二次加工によって作出される刃部の形態については、スクレイパー状、鋸歯状、

交互剥離状を設定する。 

① スクレイパー状 ネガティブバルブの目立たない剥離が連続する。刃部は正面観、立面観

共に直線となる。 

② 鋸歯状 ネガティブバルブの発達する剥離により正面観が鋸歯状であるが、立面観は直線に

近い刃部形状を呈する。いわゆるデンティキュレイトである。 

③ 交互剥離状１ 正面観は直線であるが、立面観は鋸歯状の刃部形状を呈する。いわゆるジ

グザグの刃部である。 

④ 交互剥離状２ 正面観、立面観共に鋸歯状の刃部形状を呈する。いわゆる鋸歯状で、ジグ

ザグの刃部である。 

５. 刃部形状 刃部の形状については直刃、凸刃、丸凸刃、凹刃、ノッチ、尖端部を設定す

る。 

６. スクリーントーン 使用痕、付着物、二重パティナはスクリーントーンで位置を示し、観

察表または本文中で説明を加えることにする。スクリーントーンは三種類を使用している。 

① スクリーントーン１で部位を示すもの。 

･ 剥片石器の刃部の摩減、ポリッシュなど。 

･ 磨凹敲石類の磨面の範囲。 

･ 二重パティナ石器のパティナの新旧関係。 

･ 剥片接合資料で、その直前に剥離された剥片が接合していたネガティブな面。 

② スクリーントーン２で部位を示すもの。 

･ 剥片石器の焼けはじけ。 

･ 剥片石器の付着物。 

③ スクリーントーン３で位置を示すもの。 

･ 磨凹敲石類のザラ面（敲打面）の範囲。 

Ⅱ．遺構出土の石器 

１．フラスコ状土壙出土の石器 

フラスコ状土壙は87年の報告書にすべて拡大図が掲載されているので対応表（第２表）で遺

構と遺物とを検索して頂きたい。 
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２．その他の土壙出土の石器 

その他の土壙については遺構の拡大図は記載されていないので、1987年度発行の報告書の土

壙観察表(１)～(12)（pp.400～411）を参考にして付図･地区別遺構配置図（pp.２～12）で遺構の位

置を特定しなければならない。群期が判明する土壙については土器図版との対応表を付けた(第

３･４表)。また、特定はできないが、その群期に属する可能性が高い土壙については時期不明

の土壙に含めて土壙番号の小さい項に並べているので、対応表（第３・４表）で検察して頂き

たい。 
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３．表土および位置不明の土壙出土石器 

表土出土の石器は遺構出土の石器に匹敵する量があったが、図化、分析ともに行っていない｡

したがって今回図化されたものはかなり特殊なものか、偶然混入したものに限られる。 

また、第90図521は平安時代の第50号住居跡（宮城県教育委員会 1985a 第50図）の竈付近

の床面に遺棄されていた石皿状の石器であり、縄文時代の石器ではない。 
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Ⅲ．遺構出土の石器の考察 

１．はじめに 

小梁川遺跡は早期から中期中葉までの複合遺跡であり、遺構の埋土に古い時期の遺物が混入

することが比較的多かったことが土器の分析から判明している。特徴的な器種・型式について

は混入をチェックできる例もあるが、大半の石器ではほとんど困難である。したがって土器の

分析で行われるような時期的細分は行わず、早期、前期前葉、前期後葉から中期中葉の三時期

に大別する。前期後葉から中期中葉はこの遺跡がもっとも利用された時期で、遺構の大半はこ

の時期に属すると推定される。したがって、土器で表示される「群期」が特定できない時期不

明の遺構も前期後葉から中期中葉の時期に構築されたと仮定し、これらから出土した石器も前

期後葉から中期中葉の時期に含めて記述および分析をおこなう。 

２．遺構出土の石器の分類 

分類は以下のような項序で行った。①剥片を除いた石器群の中から石鏃、尖頭器、小型尖頭

器、石錐、石匙、箆状石器、磨製石斧、磨凹敲石、石皿、砥石、環状耳飾りなどを抽出した。

②石核、両極剥離痕のある石器、その他の礫石器を抽出した。③残った石器群から一定形態を

志向していると考えられる石器を抽出し、不定形石器Ⅰ類とし、ⅠI類までを設定した。

④さらに残った石器群から特定刃部の形状を志向していると考えられる石器を抽出し、不

定形石器Ⅱ類とし､ⅡＡ類からⅡＪ類までを設定した｡⑤以上の抽出から残った顕著な二次加工

を有しない剥片石器を二次加工のある剥片として一括した。 

(１) 定形的な剥片石器、磨製石斧、石核、両極剥離痕のある石器（第92図～第94図） 

石  ；偏平、左右対称で原則として基部に「返り」を有する小形の尖頭部作出石器を石鏃と

する。基部形態と側辺の形態とによって为として分類した。基部形態については凹基(Ⅰ類)と

平基（Ⅱ類）とがあり、側辺形状には外弯 (Ａ類)、直線 (Ｂ類)、内弯（Ｃ類）とがある。こ

のうち､ⅠＡ２類は「えぐり」が深く､ⅠＡ３類は「返り」が最大幅よりもかなり内側にある種類で

ある。Ⅲ類はいわゆる局部磨製石鏃、Ⅳ類は以上の分類に適合しないものとする。 

尖頭器；原則として偏平、左右対称の尖頭部作出石器を尖頭器とする。二次加工がほぼ全面に

及ぶⅠ類と周辺部のみのⅡ類とがある。 

小型尖頭器；尖頭部作出石器で、石鏃と尖頭器との中間形態を呈し、石鏃よりも大きく｢返り｣

が無い器種を小型尖頭器とする。 

石 錐；棒状の尖端部を有する石器で、石鏃、尖頭器に含まれない器種を石錐とする。つまみ 
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部が無く、棒状の種類(Ⅰ類)、つまみ部と錐部とからなる種類(Ⅱ類)、つまみ部と錐部との区

分が不明瞭で全体形が尖頭器状の種類（Ⅲ類）とがある。 

石 匙；原則として両側辺からノッチを入れることによって作出されたつまみを有する石器

で、かつ刃部と判断できる形状の縁辺部（身部）を有する器種を石匙とする。つまみ部を上に

した場合、身部が縦長になる種類 (Ⅰ類)、横長になる種類 (Ⅱ類)､Ⅰ･Ⅱ類の中間形態の種類

(Ⅲ類) に大別する。身部の形状は 2縁辺構成（Ａ類）と 3縁辺構成（Ｂ類）とがあり、縁辺部

の交差により尖端部が形成される種類 (１類)、尖端部が形成されない種類（2類）とに細分で

きる。Ⅳ類は不定形の身部を有するものを一括する。 

箆状石器；平面形が撥形あるいは短冊形で一端に刃部を作出する器種を箆状石基とする。側辺

の二次加工がステップ状の不整な種類をⅠ類、連続する種類をⅡ類とする。Ⅱ類は幅狭なＡ類

と幅広なＢ類とに細分できる。Ⅲ類は加工が粗雑で不整な種類を一括する。 

磨製石斧；長さ10ｃｍ以上のⅠ類と6ｃｍ以下で小形のⅡ類とがある。Ⅰ類は厚手(Ａ類)と薄

手（Ｂ類）とに細分する。 

両極剥離痕のある石器；両極剥離痕の対数と対となる刃部などの形状とによって以下のように

分類する｡両端に１対の両極剥離痕を有する種類をⅠ類､明確な複数対の両極剥離痕を有する種

類をⅡ類､不明確な両極剥離痕を有する種類をⅢ類とする。刃部の形状としては､対となる線

状の刃部を有する種類(Ａ類)、線状の刃部を１箇所に有するが、反対側は両極剥離以前の平坦

面となる種類 (Ｂ類)、線状の刃部を１ケ所に有するが、反対側は点状もしくは潰れた状態（両

極剥離以後の折れ面を含む）となる種類(Ｃ類)、両端に両極剥離以前の平坦面を有する種類(Ｄ

類)、既製の石器を両極剥離痕を有する石器に転用している種類（Ｅ類）がある。实際には以上

の分類の組み合わせとなる。 

石 核；剥離作業面の数とそれらによる形態とによって以下の様に分類する (後藤 1969b)｡

Ⅰ類；剥離作業面が１面で、それに対し複数の打面が任意に作出される。長方体を呈する。Ⅱ

類；剥離作業面が表裏両面だけに設定され、その剥離作業面に対して求心的に石核の周辺から

任意に剥片生産を進める。円盤状またはチョッピングトール状を呈する｡Ⅲ類；剥離作業面が

2 面以上設定され、その剥離作業面に対し、任意に複数の打面を作出し、剥片生産を進める。

立方体または多面体を呈する。 

(２) 不定形石器（第95図～第98図） 

不定形石器は２種類に大別される｡不定形石器Ⅰ類は二次加工が全周に及び､素材の形態を大

きく変化させ刃部以外にも一定の形態的まとまりを志向する不定形石器である。不定形石器Ⅱ

類は素材の形態を余り変化させず、部分的な二次加工によって必要とする特定の刃部を作出す

る不定形石器である。細分類について説明する。 
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(a) 不定形石器Ⅰ類（第95図） 

不定形石器ⅠＡ類；平行する 2 辺にステップが目立つ不整な剥離が連続し、刃部の立面観は鋸

歯状となる。形態は長方形ないし長楕円形となる。箆状石器と異なり、一端に明確な刃部は作

出されない。 

不定形石器ⅠＢ類；背腹両面から粗くやや奥まで入る二次加工を連続的に施し、ジグザグの鋸

歯状刃部を作出する｡三角形または台形に整形される種類(ⅠＢ１類)と円形に整形される種類(ⅠＢ２

類) とに形態的に分類される。 

不定形石器ⅠＣ類；両面または半両面加工によって円形の形態を志向する｡刃部はⅠＢ２類より鋸

歯状を呈さない。薄手素材でやや奥まで入る加工を有するⅠＣ１類と厚手素材で急角度の加工を

有するⅠＣ２類とがある。 

不定形石器ⅠＤ類；素材剥片の 3 つの稜から加工が行われ断面が三角形を呈する。完形品は１

点のみだが、尖頭部が作出され「三稜尖頭器」に類似する。 

不定形石器ⅠＥ類；折断面と 3縁辺とによって長方形に近い形態を呈する。(a)スクレイパー

エッジを有する種類（1728、1458、1562）と、(b)、２側辺に不整な二次加工が連続するのみの

種類（1362）とがある。 

不定形石器ⅠＦ類；尖頭部が作出され､全体の形態も尖頭器に類似するが､左右非対称および不

整形である。 

不定形石器ⅠＧ類；折断または急角度の剥離によって三角形に整形される。いわゆる｢三角形石

製品｣ を含む。 

不定形石器ⅠI類；以上の分類に属さない不定形石器Ⅰ類をⅠI類とする。 

(b) 不定形石器Ⅱ類（第96図～第98図） 

不定形石器ⅡＡ類；いわゆるスクレイパーエッジを有する石器で、奥まで入る連続した二次加

工の刃部を有する｡刃部の位置および精粗によって３種類に細分される｡ⅡＡ１類はエンドスクレ

イパーで縦長素材の末端に整った刃部を有する。ⅡＡ２類はⅡＡ１類以外で整った刃部を有する。

ⅡＡ３類は不整または粗雑な刃部を有する種類を一括する。 

不定形石器ⅡＢ類；明確な卖独の尖端部が作出される。錐状尖端部を有する種類をⅡＢ２類と

し、それ以外の尖端部を有する種類をⅡＢ１類とする。 

不定形石器ⅡＣ類；連続した小剥離で、小尖端部が卖独または複数作出される種類である。 

不定形石器ⅡＤ類；折断面が直接的に関与して尖端部が作出される。錐状尖端部を有する種類

をⅡＤ２類、それ以外の尖端部を有する種類をⅡＤ１類とする。 

不定形石器ⅡＥ類；不定形石器ⅡＤ類以外で折断面が整形に使用される器種としてⅡＥ類を設

定する｡ⅡＥ類は２種類に細分されるが、折断面以外に両者に類縁関係はない。ⅡＥ１類は素材剥 
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片の１縁辺または複数縁辺を折断し､素材の鋭い縁辺を刃部とし､｢切り出し｣形を呈する｡ⅡＥ２

類は折断面を打面としてステップ状の二次加工が施される。小形であり石核ではない。この加

工部位が刃部とは考え難く、刃部形状を中心とした分類とは矛盾する点がある。 

不定形石器ⅡＦ類；素材の打面部付近を背腹両面からやや奥まで入る不整な二次加工で除去

し、素材の鋭い縁辺に小剥離や微細剥離痕などの使用痕がある。二次加工部位は鋸歯状を呈す

るが、着柄のための加工と考えられる、機能部位は使用痕のある鋭い縁辺で、｢ナイフ状石器｣

または「バックドブレード」の一種に相当する。 

不定形石器ⅡＧ類；ノッチ状の二次加工を有し、尖端部が作出されない。いわゆる｢ノッチ｣で

ある。 

不定形石器ⅡＨ類；正面観が特に鋸歯状の刃部を有する。いわゆる「デンティキュレイト」で

ある｡(a) １または２側辺に鋸歯状の刃部を作出する種類（184）と（b）やや大きな剥離で粗い

鋸歯状の刃部を作出し、全体形が星形を呈する種類（1382）とに分類できる (第98図)。 

不定形石器ⅡI類；形状が同じで連続した両面加工による立面観が規則正しい鋸歯状となる刃

部を有する。素材の形態から（a）正方形を呈する種類 (392)､(b) 長方形を呈する種類 (1373)､

(c) 全て破損しているが、尖端部が作出される種類（1206）に細分される (第98図)。 

不定形石器ⅡＪ類；厚手の素材にやや急角度で奥まで入る加工を間隔をおいて連続的に施し、

立面観が鋸歯状となる刃部を有する。いわゆる「交互剥離状石器」の一種である。 

(３) 磨凹敲石類（第98図） 
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磨石、凹石、敲石類に見られる使用痕は、磨面 (線状痕が伴う例が多い)、ザラ面、凹み部､

敲打痕(剥離痕を含む) などに分類される。これらの石器は使用痕によって分類される石器で、

ほとんど加工されることはなく、素材の選択の段階で形態が規定され、使用によってその属性

が変移する。したがって、使用痕の種類の組み合わせによって、磨石、磨凹石、磨凹敲石、敲

石に分類し、属性による分類は考察で行う。 

(４) 石 皿（第99図） 

機能面が平坦の種類（a類）と著しく凹面を呈する種類（b類）とに細分される。 

以上に説明した器種以外に玦状耳飾り、環状石斧、砥石、有溝石器、皿状石器などがある。

いずれも尐数なので説明は省略する。 

３．縄文時代早期の石器群 

早期前葉の遺構は検出されていないが、表土から日計式の押型文土器が出土している。遺構

の埋土から出土した石鏃Ⅲ類の1531 (第25図)、2051（第81図）は黒曜石製のいわゆる局部磨

製石鏃で日計式の押型文土器に共伴する石器と

考えられる。東北地方では福島県いわき市竹之内

遺跡(いわき市教育委員会 1982 pp.64～65) 

に出土例がある。竹之内遺跡では極めて偏平な鍬

形鏃と厚手、凹基の石鏃との２つの形態の局部磨製石鏃があるが、2051は前者に1531は後者

に対応する。 

早期中葉および後葉の遺構から出土した石器は尐なく分析の対象とならない。 

４．縄文時代前期前葉の石器群 

前期前葉の遺構としては、11棟の住居跡と１基の土壙とがあるが、石器の出土量が多い遺構

は､第29号住居跡と第32号住居跡のみである。第32号住居跡のチップ633点を除外すれば､総点 
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数は78点、そのうち抽出石器は35点となる。この時期の特徴的な器種および型式について概説

する。 

石 鏃 側辺が直線で凹基となるⅠＢ類が多い。 

石 匙 第 29号住居跡出土の石匙ⅠＢ１類は以下の二つの特徴を有している｡①三縁辺構成で、

末端と側方に尖端部を持つ｡②腹面に打面調整剥離を施してから背面に薄く奥まで入る剥離を

行う特徴的な加工技術（宮城県教育委員会 1987a pp.574）を有している (第101図)。このよ

うな特徴を持つ石匙ⅠＢ１類は前期後葉･中期中葉の遺構からも出土しているが、混入であろう。 

今熊野遺跡(宮城県教育委員会 1986b)の大木１～２型式期の石匙では①の形態の石匙は出土

しているが、②の特徴を有してはいない。第29号住居跡は大木１型式期よりは古いので、②の

二次加工技術は大木１型式期以降に消滅し、形態のみが残存すると考えられる。第 2号住居跡

(Ⅴ群期) の床面から出土している石匙Ⅳ類の尖端部を多数作出する型式（87年第18図35）は

今熊野遺跡に類例（pp. 110）があり、付着物（塗布された可能性がある）がある点まで類似す

る。床面遺物ではあるが、現段階では前期前葉の石器と考える。 

不定形石器ⅡＤ類 第29号住居跡からは不定形石器ⅡＤ１類(87年第40図122、116)、ⅡＤ２類(121)

が出土している。折断による尖

端部作出石器は今熊野遺跡でも

比較的多く出土しているので、

小梁川遺跡でも同様の傾向を示

していると考える (第103図)。 

その他の特徴的な器種、型式

は数も尐なく指摘できない。 
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５．縄文時代前期後葉から中期中葉の石器群 

Ａ．器種組成 

小梁川遺跡の前期後葉から中期中葉の時期と推定される石器群は5574点ある。これらの器種

組成の特徴として以下の2点を指摘できる。 

(１) 不定形石器の増加 

第104図１に示す様に、総点数5574点のなかで、定形的な剥片石器は4.6％、磨凹敲石類およ

び石皿は4.5％であるのに対し、不定形石器は12.2％を占める。また､剥片、石核および二次加

工ある剥片を除外した899点では不定形石器は36％を占める(第104図2)。このように不定形石

器は縄文時代の石器群のなかで膨大な数を占めることは一般的な傾向（岡村 1979）であるが､

小梁川遺跡では特定刃部を志向する不定形石器Ⅱ類が特に多い（31％）ことが特徴となる。 

(２) 高比率を占める定形的剥片石器の器種および型式の減少 

定形的な剥片石器の種類は他の時期と同様である。しかし前期前葉の石器群における石匙や

箆状石器のように、卓越して高比率を占める器種はない (第104図２)。さらにこれらの器種内

で、特徴的な型式は顕著ではなく、为要な型式を指摘できても、それらは必ずしも安定した比

率を占めてはいない。また器種内での型式の分化も多様である。このように小梁川遺跡の石器

の組成は定形的な剥片石器の型式の規制力が弱まり、様々な型式が尐数ずつ出現する傾向を示

している。この点は今熊野遺跡などの前期前葉の石器群とは大きく異なっている。これらの現

象は特定の作業に対し特定の器種が使用されるという固定的な関係が弱まり、定形石器が従来

使用されていた作業内容に同様の刃部形状を持つ不定形石器が用いられるようになったためと

考えられる。したがって、不定形石器の増加と軌を一にする現象であろう。 
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Ｂ．各器種の考察 

(1) 石 鏃 

石鏃は108点認定した。このうちⅢ類は早期前葉に属する。組成では、ⅠＢ類が54点（50％）

ⅠＡ１類が28点 (26％)､ⅠＡ３類が10点（9％）で、他は尐ない。石鏃の長幅比を第105図に示す。大

形の石鏃はⅠＢ類が多くなるが、２側辺が直線的に収斂する形態的な特徴に原因があると考え

る。その他の形態的属性と大きさの相関はない。 

石鏃の多くは剥片素材で、ある程度素材の用い方がわかる例が34点ある。石鏃の形態に対す

る素材剥片の打面方向を見ると、２側辺が外弯する種類(ⅠＡ１、ⅠＡ２、ⅡＡ類)では剥片の打面を

基部側に置く例(Ａ)が多いのに対し、２側辺が直線的な種類(ⅠＡ３、ⅠＢ、ⅡＢ類)では剥片の打面

を尖頭部に置く例(Ｂ)が多い (第106図)。このような素材利用法の成因としては、2側辺が直線

的に収斂する尖頭部はあ

る程度厚みがないと二次

加工時に破損しやすいと

いう理由が考えられる。 

石鏃の加工状態を第

107図に示す｡Ⅰ類は全面

加工で製作される比率が

高いのに対し、Ⅱ類は周

辺加工で製作される比率

が高い。この事はⅡＡ、

ⅡＢ類が左右非対称形が

多いことと関連している。

ⅠＡ３類はＶⅢ群期以降に

一般的になるようで、柴

田郡川崎町中ノ内Ｂ遺跡

(宮城県教育委員会

1987a) でも同様の傾向

が見られる。しかし他の

種類については明確に断

定できない。 
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(2) 石 錐 

石錐は 23 点認定した。Ⅰ類は 2 点

(8.7％)、Ⅱ類は16点(69.5％)、Ⅲ類は４

点（14.4％）である。錐部の加工状態は全

て両面加工である。素材剥片の形状が判明

するものでは、錐部は末端に作出された例

が多いが、素材の打面部に作出する例が１

点 (87年第91図240)、側辺に錐部を作出す

る例が3点(87年第141図543、87年第315図

1438、第16図1608) ある。Ⅱ類では尖端部

の摩減以外につまみ部の薄い縁辺に微細

剥離痕を有するものが多い。これは不定形石

器ⅡＢ２類、ⅡＤ２類など錐状尖端部を有する

種類にも確認でき、手持ち保持の際の使用

痕と考えられる。Ⅱ類の尖端部の摩滅は線

条痕が見られるほど顕著なものはほとんど

なく、手持ちであることが関係しているよ

うに思われる。第108図の長幅分布は不定形

石器ⅡＢ２類、ⅡＤ２類をも示しているがほぼ

同じ集中部を中心にやや拡散して分布して

いるので、これらは石錐の範疇でとらえら

れると考えられる。 

(3) 石 匙 

58点認定した｡定形的を剥片石器(316点)

の18％を占める。形態がわかる50点の組成

比はⅠ類が15点(30％)､Ⅱ類が11点(22％)、 
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Ⅲ類は8点 (16％)、Ⅳ類は4点（8％）と

なる。 

つまみ部の作出位置は素材剥辺の打点側

にある例が多いが、末端に作出する例（87

年第27図62）や横位に作出する例も尐数あ

る。Ⅰ類は縦長剥片を使用した例がある(87

年第27図62、第32図1612、第65図1725、第

17図1134)｡他の種類については特定の素材

利用法は見い出せない。 

この時期の遺構から出土している石匙は

二次加工の精粗の差が極めて大きい。精製

の石匙（87年第27図62、87年第18図31、87

年第18図35、第32図1612、第65図1725、第

17図1134、第18図1502）は縦長剥片を素材

とした例が多く、良質の珪質頁岩が使用さ

れている。これらは縄文時代前期前葉の石

匙に類似するが、遺構覆土への混入にして

は数が多く、また第29号住居跡から出土し

た石匙はⅠＢ１類（87年第40図）のみなので、

精製品と粗製品とが、同時期に併存したと

考えるのが妥当であろう。二次加工には側

辺の交差による尖端部形成以外にあまり共

通性はないが、Ⅰ類には身部がエンドスク

レイパー状を呈する種類（87年第18図31、

87年 第27図62、87年 第123図361、第81図

2050、第65図1725）が認められる。また折

断が二次加工として用いられる例が比較的

多く存在する (第128図参照)。 

前述のようにⅠＢ１類とⅣ類の複数の尖

端部を作出する型式とは前期前葉に属す

る。 



 

 738 

訂正 1987 年度の小梁川遺跡縄文時代遺構編(１)の報告書の属性表には石匙ⅡＡ類と石匙ⅡＢ類とが逆に表記さ

れているので訂正する｡ 

誤      正               誤      正 

第18図  31   石匙ⅡＡ2 ➝ 石匙ⅡＢ2    第315図 1727 石匙ⅡＡ1 ➝ 石匙ⅡＢ1 

第115図 362   石匙ⅡＡ2 ➝ 石匙ⅡＢ2    第324図 1021 石匙ⅡＡ2 ➝ 石匙ⅡＢ2 

(4) 箆状石器 

44点出土している。定形的な剥片石器（316点）の中で14％を占める。形態が判明する43点の

組成はⅠ類が16点 (37％)、ⅡＡ類が４点 (9％)、ⅡＢ類が6点 (13％)、Ⅲ類が17点（40％）

となる。素材の用い方がわかる26点の中で、刃部が素材剥片の末端部に作出される例が多いが、

打面側に作出される例が4点、側辺に作出される例が４点存在する。箆状石器の長幅分布を第

110図に示す。Ⅰ類は分布が集中するのに対して、Ⅲ類は分散する。 

41点の完形品の二次加工状態を見ると、両面加工が11点(27％)、腹面側に素材面が残る半両

面加工が28点(68％)､片面加工が2点(５％)

で両面加工および半両面加工が多い。刃部

も片面加工は５点（12％）だけで、他は同

形な剥離が連続する小鋸歯状の両面加工と

なる｡このため刃角も小さくなり､50°～65°

に分布の中心がある(第 111 図)。以上から､

両面加工・小鋸歯状の刃角の小さい刃部と

いうこの時期の箆状石器の特徴が指摘でき

る。これは、着柄して使用される定形的な

スクレイパーである前期前葉の箆状石器

(宮城県教育委員会 1986b) と比較して機

能刃部の性格が大きく異なっていると考え

られる。小鋸歯状の刃部はスクレイピング

には不適であり、これらの作業にはスクレ

イパーエッジを有する不定形石器ⅡＡ類

が代わって使用された可能性がある。また

小鋸歯状の両面加工の刃部を有する不定形

石器ⅡI 類は、この時期の箆状石器の刃部

と類似している。不定形石器ⅡI 類が不定形石器Ⅱ類の中で 9.2％とやや高い比率を占めること

は、箆状石器の刃部の変化と関係があると考えられる。 
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(5) 磨製石斧 

12点認定した。3 点は破片である。ⅠＢ類の1366(第49

図)は擦り切りの痕跡があり、薄手のⅠＢ類は全てこの技

術が使用された可能性がある。また 82 (87年第32図)、

1350（第 9図）には研磨および敲打以前の剥離痕がある。

刃部に線条痕またはポリッシュが認められる例が多い。

Ⅰ類は破損率が高く完形なのは1366（第49図）だけであ

る。 

Ⅱ類は2点ある。断面は不整形で、擦り切りによって作られたものではない。特に、1127

（第24図）は刃部以外に研磨痕はなく素材は扁平な礫であろう。 

(6) 両極剥離痕のある石器 

両極剥離痕のある石器は 43 点抽出され、

定形的な剥片石器（316点）の14％を占める。

このなかには、1171 (不定形石器ⅡＤ１類、第

15図、折断に縦の両極剥離が行われている)､

1163 (不定形石器ⅡＥ１類、第19図、折断に横

の両極剥離が行われている)、1023 (二次加

工のある剥片、87年第324図、素材が両極剥

離で取られている)、1335(石核Ⅲ類、第 10

図、両極打法が用いられている) は含まれて

いない。小梁川遺跡では石核に両極打法が用

いられている例は極めて尐ない。したがって 
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両極剥離痕を有する石器の大半はピエスエスキーユとして楔的な用途に用いられたものであっ

たと考えられるが、平坦面を有する種類が比較的多く存在する｡ⅠＣ類は１対の線状の刃部を有

する楔型石器の破損品と考えられるが、ⅠＢ類、ⅠＤ類のように両極剥離以前の平坦面を有する

ものが 9点（21％）存在する。特にⅠＤ類（87年第113図415、第14図1561）は両端に平坦面を有

し、楔としての機能を有したかについては疑問が残る。対となる刃部が2対以上作出されるⅡ

類は､重幅グラフ(第112図)で幅広い部分に集中する。刃部にはある程度の幅が必要であったこ

とがわかる｡3対の刃部を有するⅡ類（第15図1598、87年第101図264、第89図1877）は対応する

刃部は全て大小関係でまとまり、形に規格性がある。これらが意図的に形成された形であるか､

使用の結果によるものかは明確ではないが、整形のための剥離は顕著ではない。3 対の刃部は

同時に機能し、破損による刃部の転移ではない。類例については不明である。 

(7) 石 核 

53点認定した。今回の分析では剥片との接合を行っていないので、剥片生産技術については

不明な点が多い｡第114図に石核の長幅分布を示す｡長幅それぞれ 80ｍｍ以上で大形の群(Ａ類)

とそれ以下の小形の群（Ｂ類）とに分類される。またⅡ類はⅠ、Ⅲ類に比して大きさにまとま

りがあることがわかる。Ⅲ類のＢ群(ⅢＢ類)は消費され尽くした残核が大半であるが、Ⅲ類

のＡ群(ⅢＡ類)には剥離作業が継続して行えると推定される例が多い。Ａ群のそのような石

核は石質にも問題が無いようで

ありなぜ剥離作業が中断された

かは不明だが、消費されるに

従ってⅢ類の石核はⅢＡ類

からⅢＢ類に移行したと考え

る。これに対しⅠＢ類の７点の

うち４点、ⅡＢ類の11点のうち

8 点は剥片素材である。消費さ

れ尽くした残核は極めて尐な

く、これらは剥離作業当初から

かなり小形だったと考える。し

たがってⅠＡ類、ⅡＡ類は消費

されるのにしたがって、各々ⅠＢ類、ⅡＢ類に移行したのではなく､ⅢＢ類に移行したと考えら

れる。ただし、Ⅱ類は大きさにまとまりがあり、剥離作業当初から小形の石核だった可能性が

ある。 

小梁川遺跡の石核の分析から以下のような剥片生産技術の特徴を指摘できる。大形の石核を 
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用いた剥片生産では１面または 2面の剥離作業面を固定的に一貫して使用する例は尐ない。大

形の石核では当初は固定的であっても、剥離が進行するにつれて、剥離作業面が多数設定され､

その剥離作業面に対し任意に複数の打面を作出し剥片生産が進められる規則性の無い方法に移

行する。それに対し、剥片素材の小形の石核では１面または 2面の作業面を固定的に使用する

方法が比較的多く用いられる。 

(8) 不定形石器ⅡＡ類 

不定形石器ⅡＡ類はいわゆるスクレイパーエッジを有する石器で69点認定した。これらは不

定形石器Ⅱ類(292点)の中で24％と比較的高い比率を占める。ⅡＡ１類はいわゆるエンドスクレ

イパーで17点ある｡これらは縦長の剥片素材であることは一致するが、形態には変化が大きい。

刃部は強い丸凸刃を呈する。ⅡＡ２類はいわゆるスクレイパーで38点ある。これらの刃部も弱い

凸刃を呈するものが大半である｡また横長の剥片素材の斜め末端に強い丸凸刃を作出した例(第

12図1572､第22図1164)があり、これらは着柄以外ではⅡＡ１類と同様の機能を果たすと考える。

ⅡＡ３類は粗雑なスクレイパーエッジを持つもので､14点認定した｡ⅡＡ２類と同様に弱い丸凸刃を

作出したものが多い｡ⅡＡ３類では刃部の一定の角度が確保されれば、小剥離のみで省略される傾

向がある。1189(第27図)では打面と背面との角度を利用し、丸凸刃を作出している。1176(第

20図) では腹面と背面との角度を利用し、小剥離で刃部を作出している。 

ⅡＡ類の刃部の角度は45°から65°に集中する(第116図)｡刃部にはポリッシュ等の使用痕が顕

著に見られる資料が多い。 

(9) 不定形石器ⅡＢ２類 

錐状の尖端部を有する不定形石器で、

46点認定した。形態的には（a）縦長の剥

片の末端に尖端部を作出する種類(1573、

1592)、(b) 横長の剥片の斜め末端に尖端 
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部を作出する種類 (233)､（c）１対のノッチにより短い尖端部を作出する種類（320）に細分で

きる(第96図)。ⅠＢ２類は定形石器の「石錐」に極めて類似し、尖端部の摩滅や、周辺部の微細

剥離痕などの使用痕も共通する。 

(10) 不定形石器ⅡＣ類 

連続した小剥離で小尖端部を卖独または複数作出する不定形石器をⅡＣ類とし 11 点認定し

た。不定形石器Ⅱ類の中で 3.7％を占める｡大形と小形(87年第120図379、第45図1191、第78図

1680 など) とがあるが、大形はかなり厚手の剥片を用いる例が多い。また、不定形石器ⅡＢ類

が素材剥片の末端の収斂部に尖端部を作出している例が多いのに対し、Ⅱ類は素材の側辺の小

突起部を尖端部としてそのまま利用している例が多く、素材の大きさに対して尖端部作出のた

めの加工が極めて小さい(87年第124図384､第61図1080､第30図1152､第64図1210､第73図1538)｡

尖端部は偏平で短く錐状ではないが、为要な尖端部に微細剥離痕やポリッシュ等の使用痕を有

する例が６点（55％）有り、これらの小尖端部を中心として使用されたと考える。 

(11) 不定形石器ⅡＤ類 

尖端部作出に折断面が直接的に関与している不定形石器をⅡＤ類とし､ⅡＤ１類は20点､ⅡＤ２類

は39点、合計59点認定した。これらは不定形石器Ⅱ類(292点)の20.1％とかなり高い比率を占

める。 

不定形石器ⅡＤ１類；錐状尖端部以外の尖端部を有する種類で尖端部の形状、および大きさの変

化が大きい。このうち2種類は類型化可能である｡(a) 不定形石器ⅡＣ類の尖端部作出に折断面

が関与する種類 (第37図1549、第71図1433)､(b) 素材の形態を利用し、全体が正三角形を呈す

る小形の種類(第５図1486、第15図1171、第83図1266、第５図1586、第39図1649)。ⅡＤ１類には

第31図2028や第46図1439のように極めて大形の種類がある。 

不定形石器ⅡＤ２類；錐状尖端部を有する種類で、形態的に｢石錐｣に類似する。長幅比でもⅡＤ２

類は「石錐」と同様の分布域にやや散漫に分布する (第 108図)。第 117図に尖端部の作出に関

与する折断の位置を示す。Ａ類は打面側に、Ｂ類は末端側に、Ｃ類は側辺に尖端部を作出する種

類で､Ⅰ類は折断面が１面､Ⅱ類は折断面が2面の種類である。詳細な説明は行わないが、折断

箇所は極めて多様なことがわかる。このような尖端部作出に関与する多様な折断面はどのよう

な点で有効なのか。第118図に錐状尖端部を有する石錐、不定形石器ⅡＢ２類、ⅡＤ２類の尖端部作

出の位置を示す。折断が行なわれない石錐およびⅡＢ２類では素材の末端側に尖端部が作出され

る例が多いのに対し、折断のあるⅡＤ２類は側辺に尖端部が作出される例が多い。通常の二次加

工では細長い錐状尖端部は縦長などの幅の狭い素材でしか作出できないのに対し、作出が困難

な素材でも縁辺に鋭角に交差する折断面を作出すれば、尖端部が容易に作出されることを意味

している。したがって折断技術を使用することによって尖端部作出石器の素材となる剥片の対 
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象範囲を拡張することができるという点で有効な

のだ。 

これらの不定形石器ⅡＤ類には、他に分類した

定形および不定形石器に折断面の有無以外では類

似する例が多い (第119図)。このような点から、

尖端部作出石器に関与する折断面の存非は技術的

には重要な差であるが、当時の製作者はかなり自

由に折断技術を使用､または既存の折れ面を利用し

ていたと考えられ、当時の製作者の志向していた

石器はおそらく石錐および不定形石器ⅡＢ類､ⅡＣ

類だったと考えられる。 

(12) 不定形石器ⅡＥ１類 

素材剥片の１縁辺または複数縁辺を折断し、鋭

い縁辺に二次加工を施し刃部とする切り出し形の

石器で、13点認定した。不定形石器Ⅱ類(292点)

の4.4％を占める。 
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長幅分布では（a）大形品(87年第122

図464、87年第123図353、第19図1163)

と（b）小形品（87年第112図416など）

とに区分される。大形品には直刃が多

い。折断面の位置と数とによって細分

する。折断面を１側辺に有する例をＡ

類、2 側辺に有する例をＢ類とし、基

部に折断面を有しない例を１類、有す

る例を2類とする (第120図)。Ａ類は

小形のみだが、Ｂ類は大形と小形とが

ある。1163（第19図）では１側辺の折

断に両極打法が用いられている。 

刃部には連続した二次加工が施さ

れ、小鋸歯状を呈するものが多いが、

2104（第36図）のように明確な二次加

工が無く素材の縁辺を利用する例もある。基部に加工がある例(87年第123図353、87年第112図

416、第45図1298)があり、ⅡＥ１類は着柄されて使用された可能性が大きい。 

このように折断面を有する二次加工ある剥片石器は聖山遺跡で阿子島（1979）によって注目

され「折断調整石器」と仮称されている。不定形石器ⅡＥ１類はこの範疇に属する器種であるが､

聖山遺跡出土の「折断調整石器」と比較して折断以外の顕著を二次加工が多く、定形的な様相

が強い。 

(13) 不定形石器ⅡＥ２類 

折断面を打面としてステップ状の二次加

工が施される不定形石器で、４点認定した

(1.3％)｡剥片素材の石核より小さく､石核

ではないが、折断面を打面とする二次加工

が機能刃部とは考え難い。片面加工の鋸歯

状の二次加工を有する例がある(87年第102

図304)。数が尐なく不明な点が多い。 

(14) 不定形石器ⅡＦ類 

素材剥片の打面部を背腹両面からやや奥

まで入る不整な二次加工で除去し、素材の 
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鋭い縁辺に剥離や微細剥離痕などの使用痕

がある不定形石器をⅡＦ類とし、20点認定

した。これは不定形石器Ⅱ類（292点）の

6.8％を占める。 

ⅡＦ類の共通する为要な二次加工は打面

部付近のやや奥まで入る不整な鋸歯状・交

互剥離状の二次加工と鋭い縁辺を利用した

刃部作出のための小剥離（微細剥離痕のみ

の場合がある）である。この 2つの二次加

工部位の関係から3類型に分類される。 

Ａ類；打面部の二次加工と刃部とがほぼ平

行し、半月形を呈する。 

Ｂ類；打面部の二次加工と刃部とがほぼ直

交し、三角形を呈する。 
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Ｃ類；打面部の二次加工の延長上に刃部が作出され、小刀状を呈する。 

長幅比では、Ａ類が散漫に分布するのに対し、Ｂ類は集中する傾向がある(第121図)。また､

打面部付近の二次加工は60°～80°に分布し (第122図)、やや奥まで入る鋸歯状を呈し、刃潰し

(ブランティング)のためだけの加工とは考えられない。むしろ打面部を除去し着柄を容易にす

るための一種の基部加工とするのが妥当であろう。特にＡ類とＣ類とは、着柄され文字どおり

｢ナイフ｣のような使用がなされたと考える。刃部にはポリッシュや微細剥離痕が一般的に見ら

れるが、Ｃ類では特に著しい。 

これらのⅡＦ類は素材の鋭い縁辺を刃部とし、刃潰しのための二次加工があるという特徴か

ら「ナイフ状石器」(岡村、柳沢 1986) または「バックドブレード」の一種に相当する。縄文

時代の石器は一般的に、二次加工部位がそのまま機能刃部と認定される場合が多いが､ⅡＦ類は

このような解釈が必ずしも正しくないことを示唆している。 

(15) 不定形石器ⅡI類 

同形で連続した剥離の両面加工によって、立面観が規則正しい小鋸歯状を呈する不定形石器

をⅡI類として27点認定した。これは不定形石器Ⅱ類のうち9.2％を占める。 

素材剥片は小形だが、厚手のものが多い。素材の形態から(a) 正方形に近いもの (87年第124

図394、87年第113図315など)､(b) 長方形に近いもの (87年第56図171、第50図1363など)､(c) す 
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べて破損しているが、尖端部が作出された可能性があるもの（87年第328図2018、第 3図1206､

87年第100図275）などが指摘できる。 

二次加工はネガティブバルブの目立たないやや奥まで入る剥離が連続する点で、スクレイ

パーエッジに類似するが両面加工である点が異なる｡(a)、(b)類の使用痕は顕著ではない｡(c)類

はすべて破損しているので全体形は不明だが、刃部に共通して著しい摩滅が見られる点が注目

される。 

(16) 磨凹敲石類 

磨凹敲石類は248点認定した。定形石器と不定形石器との合計899点の28％を占める。分類の

頄で述べたように、これらの礫石器類は加工されることはほとんど無く、素材が選択された段

階ですでにそれらの形態および属性は決定され (後藤 1979a)、その後は使用による変化が属

性に影響を与える。したがって考察ではこれらの礫石器の有する属性に注目して分析を行う。

第126図に磨凹敲石類の幅厚比のグラフを示す。明確ではないが3群に分類できる。 

Ａ群；幅80～120ｍｍ、厚さ30～50ｍｍ、幅厚比2付近に分布するもの。 

Ｂ群；幅50～80ｍｍ、厚さ30～60ｍｍ、幅厚比1.5付近に分布するもの。 

Ｃ群；幅70～110ｍｍ、厚さ50～80ｍｍ、幅厚比1.5付近に分布するもの。 

次に分類された3群の長幅比を見る (第125図)。Ａ、Ｃ類は長幅比１～1.5の円ないし楕円形

となる。Ｂ類は長幅比１～2 に散漫に分布する丸みのあるものと長幅比 2以上に分布する細長

い形態のものに分類できる。Ａ類は 300～900ｇ､Ｂ類は100～700ｇ､Ｃ類は400～1200ｇに分布

する (第124図)。 

各石器類に観察される使用痕には、磨面、凹部、敲打痕が为要で、他にザラ面、線状痕があ

る。第126図に示すように特定の使用痕が特定の類型と結び付く傾向は見られない。 

小梁川遺跡の礫石器の特徴として多様な石材が使用されている点が指摘される。肉眼による

分類であるが以下の5種類に区分できる。 

① 安山岩質凝灰岩、変質安山岩､砂質凝灰岩等の淡緑色を呈する緻密で軟質のもの。 

② 石英安山岩、安山岩等の灰白色を呈する多孔質で硬質のもの。 

③ 花崗岩等の緻密で硬質のもの。 

④ 片麻岩等の緻密で硬質のもの。 

⑤ 石英安山岩質凝灰岩等の大粒の礫を含み、多孔質で軟質のもの。 

①は最も一般的で緻密・軟質なので使用痕が最も顕著の残る石質である。⑤は多孔質・軟質

で、部分的に硬質の礫を含むので、磨面の礫が突出する状況が見られる。これに対し、②、③､

④の硬質のものは使用痕が明確でないものが多い。これらの分布を見ると (第127図)、軟質の

①、⑤は各類に分布するが、硬質の②、③、④はＢ類の比較的厚みのある部分およびＣ類を中 
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心に分布することがわかる。この理由として硬質の②、③、④は使用（とくに磨面を形成する

使用）によって摩耗する程度が尐ないのに対し、軟質の①、⑤は使用により著しく摩耗するこ

とが指摘できる。特に断面形が楕円形で扁平のものは２磨面を有するものが多く、軟質のＣ類

は厚みが減尐しＡ類に遷移する｡Ｂ類でもこの傾向が認められるが断面が多角形で厚みのある

Ｂ類は 4磨面を有するものが多く、厚みと共に幅が減尐し､Ｃ群→Ａ群の遷移ほど明確ではな

いと考えられる。 

小梁川遺跡の磨凹敲石類の幅厚分布によるＡ､Ｂ､Ｃ群の差は長さ･重量などの属性とは余り

相関関係は見い出せない｡また使用痕による分類とも明確な相関関係は見い出せない。したがっ

て小梁川遺跡の磨凹敲石類の現在有する属性は選択の段階に決定された属性そのものではな

く、むしろ磨面を形成する使用の要因が大きく関与していると考えられる。これは今熊野遺跡

の磨石類の分析結果（宮城県教育委員会 1986b）と一致する。 

磨石類は１個体が多目的に利用される多くの機能を有した石器であったと考えられる。住居

内で磨石類が石皿とセットで出土する例はかなりあり、一部は石皿とセットで使用されたと考

えられる。磨石類の有する凹み部と共通する凹み部を周辺に有する石皿（第32図1203、第18図

1506）があり両者の関係を示している。また､「ザラ面」と仮称した側面付近に粗く狭い平坦面

を形成する磨面と敲打痕との中間的な使用痕（粗いドットのスクリーントーンで示す）は硬く

平坦な面での被加工物の粉砕により形成されたと考えられ、セットとなる道具は石皿ａ類で

あった可能性が高い。しかし、磨石類に対して石皿は極めて尐数であり、磨石類卖独の使用法

も多かったと考えられる。また形態的な点だけではなく、石質（軟・硬、緻密・粗粒）の差も

用途によって分化していた可能性がある。 

(17) 石 皿 

石皿は9点を認定した。機能面が平面を呈するａ類と機能面が著しく凹面を呈するｂ類とに

区分できる。ａ類は大形が､ｂ類は小形が多く、素材選択の段階では両者には既に差がある。ま

た機能面の使用痕ではａ類は光沢のある磨面が一般的であるが、ｂ類は線条痕がある磨面が多

い。したがって使用頻度のより機能面が形状がａ類からｂ類に変化したのではなく、両者は異

なった機能を当初から有していたと考えられる｡ａ類は当初から広い平坦面を必要とし、その面

を維持することが必要なような作業が行われたと考えられる。それに対しｂ類は当初からある

範囲の凹面を必要と、凹面を作出するための成形加工があった可能性もある。 

ａ類には石皿の周辺に凹み部が連続して作出される例がある(第32図1203、第18図1506)。こ

れらは凹石の凹み部に類似する。想像を逞しくすれば、周辺部で堅果類の破砕が、中央部でそ

れらの粉砕が行われたように、複合した機能を有していた可能性がある。 
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(18) 玦状耳飾 

蛇紋岩製の玦状耳飾の破損品が１点出土している (第20図1139)。器面には研磨とは異なる､

方向が一定しない擦痕がある。破損面が研磨されている。穿孔が2箇所にあり、恐らく破損後

に垂飾品に再加工されていると考えられる。しかし、１箇所の穿孔は再加工の研磨面に切られ

ていて、この穿孔の性格は不明である。岩手県滝ノ沢遺跡（北上市教育委員会 1983）でも破

損品19点のうち6点（32％）に穿孔があるが、4点は破損面と切り合い（新旧不明）を有して

いる。完形品に当初から穿孔があった可能性もあるが現段階では不明である。 

Ｃ．縄文時代前期後葉から中期中葉の石器群の特徴 

(１) 不定形石器 

縄文時代前期後葉から中期中葉の石器群の特徴として､① 不定形石器Ⅱ類の増加、②高比

率を占める定形石器の器種および型式の減尐、を指摘し、２つの特徴は表裏の関係にあること

を指摘した。さらに各器種の分析から、③ 複数の作業面と打面とが作出される石核から剥片が

生産されることによる剥片の無規格化､④ 尖端部作出における折断技術の関与に見られる不定

形石器Ⅱ類の器種の固定化､⑤ 箆状石器と不定形石器ⅡＡ類とに推定されるように、同様の刃

部を有する石器間での定形石器から不定形石器への移行、を指摘した。以上の5つの特徴は相

互に影響しながら進展してきた現象であると考えられる。このような諸現象から、特定作業と

定形的な石器との固定的な対応関係が弱まり、定形的な石器が従来使用されていた作業内容に

定形石器と同様の刃部を有する不定形石器が使用されるような状況を想定できる。皮革の加工

に箆状石器に代わって同様のスクレイパーエッジを有する不定形石器ⅡＡ類が使用されるよ

うにである。このような状況のなかで、不定形石器の量が増大し、器種の固定化が起こったと

考える。 

全体の形態を余り変化させない不定形石器Ⅱ類は製作に要する時間も短く、また使用される

期間も同様に短かったと考える｡不定形石器ⅡＡ１、ⅡＥ１、ⅡＦ類は着柄されたらしいが他は手持

ちで使用され､使用痕もⅡＡ、ⅡＦ、ⅡI類以外では顕著ではなく､刃部再生を繰り返して長期間

使用する石器は尐ないようである。二次加工の形状は厚手の素材にバルブの発達する交互剥離

状の加工や鋸歯状の加工が多く平坦剥離の比率は多くはない。特定作業に対し、雑多な不定形

石器を多く用いるこの時期の特徴は定形的で着柄して使用された石器を刃部再生を繰り返し行

い長期間固定的に使用する前期前葉の石器群の特徴と比較して大きく変容している。これらは

前期前葉から中期中葉の石器群の特徴であって、前期前葉の石器群とも中期後葉の石器群とも

明確に異なる点であろう。 

また、剥離が可能な石核が多く残され、珪質頁岩以外の石材が比較的多く使用されているこ 
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とから、剥片石器の石材の原地調達が比較的強まった時期であると考えられる。石材が豊富か

乏しいかによって、複数の用途に使用され、何度も再生されるＣuratedな石器とその場かぎり

の目的に合わせて作られ、捨てられるＥxpedientな石器との比率が決定されるという 

Ｂaｍforth（1986）の仮説から、梶原は宮城県の旧石器の検討を行っている (梶原 1986)。

このような観点から小梁川遺跡の前期後葉から中期中葉の時期は石材の原地調達の比率が高

まり、粗悪ではあるが豊富な石材を利用して、短期間で製作されるが刃部再生を余り行わずに

廃棄される不定形石器（Ｅxpedientな石器）を中心にした石器群を作り上げた時期と言えよう。 

(２) 折断技術について 

縄文時代の「折断調整石器」は阿子島 (1979)、岡村（1979）らによって注目され、石器時

代全般に認められる（岡村 1979）ことが指摘されている。小梁川遺跡では定形的な剥片石器

および不定形石器に折断技術が使用されている。 

以下器種ごとに折断面を有する石器について概説する (第128図)。石鏃では二次加工が全周

に及び残存するのは尐数だが、初期の整形に多用された可能性があり、Ⅱ類の基部に折断面が

ある例がある。石匙ではⅠ、Ⅱ、Ⅲ類に類例があり、533（ⅠＡ１類）は縦長剥片を志向している｡

1724（ⅡＡ１類）は尖端作出に関与している。Ⅲ類の折断の性格は不明だ。両極剥離痕を有する

石器ではⅠＢ類（1327）ⅠＤ類（1561）に破損ではない折断面があるが性格は不明である (第113

図)。不定形石器では折断が用いられる類型としてⅠＥ類、ⅡＤ類、ⅡＥ１類、ⅡＥ２類があり、これ

らは各器種の考察で説明したので省略する。 
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小梁川遺跡での最大の特徴は折断技術が尖端部作出に関与した石器が59点有り、これらは不

定形石器Ⅰ､Ⅱ類の合計（341点）の17％を占める点であろう。縄文時代の石器で折断技術が尖

端部作出に関与する例は前期前葉に今熊野遺跡において注目されている (宮城県教育委員会

1986b)。小梁川遺跡の前期前葉の第29号住居跡でも3点出土している(第103図)。したがって､

折断技術が尖端部作出に関与する石器は縄文時代全般を通じて普遍的な存在だったと考えられ

る。しかし折断技術が石錐（尖端部作出石器）と強く結合して、高い出現率を占める例は小梁

川遺跡以外に類例が無い。 

折断技術が関与する尖端部作出石器が縄文時代全般を通じて普遍的である理由は、この技術

が尖端部作出にかなり有効であるからだ。尖端部の形成にはそれに見合った幅の狭い素材が必

要でそれに適合しない素材では通常の剥離のみで尖端部を作出するのは難しい。しかし折断技

術を用い、折断面と素材縁辺との角度を調節すれば、容易に尖端部の粗形が作出できる。この

ような石器製作法は系譜的に追及できる伝統的な技術よりも、石器製作の経験から不断に抽出

される性格を有していたと考えられる。 

また折断技術を有するものと有しないものとに共通の形態が認められることは不定形石器

ⅡＤ類の頄で説明した(第119図)。このように、特定器種及び型式の製作に際し、折断技術の採

否がかなり自由に行われる点は重要である。小梁川遺跡では複数作業面を設定する石核Ⅲ類

が一般的であることを石核の頄で指摘した。このような形態の石核では一定の形状の剥片を連

続的に剥離するのは困難で (後藤 1979b)、むしろ雑多な剥片の中から適合する剥片を選択す

ることが一般的だったと考える。必ずしも最適ではない剥片から必要とする形態及び刃部を作

出するために､素材形状を大きく変化させる必要があるとき、最も適した方法が折断技術であっ

たと考える。小梁川遺跡の前期後葉から中期中葉の時期に折断技術を有する石器が増加するこ

とは剥片生産における剥片の無規格化と関連し、特定の刃部のみを志向する不定形石器の増大

の傾向の中で尖端部作出の石器と結合して顕在化したと考えられる。 
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＊本編で使用した实測図の縮尺は、剥片石器･磨製石斧･石製品が 2/3 (写真図版は 1/2)、礫

石器が1/4（写真図版は2/3）である。また、本文・観察表中で使用している二次加工形状の記

号とスクリーントーン(Ｓ.Ｔと略記)の用例は、原則として下図に示す通りだが、剥片石器でス

クリーントーンを貼付した図および用例からはずれるものについては観察表中にその都度内容

を示している。観察表に示した計測値は全て最大値である。また（ ）内の数値は現存値を示

している。なお遺物の实測・トレースには庄子裕子、桜井美枝、長谷川範明の各氏から協力を

得た。 
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Ⅰ．層位について 
小梁川遺跡の基本層位は「板沢」地区で確認された表土～地山に至るⅠ～Ⅲ層である。各層

についての詳細は「小梁川遺跡－遺物包含層土器編」(相原ほか：1986)に述べられているため､

以下に特徴を簡略にまとめる。 

基本層位第Ⅰ層；表土・耕作土。黒褐色を基調とするシルトで構成され、攪乱が著しい。 

基本層位第Ⅱ層；旧表土｡黒色～黒褐色を基調とするシルトで構成される。遺物は含まない｡ 

基本層位第Ⅲ層；地山。黄褐色シルト～粘土層を为体とする。 

なお、基本層位第Ⅲ層の下には段丘礫層が分布している。 

遺物包含層は基本層位第Ⅱ層上にあり､遺跡東縁の段丘面～段丘崖(東側遺物包含層－約 657

㎡) と西側の段丘面（西側遺物包含層－約81㎡）に分布している (第１図)。遺存状況は東側

遺物包含層のＣＭ67～ＣＲ90区で比較的良好であり、そのうちＣＬ～ＣＭ72･73区､ＣＬ～ＣＱ86･

87区ではⅤ～Ⅰ層が識別された(第２図)。前掲書ではこの部分での土器の層位的出土状況に基

づき第Ⅰ群～第Ⅴ群土器が設定されているが、その編年位置づけと遺物包含層位との対応関係

は以下のようにまとめられる。 

第Ⅰ群土器－遺物包含層第Ⅴ層－大木６式 

第Ⅱ群土器－遺物包含層第Ⅳ層－大木7a式（前半） 

第Ⅲ群土器－遺物包含層第Ⅲ層－大木7a式（後半） 

第Ⅳ群土器－遺物包含層第Ⅱ層－大木7b式（前半） 

第Ⅴ群土器－遺物包含層第Ⅰ層－大木7b式（後半） 

遺物包含層出土石器の整理にあたってはこのような成果をふまえ、遺物包含層出土の土器に

よって石器の所属時期を決定してゆく方法をとった。表１には、遺物包含層層位と各グリッド

の遺物とりあげ層位 (地区層位)、および土器群で示される時期との対応関係を示している。 

この結果、東側遺物包含層においては縄文時代前期末～中期前葉の石器を、細分された土器

型式ごとにある程度の量的なまとまりをもって把握することが可能となったのである。但し東

側遺物包含層で、Ⅲ′層･Ⅱ′層など土器の出土状況に混入がある層や出土点数が尐なく時期決

定が困難な層からの出土石器は「その他の層」出土として一括して扱った。また、西側遺物包

含層は表土からの攪乱が激しく層の細分が不可能で、土器も各時期のものが混在して出土してお

り石器の所属時期は全く決定できないため、表土(基本層位第Ⅰ層)出土の石器とともに割愛し

た。 
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Ⅱ．東側遺物包含層出土の石器 
東側遺物包含層では総計1469点の石器が出土している。これには石鏃、尖頭器、小型尖頭器､

石錐、石匙、箆状石器、両極剥離痕ある石器、不定形石器、石核、磨製石斧、二次加工ある剥

片、磨製の石製品、礫石器が含まれるが、以下ではこれらの石器を器種別にまとめ遺物包含層

の層位（Ⅴ～Ⅰ層）毎に提示してゆく。 

１．石 鏃（第３図～第７図） 

〔Ⅴ層〕 ８点出土しており、うち６点が破損している(８点図示。第３図)。１を除き大型の

ものが多い。形態には側辺が外湾するもの(１～５)、脚部付近で屈曲するもの (６、７)、直

線的なもの(8)とがあり、側辺が外湾するものには、基部の抉りが浅い逆Ｕ字状のもの(2)と深い

逆Ｕ字状のもの（１、３～５）とがある。 

素材の変形度と二次加工の関係をみると、素材面がやや広く残されるもの（１、２、５）と

ほとんど残されないもの（３､４､６～８）とがあり､前者は二次加工Ｂ､Ｄのいずれか(Ｐ.784｢二

次加工形状の種類とスクリーントーンの使用例｣参照。以下同じ｡)、後者には二次加工ＢとＤ

が用いられている。 

〔Ⅳ層〕 １点出土している(第４図９)｡比較的大型で側辺が脚部付近で屈折しており､脚部

末端には折断面がある。表裏両面に素材面を広く残した二次加工Ｄが用いられている。 

〔Ⅲ層〕 12点出土しており、うち４点が破損している (11点図示。第４図10～20)。小型の

もの（10～12、17、18）とやや大型のもの（13～16、19）および大型のもの(20)がある。側辺形

状には、外湾するもの（10～18）と直線的なもの（19、20）とがあり、前者には側辺がやや直

線的に外湾するもの（11、15）や尖頭部で先細りとなって内湾気味となるもの (10、17)、不規

則な形状のもの(12)などが含まれる。側辺が外湾するもの、直線的なものの両者とも、基部の抉

りには浅い逆Ｕ字状のもの（10～13）と深い逆Ｕ字状のもの（14～18、19）がある。 

素材の変形度と二次加工の関係はⅤ層出土のものと大差はないが､小型の12には縁辺に沿う

小剥離Ｄのみが認められる。 

〔Ⅱ層〕 20点出土しており、うち６点が破損している(第５図)。Ⅴ層､Ⅲ層と同様小型のも

のと比較的大型のものがあるが、小型品がやや多い。側辺形状には外湾するもの（21～38）と

直線的なもの（39、40）がある。前者には脚部末端付近で屈曲するもの(31)を除き卖純な外湾の

ものが多く、Ⅲ層出土のものにみられたような形態のバラエティはない。基部の抉りには浅い

逆Ｕ字状のもの（21～23、27～30）と深い逆Ｕ字状のもの（24、26、32～38）がある。抉りが

浅いものにはⅤ層、Ⅲ層出土の同種のものに比べて抉りがさらに浅いものがあり (22、28)、 



 

 790 

また深い抉りのものには逆Ｖ字状に近いものが含まれる (32、37)。 

使用される二次加工と素材の変形度との関係はⅤ層、Ⅲ層出土のものと同様である。 

〔Ⅰ層〕 ６点出土しており、うち１点が破損している (第６図)。小形のもの(41)とやや大型の

もの（41～46）があり、側辺形状には外湾するもの (41～45)、内湾するもの(46)とがあり、前者

には卖純に外湾するもののほかに尖頭部が先細り気味に内湾するもの(42)や、不整なもの(45)が含

まれている。後者は側辺が屈曲して脚部が張り出し、全体形が三脚状を呈するものである。基

部の抉りには浅い逆Ｕ字状のもの（41、44、45）と深い逆Ｕ字状のもの（42、43、46）とがあ

る｡二次加工と素材の変形度の関係はⅤ～Ⅲ層と同様だが､素材面が殆ど残らないものは 43 の

１点のみである。 

〔その他の層〕 42点出土しており、うち25点が破損している (22点図示。第７図、第８図)｡

大きさ、形態、二次加工と素材の変形度の関係はⅤ～Ⅰ層出土のものとほぼ同様だが､側辺形状

が直線的で脚部付近で屈曲をもつもののなかに、素材面を多く残した加工で基部の抉りが浅い

もの（62、63）と、素材面をほとんど残さない加工で基部の抉りが深いもの（64～66）が含ま

れている。また全体形が三角形状の平基に近いもの(68)や、Ⅳ層出土のものと類似する、素材面

を広く残した部分的な二次加工で作られたもの(58)などもみられる。 
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２．小型尖頭器、尖頭器（第９図） 

９点出土しているが、Ⅴ～Ⅰ層に対比できた資料がないため｢その他の層｣出土として一括す

る。１、４、５が小型尖頭器、２、３、６～９が尖頭器である。小型尖頭器の形態には比較的

整った三角形状のものと不整な三角形状のものとがあり、尖頭器には小型尖頭器と同様な形態

の他に基部が丸みを帯びているもの(3)と、槍形を呈し尖頭部下端に逆刺をもつ有茎のもの(7)が

ある。 

両者とも多くは、素材面が残るものに二次加工Ｂ､Ｄ､素材面がほとんど残らないものに二次

加工Ａ、Ｂ、Ｄが用いられるが､片面加工に近いもの(6)もある。また､１は素材の縁辺部がその

まま尖頭部として利用されている。 
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３．石 錐（第10～15図） 

〔Ⅴ層〕 ２点出土しているが、１点は錐部の破片である(第10図)。完形の１点は薄手の素材

を用いた偏平なもので、錐部が二次加工Ｂにより丁寧に仕上げられているのに対しつまみ部は

二次加工Ｄによる部分的な加工がなされるのみで、素材面が広く残る。また、つまみ部下端(素

材の末端部) は折断されている。 

〔Ⅳ層〕 Ⅳ層出土と認定できた資料はない。 

〔Ⅲ層〕 ８点出土しており、うち１点が破損している(７点図示。第11図)。棒状のものが１

点ある(3)他は錐部とつまみ部からなるもので、小型のもの（４）とやや大型のもの（５～９） 
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がある｡またⅤ層出土のものにくらべて素材が厚手になっている｡二次加工は､为にＢとＤが

用いられるが､厚手で大型なものにはＣも使用されている(7)。つまみ部の二次加工と素材の変

形度との関係をみると、ほとんど施工が加えられていないもの(４、５、７、９)、片面に部分

的な二次加工の加えられるもの(6)、両面に若干の二次加工の加えられるもの(8)とがあり、５と

７には折断面がみられる。錐部の作出される位置は、素材末端側（３、５、６、９）と素材縁

辺部（４、７、９）である。 

〔Ⅱ層〕 11点出土しており、うち１点が破損している(10点図示。第12図、第13図)。棒状の

もの（10、11）と、錐部とつまみ部からなるもの（12～19）がある。棒状のものは小型で、錐

部とつまみ部からなるものには小型のもの（12～16）と大型のもの（17～19）があるが、Ⅲ層

出土品のようなやや大型のものはみられない。二次加工はＢ、Ｄが用いられるが、つまみ部の

加工は部分的で素材の形態をそのまま利用しているものが多い。また棒状のものには基部に折

断面がみられる。錐部の作出位置は素材末端側のものがほとんどである。 

〔Ⅰ層〕 10点出土しており、うち１点が破損している(第14図)。棒状のもの (20)､錐部とつ

まみ部からなるもの (21～28)、錐部とつまみ部の区分が不明瞭な尖頭器状の形態をもつもの

(29) がある。棒状のものはⅢ層、Ⅱ層出土品と同様小型で、錐部とつまみ部からなるものに

は小型のもの（21、22、25）とやや大形のもの（23、24、26～29）がある。尖頭器状のものは

やや大型である。二次加工はＢ～Ｄがおもに用いられている。つまみ部の加工には素材の形態

をほとんど変えない部分的なもの（21、24、25）と、やや広い範囲に加工が及ぶもの（22、23､

25、27、28）があり、後者にはスクレイパーエッジをもつもの(28)も含まれている。 

〔その他の層〕 14点ある (第15図)。棒状のもの(30)、錐部とつまみ部からなるもの (31～39､

42)､錐部とつまみ部の区分が不明瞭な尖頭器のもの(41)があり、このうち錐部とつまみ部からな

るものには、つまみ部の広い範囲に二次加工が及ぶもの（31、32）や、錐部とその周辺の一部

以外には二次加工がなされない大型のもの（37、39）が含まれている。 
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４．石 匙（第16図～第23図） 

〔Ⅴ層〕 ６点出土している(第16図)。身部はすべて縦長で、細身のものが１点ある(3)ほかは

いずれもやや幅広となっている。身部の縁辺構成には二縁辺構成のものと三縁辺構成のものと

があるが、尖端部は作出されていない。つまみ部、身部ともに二次加工Ｂ､Ｃによって作出され

ており、つまみ部の位置は素材の打面側(１～３、５)、素材の末端側(4)、素材の縁辺(4)である｡

刃部は身部の二側辺にあって両面加工により作出されるものが多いが、一方の刃部が片面加工

のもの(1)、バルブの平坦な小剥離が部分的に加えられるだけのもの(2)、一側辺と身部末端に刃

部をもつもの(6)などもみられる。刃部の立面観は小鋸歯状を呈する。身部の二次加工は縁辺が

为体で、表裏両面に素材面が広く残されている。 

〔Ⅳ層〕 Ⅳ層出土と認定できた資料はない。 

〔Ⅲ層〕 10点のうち１点が破損している(９点図示。第17図、第18図15)。身部の形態には縦

長 (７～11)、横長 (12～13)、横長・縦長の中間（14、15）がある。縦長のものには細身でや

や大型のものと幅広でやや小型のものがあって、前者は二縁辺構成、後者は三縁辺構成をとり

いずれも尖端部が作出される。また縦長で細身のものは、Ⅴ層出土の同種のものよりやや大型

化している。横長のものは二縁辺構成のものと三縁辺構成のものがあり、明確な尖端部を作出

するものはない。つまみ部は二次加工Ｂ～Ｄにより作出されているが､Ｃのみをもちいた大雑把

な加工のもの(15)もある。つまみ部の位置は、身部が縦長のものは素材の打面側、他のものは素

材の縁辺か末端側である。刃部は二次加工Ｂ～Ｄが使用され、身部が縦長のものでは尖端部を

挟む二側辺に両面加工によって作出するものが多い。身部が横長のものは身部下端に両面加工

の刃部をもち、他の一側辺に片面あるいは半両面加工の刃部をもっている。両者とも刃部の立

面観は小鋸歯状を呈する。また身部が縦長・横長の中間形態のものには、交互剥離状の粗雑な

刃部をもつもの(15)がある。Ⅴ層出土品同様身部の二次加工は縁辺を为体としているが、表面側

のほぼ全面に加工部なされ素材面がほとんど残されないもの（８、９）も含まれている。 

〔Ⅱ層〕 12点出土のうち、１点が破損している(11点図示。第18図16～21、第19図)。身部の

形態には縦長 (16～24)、横長・縦長の中間形態（25、26）がある。前者には細身のもの（17､

18）と幅広のもの（16～24）があり、細身のものは二縁辺構成、幅広のものは二ないし三縁辺

構成をとるが、明確な尖端部が作出されているのは二縁辺構成をとるものの一部（16、17）の

みである。つまみ部は二次加工Ｂ、Ｃ(16～18、20～23)、Ａ、Ｃ(19)、Ｄ(24)で作出されるが、Ｂ、Ｃ

を用いるものにはⅤ層、Ⅲ層出土のものに比ベノッチの加工が不整なもの（19、21）が含まれ

ている。つまみ部の位置は素材の打面側か末端側である。刃部はほとんどつまみ部に用いたの

と同じ二次加工で作出されるが、Ｄを用いた粗雑なもの（24～26）もみられる。作出される位 
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置は、相対する二側辺、三側辺あるいは一側辺で、前二者には各側辺が両面加工されるもの(16､

18、21、23) と、一方が片面加工になるもの（19、20、22、24）とがある。刃部の立面観は小

鋸歯状の他に交互剥離状のもの(19)がある。身部の二次加工は縁辺部を为として行われるが、片

面に奥まで入る二次加工をもつものもみられる (19、21)。 

〔Ⅰ層〕 12点出土のうち、３点が破損している (９点図示。第20図、第21図)。身部の形態に

は縦長 (27～33)、横長(34)、横長･縦長の中間形態(35)の三種がある。縦長のものには細身のもの

(27、29、30) とやや幅広のもの (28、32、33)、長さ・幅ともに大きなもの(31)があり、細身の

ものにはⅤ～Ⅱ層出土の同種のもののなかで最大のもの（29、30）が含まれている。他の形態

のものも全体的に大型である。身部は縦長のものに二縁辺構成・三縁辺構成があり、他は三縁

辺構成となっている。このうち明確な尖端部を持つのは縦長のもので、他の層の出土品にくら

べその数は６点と増加している。つまみ部、刃部とも二次加工Ｃ (27～33)、Ｂ、Ｃ(34～35)で

作出されており、Ⅱ層出土品にあるような粗雑な加工のつまみ部はほとんどみられない。つま

み部の位置はいずれも素材の打面側である。刃部の位置は相対する二側辺あるいは三例辺で、

前者はほとんど両面加工であるが、後者は両面加工の他に身部下端を中心としてやや不整な加

工を加えるもの（34、35）がある。刃部の立面観は交互剥離状を呈する35を除き小鋸歯状であ

る。なお27は身部の断面形態や、尖端部が磨滅していることから石錐の可能性がある。 

〔その他の層〕 31点のうち６点が破損している(12点図示。第22図、第23図)。身部の形態に

は縦長 (36～43)、横長(44)、横長・縦長の中間形態 (45)、不定形（46、47）がある。縦長のも

のには二側辺が外湾して尖端部をもち、身部が二次加工Ａ、Ｂで両面加工されるもの(38)や、一

側辺にある折断面にノッチを加えた小型品(38)、加工が粗雑なもの（39、40）がある。横長のも

のは小型で、三側辺に両面加工の刃部を持つ丁寧なつくりのものである。横長・縦長の中間形

態のものはつまみ部付近にだけ二次加工がなされ、素材の鋭い縁辺を刃部としている。身部が

不定形のものには、小型の剥片にノッチだけを入れ身部に折断面を利用した尖端部をもつもの

や、身部が二股になりそれぞれに刃部をもつものがある。 

５．箆状石器（第24図～第27図） 

〔Ⅴ層〕 ２点出土している(第24図１、２)。２はバチ形の整った形態をもつが、１の形態は

やや不整である。側辺の二次加工はＢ、Ｃ(2)、Ａ、Ｂ、Ｄを为体とする粗雑なもの(1)である。刃

部は素材の打面側もしくは末端側にあって不規則な鋸歯状の立面観を持つ。二次加工は縁辺を

为体になされており、片面もしくは表裏両面に素材面が残されている。 

〔Ⅳ層〕 Ⅳ層出土と認定できた資料はない。 

〔Ⅲ層〕 ２点出土している(第24図３、４)。形態には短冊形(3)とバチ形(4)があり、大きさは 
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Ⅴ層出土品とほぼ同様だが、バチ形のものはやや薄手となっている。側辺の二次加工はＢ、Ｄ

で、３にはステップが目立つ。刃部は素材の打面側もしくは末端側にあって不規則な鋸歯状の

立面観を持つ。二次加工と素材の変形度の関係はⅤ層出土品と同様である。 

〔Ⅱ層〕 ７点出土している (６点図示。第24図５、６、第25図７～10)。形態には短冊形 (５

～７、９)、バチ形に近いもの(8)、不定形なもの(10)があり､短冊形のものには小型で寸づまりの

もの(5)とやや細身で小型なもの(9)がある。また不定形なものも、Ⅴ層～Ⅲ層出土品と比べ小型

である。側辺の二次加工にはＢ、Ｃの他に、ステップが目立つＤ(7)、Ａ(5)がある。刃部は素材

の末端側もしくは打面側にあって、10を除き鋸歯状の立面観を持つ。二次加工と素材の変形度

の関係はⅤ層～Ⅲ層出土品と同様だが、小型のものは加工が奥まで入り素材面は他のものほ

ど広く残されない。また側辺の立面観が規則正しい鋸歯状を呈する整った二次加工をもつもの

(9)もある。 

〔Ⅰ層〕 ３点出土のうち２点が破損している(１点図示。第25図11)形態には不定形なもの(11)

のほかに短冊形のものと、バチ形と推定されるもの（図示せず）があり、礫素材の厚手のもの

(11)以外は小型である。側辺の二次加工はＡ､Ｂ､Ｄで、刃部の立面観は大まかな鋸歯状を呈する。

Ⅴ層～Ⅱ層出土品と同様縁辺を为体とした加工がなされ、11は表面に原礫面が残されている。 

〔その他の層〕 13点のうち２点が破損している(９点図示。第26図、第27図)。形態には短冊

形 (12、14～18)、バチ形(13)、不定形なもの（19、20）があり、短冊形のものに大型品(16)と細身

で整った形態のもの(18)が、不定形なものに尖頭器状の形態をもつもの(20)が含まれている。大き

さはいずれもⅤ層～Ⅰ層出土品と同様である。側辺の二次加工はＡ～Ｄ(12～17、19、20)､Ｂ(18)

で、刃部は素材の打面側、末端側の他、縁辺部に作出されるもの（12、13、16）がある。刃部

の立面観は小鋸歯状、不整な鋸歯状を呈するもののほか、スクレイパー状(16)を呈するものがあ

る。二次加工は縁辺を为体としてなされるが他に表面側に奥まで入る加工のなされるものがあ

り (12、14～17)、これには半両面加工に近いもの(18)が含まれている。 
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６．両極剥離痕ある石器（第28図、第29図） 

〔Ⅴ層〕 ４点出土している(２点図示。第28図１、２)。いずれも立面観が線状を呈する一対

の両極剥離痕をもち、２は上下両端に両極剥離以前の平坦面をもっている。 

〔Ⅳ層〕 Ⅳ層出土と認定できた資料はない。 

〔Ⅲ層〕 ５点出土している(３点図示。第28図３～５)。いずれも一対の両極剥離痕をもち、

両極剥離痕の立面観が線状のもの(5)と、一方の両極剥離痕が点状に潰れたもの（３、４）があ

る。 

〔Ⅱ層〕 ５点出土している (４点図示。第28図６～９)。両極剥離痕が一対のもの（６～８）

と二対のもの(9)とがあり、その形状には立面観が線状のもの（10、11、19）と一方に両極剥離

以前の平坦面をもつもの（７、８）とがある。なお、８にある平坦面は素材の打面である。 

〔Ⅰ層〕 ４点出土している (第28図10～12、第29図19)。両極剥離痕が一対のもの（10、11、

19）と二対のもの(12)があり、その形状には一方の立面観が線状で他方に両極剥離以前の平坦面

を持つか(10、19)、または潰れた状態となるもの(11)、両端に両極剥離以前の平坦面を持つもの

(12)がある。このうち12にある平坦面の一方は、素材の打面である。 

〔その他の層〕 12点ある(８点図示。第29図13～18､20､21)｡両極剥離痕が一対のもの(13～18､

20) と二対のもの（21）があり、その形状には立面観が線状のもの (13～15、21)、一方の立面

観が線状で他方に両極剥離以前の平坦面をもつもの(16～18)、一方の立面観が線状で、他方は

点状もしくは潰れた状態のもの（21）がある。このうち18にある平坦面は折断面である。また

14、18は既成の石器を転用したもので、交互剥離状の刃部や微細剥離痕が残されている。 
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７．不定形石器（第30図～第59図） 

〔Ⅴ層〕 17点出土している(11点図示。第30図、第31図)。素材の形態を二次加工によって大

きく変えたもの(1)と、素材の形態をあまり変えず部分的な二次加工を加えたもの（２～11）が

ある。前者は尖頭器に類似した平面形をもつ大型品で、尖端部は厚みがあり二次加工Ａ、Ｂが

使用されている｡後者には二次加工Ｄによりスクレイパーエッジを作出するもの(２、４～６)､

素材の縁辺に二次加工Ｄを加えて鋸歯状の立面観をもつ刃部を作出するもの(３、10、11)、素

材の打面付近を除去し、末端側の縁辺に微細剥離痕をもつもの(8)、ノッチ状の二次加工をもつ

もの(9)とがある。スクレイパーエッジをもつものには比較的整った刃部のもの（２、４）と粗

雑なもの（５、６）があり、後者には片面加工の粗雑な刃部や鋸歯状の立面観をもつ両面加工

の刃部をあわせもっている｡また鋸歯状の立面観をもつ刃部のものは他に交互剥離状の刃部や、

折断面に二次加工を加えた尖端部をあわせもっている。 

〔Ⅳ層〕 ４点出土している（３点図示。第32図）いずれも素材の形態をあまり変えない部分

的な二次加工がなされるもので､素材の打面を除去し縁辺部に二次加工Ｄによって刃部を作出

するもの(12)と、二次加工Ｄによって立面観が鋸歯状となる刃部を作出するもの（13～15）であ

る。 

〔Ⅲ層〕 59点出土している (42点図示。第33図～第39図)。素材の形態を大きく変えたもの

(16～25) と、素材の形態をあまり変えず部分的な二次加工を加えたもの（26～48）とがある。

前者には箆状石器に類似する形態をもち、側辺に二次加工Ｂにより鋸歯状の立面観をもつ刃部

を作出するもの(16～19)、円形状に整形され二次加工Ａ～Ｃの両面加工により鋸歯状の立面観

をもつ刃部を作出するもの(20、21)、二次加工Ｂ、Ｃの両面加工により円形を呈するもの(22、

23)､二次加工Ａ～Ｄが用いられ尖頭器に類似する形態をもつが､基部加工がなく全体的に粗形

なもの（24、25）がある。このうち箆状石器に類似するものには、表面側上端に粗雑な二次加

工が加えられるもの(17)や折断面を利用して尖端部を作出するもの（20、21）が含まれている。 

後者には二次加工Ｂ、Ｄによりスクレイパーエッジを作出するもの(26～35)、二次加工Ｄに

よって尖端部を作出するもの(36、39、42)、素材の打面を除去し縁辺部に二次加工Ｄによって

刃部を作出するもの(44)、ノッチ状の二次加工をもつもの(46)、二次加工Ｂ、Ｄの両面加工によっ

て規則正しい小鋸歯状の立面観をもつ刃部を作出するもの(47～51)、二次加工Ｃによって交互

剥離状の刃部を作出するもの（45、52～56）がある。スクレイパーエッジをもつものには、素

材末端に整った刃部をもつエンドスクレイパー(26～28)、素材末端以外の部分にも整った刃部

が作出され､スクレイパーエッジ以外の機能部をあわせもつもの(29～31)､粗雑なスクレイパー

エッジを一ないし二側辺にもつもの(32～35、38)とがある。これらには三側辺にスクレイパー 
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エッジをもつもの(31)や鋸歯状の立面観をもつ刃部と交互剥離状の刃部を相対する二側辺にもつ

もの(29)が含まれている｡また交互剥離状の刃部をもつものには､縁辺に二次加工をもつもの(45、

52、54、56) がある。 

〔Ⅱ層〕 52点出土している(36点図示。第40図～第44図)。素材の形態を大きく変えるものは

Ⅲ層に比べ尐なく(58､60､61)､素材の形態をあまり変えない部分的な二次加工のもの(62～90)

が多い。前者には箆状石器に類似する形態をもち、二側辺にステップの目立つ不整な二次加工

Ａ､Ｂを加えたもの(58)､台形状の形態を持ち二次加工Ｂ、Ｃによって鋸歯状の立面観をもつ刃部

を作出するもの(60)、円形状を呈し二次加工Ａが用いられるもの(61)がある。 

後者には二次加工Ｂ～Ｄによりスクレイパーエッジを作出するもの (62～70)、二次加工Ｂ、

Ｄによって尖端部を作出するもの(71～76)、素材の打面を除去し縁辺部に刃部を作出するもの

(77､78)、ノッチ状の二次加工をもつもの(85)、二次加工Ｃ､Ｄにより鋸歯状の正面観をもつ刃部

を作出するもの(83)、縁辺に沿う二次加工Ｂ、Ｄの両面加工により小鋸歯状の立面観をもつ刃部

を作出するもの(79～82、84、86、87)、二次加工Ａ～Ｃにより交互剥離状の刃部を作出するも

の(88～93)がある。スクレイパーエッジをもつものにはⅤ層、Ⅲ層同様、素材末端に整った

刃部をもつエンドスクレイパー(62～64)、素材末端以外の部分にも整った刃部を作出するもの

(66、67)、粗雑なスクレイパーエッジをもつもの（68～70）がある。これらには両面加工の粗

雑な刃部をあわせもつもの(68)などが含まれている。尖端部を作出するものには二次加工Ｄによ

るもの(71)や、折断面をそのまま利用したり二次加工を加えたもの（72～76）があり、粗雑なス

クレイパーエッジをあわせもつもの(74)もみられる｡素材の打面付近を除去するものの刃部には､

不整なもの(77)と鋭い縁辺を利用したもの(78)の二種類がある。ノッチ状の二次加工をもつものは

石鏃の転用品である。立面観が小鋸歯状の刃部をもつものには三側辺に整った刃部をもつもの

(81)や尖端部をもつもの(86)、形態が石匙に類似するがノッチのないもの(87)などが含まれている。

また立面観が鋸歯状の刃部をもつものは厚手の素材を用いており、両面または片面加工で作出

された刃部の形状は概して不整である。 

〔Ⅰ層〕 45点出土している (34点図示。第45図～第49図)。素材の形態を大きく変えるものは

Ⅴ層～Ⅱ層同様尐なく(94～96)、素材の形態をあまり変えない部分的な二次加工のものが多い

(97～127)。前者は箆状石器に類似する形態で、二側辺にステップの目立つ二次加工Ｃ、Ｄが連

続するもの(94)と、円形状を呈し二次加工Ａ～Ｄにより刃部を作出するもの（95、96）である。 

後者は二次加工Ｂ～Ｄによりスクレイパーエッジを作出するもの (97～106)、尖端部を作出

するもの(107、109、110、111)、素材の打面部付近を除去し縁辺部に微細剥離痕や二次加工Ｄ

による刃部がみられるもの (112、114)、ノッチ状の二次加工をもつもの(113)、大まかな二次

加工Ｂにより鋸歯状の正面観をもつ刃部を作出するもの(115)、二次加工ＢないしＤの両面加 
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工により小鋸歯状の正面観をもつ刃部を作出するもの(109、116～120、122)、厚手の素材に二

次加工Ｂ～Ｄを加えて交互剥離状の刃部を作出するもの(121、123～126)がある。スクレイパー

エッジをもつものにはⅤ層～Ⅲ層出土品にあるような整ったエンドスクレイパーはなく、为

に側辺に整ったスクレイパーエッジを作出するもの(97～101、105)と粗雑なスクレイパーエッ

ジを作出するもの（102～104、106）の二種類がみられる。スクレイパーエッジ以外に作出され

た機能部としては尖端部 (98、99、101)、片面加工の不整な刃部 (105)、不整な交互剥離状の

刃部 (104)、鋭い縁辺を利用した刃部（106）などがある。尖端部を作出するものには粗雑な二

次加工Ｃ、Ｄによるもの(107)、連続する二次加工Ｄによるもの (108、110)、折断面に二次加

工Ｄを加えて錐状の尖端部とするもの（111）がある。また110の側辺には、小鋸歯状の立面観

をもつ刃部が作出されている。鋸歯状の正面観をもつ刃部を作出するものは、他に尖端部も作

出されている (115－左図右上端)。小鋸歯状の立面観をもつ刃部を作出するものには、他の機

能部として尖端部とスクレイパーエッジ (116－左図)、尖端部（117、120）をもつものがある｡ 

〔その他の層〕 90点ある (74点図示。第50図～第58図)。素材の形態を大きく変えるもの 
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(128～136) と素材の形態をあまり変えない部分的な二次加工のもの（137～203）がある。前者

には箆状石器に類似する形態をもち二側辺にステップの目立つ二次加工Ｂ～Ｄが連続するもの

(128～130)、両面加工により円形状・台形状に整形され、二次加工Ａ、Ｄによって鋸歯状の立

面観をもつ刃部を作出するもの(131～133)、二次加工Ａ～Ｃの両面加工により円形状を呈する

もの（134～136）がある。 
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後者にはスクレイパーエッジをもつもの(139～150､155)､尖端部を作出するもの(151～154、

156～160)、折断面に二次加工Ｂが加えられ、素材末端の鋭い縁辺を刃部として利用するもの

(162)、素材の打面付近を除去し縁辺部を刃部として利用するもの(161、163～165)、ノッチ状 
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の二次加工をもつもの(166～169)、二次加工Ｂ～Ｄにより鋸歯状の正面観をもつ刃部を作出す

るもの (170～176)、二次加工Ｂ～Ｄにより小鋸歯状の立面観をもつ刃部を作出するもの

(177～181、183～195)、为に二次加工Ｂにより交互剥離状の刃部を作出するもの（196～203）

がある。 
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このうちⅤ～Ⅰ層出土品では検出できなかった特徴的な点としては、箆状石器に類似するも

のの中に尖頭部をもつものがあること(128、130)、スクレイパーエッジをもつものの中に大型

なものがあること (147)、尖端部を作出するものの中に、連続する二次加工Ｂ～Ｄないし折断

面を切る二次加工Ｄによる錐状の尖端部をもつものがあること(152、153、156～158、159)な

どがあげられる。また折断面に二次加工が加えられ、素材末端の鋭い縁辺を刃部とするもの

(162)も所属時期のわかる資料中にはほとんどみられなかったものである。 
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８．石 核（第59図～第70図） 

〔Ⅴ層〕 ３点出土している(第59図)。作業面が表裏に設定され、剥片剥離が求心的に行われ

るもの（１、２）と作業面が三面あり、打面は任意に設定されているもの(3)がある。このうち

１は剥片素材だが、他は粗割り片または原石を素材としている。 

〔Ⅳ層〕 Ⅳ層出土と認定できた資料はない。 

〔Ⅲ層〕 ４点出土している(第60図)。チョッピングトゥール状の形態をもち作業面が表裏に

設定され、剥片剥離が求心的におこなわれるもの（４～６）と、三面の作業面に対して打面が

任意に設定される多面体のもの(7)がある。前者には、上端の剥離面が打面としてやや固定的に

用いられた傾向が認められるものがある(6)。６が剥片素材である他は粗割り片または原石を素

材としている。 

〔Ⅱ層〕 ６点出土している(第61図、第62図)。作業面が二面以上あって、それらに対し任意

に打面が設定されるもの（８、９、12、13）と作業面が表裏に設定され求心的に剥片剥離が行

われるもの(10、11)がある。前者は多面体、立方体、チョッピングトゥール状、後者はチョッ

ピングトゥール状を呈する。剥片素材のもの（８、11～13）と原石素材(9)、粗割り片素材(10)の

ものがある。 

〔Ⅰ層〕 ９点出土している (６点図示。第63図、第64図)。作業面が表裏に設定され剥片剥離

が求心的に行われるもの（15、16）と作業面が二面以上設定され、それらに対し任意に打面を

設定して剥片剥離を行うもの（14、17～19）があり、前者はチョッピングトゥール状、後者は

立方体、多面体を呈する。後者のうち多面体のものには船底形を呈するものがあり(18)、上端の

平坦な節理面を固定的な打面とする三面の作業面がある。14、16が剥片素材である他は、原石

また粗割り片を素材としている。 

〔その他の層〕 19点ある(第65図～第69図)。作業面が一面で、打面は任意に設定されるもの

(20)、作業面が表裏にあって求心的に剥片剥離が行われるもの(21～28)、作業面が二面以上あっ

てそれらに対する打面が任意に設定されるもの（29～38）がある。このうち26～28は、上端の

平坦な剥離面が固定的な打面として使用される傾向をもつ。また21は左図側辺に二次加工があ

るため、不定形石器の可能性もある。20、22、23、38が剥片素材で、他は粗割り片か原石を素

材としている。 
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９．磨製石斧、石製品（第71図、第72図） 

磨製石斧は６点出土しており、Ⅴ層出土が３点 (第70図２、４、第71図７)､Ⅳ層出土が１

点 (第70図１)、Ⅱ層出土が１点(第70図３)ある。完形品は小型の２のみで、他はすべて破損

品である。２は直線的で明確な稜が形成される仕上がりで、基部は平坦である。６は刃部破損

部にも摩滅があり、刃部再生が行われたことがわかる。７は基部付近の厚手な破片である。 

５は垂飾品と考えられる破片で、一部環状を呈する。図上端が整形されているため破損品を

再加工したものともみられる。 

10．礫石器（第73図～第95図） 

礫石器としてとりあげられた資料は510点あり、このなかから明らかに自然礫であるもの､使

用痕が判別できないため礫石器か自然礫か判然としないもの､破損が著しいものを除外して369

点を抽出し181点を図示した。これには、磨石、凹石、磨凹石、磨凹敲石、凹敲石、敲石、石棒､

石皿などが含まれている。以下には磨石～敲石を遺物包含層層位項に示し、つぎに石棒、石皿

その他を一括して提示する。 

〔Ⅴ層〕 33点出土している。(19点図示。第72図、第73図)。１～５が磨石、６～９が凹石、

10～19が磨凹石である。ザラ面(pp.747～748参照｡)を持つものや磨面に稜が形成されるほど磨

耗のすすんだもの（１、５）がみられる。 

〔Ⅳ層〕 １点出土している (図示せず)。 

〔Ⅲ層〕 55点出土している(35点出土。第74図～第77図)。20～24、26～29、31が磨石、30､

50が凹石、33～49、52が磨凹石、25、24が磨敲石、51、53が磨凹敲石である。長軸方向の先端

部に磨面を持つもの(46)や縁辺の比較的狭い範囲にザラ面が形成されるもの(24)、側辺のザラ面を

切る敲打痕をもつもの(33)、磨面に稜が形成されているもの（38、42）などがある。 

〔Ⅱ層〕 91点出土している(58点図示。第78図～第83図)。56～61が磨石､62～74が凹石､80､

87が磨敲石で、これらを除く75～101が磨凹石､102､103 が磨敲石である。棒状の礫の側辺に磨

面があるもの (56)、側辺にも凹をもつもの(62、69、74、85)などがある。磨敲石の敲打痕は、

つぶれ状のもの（102）と点状で角のある断面形をもつもの（103）とが観察される。 

〔Ⅰ層〕 51点出土している(20点図示。第84図～第86図)。104～108が磨石、109～111が凹石､

112～122が磨凹石で123が磨凹敲石である。側辺にも磨面が形成されるもの（104）や線条痕が

顕著なもの（113、117、119）などがある。 

〔その他の層〕 138点ある(51点図示。第87図～92図)。124～130、133～137が磨石、138～142

が凹石、143～146、148～169が磨凹石、131、172～174が磨敲石、132が敲石、147、170、171が 
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磨凹敲石である。礫の側辺だけに磨面をもつもの (125)、磨面に稜が形成されるほど磨耗の進

んだもの (136)、側辺にも凹をもつもの（163）などがある。 
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〔石棒、石皿など〕 (第93図、第94図)。石皿は４点出土しており、３点が破損している (４

点図示。第93図１、６、第94図)｡裏面に溝状の磨痕を持つもの(1)、表裏に機能面をもつもの(６、

９) がある。２は石棒の破片である。４は線条痕をもつ石器で、他の使用痕がみられないため

砥石の一種と考えられる。３、５は凹をもつがこれは使用痕ではなく自然面で、その周囲が研

磨によって整形されるものである。 
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Ⅲ．考  察 
１．分類と組成 

東側遺物包含層出土石器の分類は原則として遺構出土石器の分類（本書所収 ｢小梁川遺跡縄

文時代遺構編－Ⅱ｣参照）に従って行い、必要に応じて細分頄目を追加する方法をとった。表２

には剥片石器の分類基準と追加した細分類型の分類基準とを示したが、大きな変更点はないた

め、以下には为として遺物包含層各層における各器種の変化を組成の点から述べ、必要な器種

についてのみ分類の内容に触れることにする。また礫石器は後述のように使用痕の組み合わせ

によって分類し、特に細分は行わなかった。 

〈石 鏃〉 石鏃はⅤ～Ⅰ層で48点出土しているがⅠ類(凹基)が为体で、他にはⅡ類（平基）が

｢その他の層｣ から１点出土しているにすぎない。Ⅰ類の全体的な特徴としては、①重量は

0.1～3.0ｇの間にあって、3.0ｇ未満のものがない小型尖頭器とは明確に区別される｡②長幅分

布をみると (表４)、小形品（長さ 13～17ｍｍ、幅９～13ｍｍ）と中･大形品 (長さ 19～31ｍ

ｍ、幅13～23ｍｍ)に分けられる、という２点があげられる。細分類型にはⅠＡ1･ⅠＡ2･ⅠＡ3･Ⅰ

Ｂ1･ⅠＢ2･ⅠＣ2の６類型があり、これらの特徴を長幅分布（表４）･〔抉り部の長さ（奥行き）／

抉り部の幅〕×100 で表される、基部の抉り度数（表３、伊藤･須田；1987）･長幅厚相関（長

さ･幅･厚さの総和に対する長さ・幅・厚さ各点の比率－復元推定値も併用。表５）の３点から

検討する以下のようにまとめられる。 

ⅠＡ1 類；小形品と中形品があり前者は寸詰りの幅広で薄手、後者はやや細身で厚手である｡

また前者は出土資料中最も小形な一群を構成する。抜り度数は６～36である。 

ⅠＡ2 類；中形品と大形品がある｡ⅠＡ1 類と同様の長幅相関をもつものの外に、より細身な

ものがあるが厚さは薄手とやや厚手の中間にある。抉り度数は39～65でⅠＡ1類と

は明確に区別される。 

ⅠＡ3 類；大形品に属するが、幅は前記二類型より広い。薄手のものと、薄手･やや厚手の中

間のものがあり、抉り度数は復元推定値も含め55～66と深い。 

ⅠＢ1 類；中形品に属する。長幅厚相関では幅狭で細身な一群を構成する。厚さは薄手･やや

厚手の中間で、挟り度数は25～35と浅い。 

ⅠＢ2 類；大形である。長幅厚相関では寸詰りで幅広･極めて細身で幅狭の二種類がある。厚

さはⅠＢ1類と同様で、換り度数は47･60と深い。なお「その他の層」出土品には側

辺が脚部末端付近で屈曲するものがあり (第８図64～65)、本類型は細分される可

能性がある。 
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ⅠＣ2 類；大形品に属するが長幅厚相関からみると寸詰りで幅広である。厚さはⅠＢ1･ⅠＢ2類

と同様で、抉り度数は58と深い。 

次に各類型の組成比を層毎にみると、本遺跡に特徴的な、基部の抉りが深い中･大形品のⅠＡ2

類はⅤ･Ⅲ･Ⅱ層では組成の为体を占め各々石鏃組成の50～60％に達しているが、Ⅰ層で33％と

減尐する｡ⅠＡ1類はⅤ層では

尐ないがⅢ～Ⅰ層では 33％

前後の安定した組成比を保

つ。またⅠＢ1 類はⅣ層を除

く各層に尐数ずつある。従っ

て、石鏃はⅤ･Ⅲ･Ⅱ層で为

体にあったⅠＡ2 類が減尐し、

Ａ類の組成が均質化するⅠ

層に組成上の変化を見出すこ

とができる。 

大きさについてみると長幅

分布に小形品と中・大形品の

二つのまとまりがあることを

先に指摘したが、このまとま

りはⅣ層を除く各層を通じ

てあるため、大きさには時期

による変化はないと考えられ

る。 

二次加工と素材の変形度の

関係には素材面が広く残るも

のと、ほとんど残らないもの

(全く残らないものを含む)と

の二種類があり、石鏃全体で

は前者は56％(27点)、後者は

44％（21点）である。これを

各層ごとにみるとⅤ･Ⅲ･Ⅱ

層では前者が50～56％で僅か

に多い状況のまま推移してい 
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る。Ⅰ層では前者が 83％ (５

点)、後者が７％（１点）とな

るが、点数も尐ないため实際

の変化を反映するものかどう

かは疑問がある。 

素材に対する尖頭部の作出

位置がわかる資料は 30 点あ

り、素材末端側にあるものが

40％ (12点)、素材の打面側、

縁辺側にあるものが各々30％

(９点)である。素材末端側に

尖頭部を作出するものはⅢ

～Ⅰ層にあり、Ⅴ層にはみら

れない。各類型ごとにみると、

ⅠＢ類はすべて素材の縁辺側に尖頭部を作出し、ⅠＡ類は素材末端側に作出するものがやや多い

という傾向が認められる。ⅠＡ類は前述の通り１～３類で大きさ、厚さに違いがあるが、尖頭

部の作出位置との間に特に相関関係は認められない。 

〈石 錐〉 Ⅴ～Ⅰ層で30点出土している。長幅分布（表４）を層毎にみるとⅢ層出土品は小形

品と大形品に分かれるが、Ⅱ･Ⅰ層出土品は大きさにばらつきがあり特にⅠ層でそれが目立って

くる。類型別組成を全体的にみるとⅡ類が80％（24点）で組成の中心を占め、Ⅰ類が16.6％(５

点)、Ⅲ類が 3.4％（１点）となる。出土点数の尐ないⅤ層と該当資料のないⅣ層を除く各層

の組成比もⅡ類が８割以上を占めるため、石錐組成はⅢ～Ⅰ層ではⅡ類が組成の为体で変化

なく推移しているといえる。 

Ⅱ類のうちで素材に対する錐部の作出位置がわかる資料は22点あり、素材末端側に錐部を作

出するものが59％（13点）で最も多く、次いで素材の縁辺部に作出するものが22.7％（５点）

となるが、層による錐部作出位置の変化は見出せない。また二次加工の及ぶ範囲をⅡ類につい

てみると、錐部を中心とする二次加工のものと錐部の他につまみ部にも二次加工がなされるも

のとの二種類があり、Ⅰ層では後者が 87.5％に達している｡これはⅠ層の石錐につまみ部の大

形なものが多いことと関係すると思われる。 

〈石 匙〉 Ⅴ～Ⅰ層で36点出土している。長幅分布をみるとばらつきがやや大きいが(表４)、層 
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毎にみるとⅤ層には中形品が多いが、Ⅲ･Ⅱ層では大小に分かれ小形品に幅広のものがみられ

る。またⅠ層には中形品の他に、出土品中最大のものが含まれている。 

類型別の組成を全体的にみると、ⅠＡ1類とⅠＢ2類が各点25％(９点)、次いでⅠＡ2類が16.7％

(６点)、ⅠＢ1、ⅢＢ2類が各 1々1.2％(４点)、ⅡＡ2、ⅡＢ2類が各点5.6％（２点）で身部が縦長

のⅠ類が形成の为体を占める｡層毎の組成比をみるといずれもⅠ類が为体だが、Ⅴ層は尖端部が

作出されないものだけで構成されるのに対し、Ⅲ層は尖端部が作出されるものとされないもの

がほぼ同率、Ⅱ層では尖端部が作出されないものが石匙組成の８割に達し、Ⅰ層で再び尖端部

を作出するものが６割と多くなる。このように層毎の変化は大きいが、各類型の出土量は多い

もので５点という状況であるため、縦長のものが为体である点を指摘するにとどめる。 

二次加工はいずれも周辺部加工が为で、素材面がほとんど残されないものや両面加工に近い

ものは尐なく、Ⅱ･Ⅰ層では認められない。刃部の加工状況を身部が二縁辺構成のもの（Ａ類）

と三縁辺構成のもの(Ｂ類)についてみると、Ａ類では二側辺が両面加工されるものが 80％(12

点)、一側辺のみ両面加工され

るものが 20％(３点)、Ｂ類で

は一側辺が両面加工されるも

のが55.5％(10点)、二側辺が

両面加工されるものが 28％

(５点) で、両者ともⅤ～Ⅰ層

を通じて両面加工の刃部が多

いことが特徴である。 

〈箆状石器〉 Ⅴ～Ⅰ層で12点

出土している。側辺の二次加

工形状を基準にⅠ、ⅡＡ、ⅡＢ、

Ⅲ類に細分されており (表

２)、長幅分布（表４）では各

類型ともやや小形なものと大

形なものに分けられる。ⅡＡ

類とⅡＢ類は幅 30ｍｍを境

に区別されるが、後者はさら

に幅 40ｍｍ付近で幅広と幅狭

に分けられる。 
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層毎にみた場合の大きさの変化はほとんどなく、形態は短冊形のものが为流を占めている。

類型別組成比はⅡＢ類が66.6％（８点）で最も多いが、他類型の出土数が尐ないため層毎の組

成の変化は不明である。 

二次加工と素材の変形度との関係をみると、Ⅰ、ⅡＢ類は素材面が片面ないし表裏にやや広

く残されている｡加工の粗雑なⅢ類では素材の背面構成が多く残るものがあるが、これは他類

型に比べ厚手なことと関係すると思われる。また刃部の作出位置はほとんどが素材の末端側で

ある。刃部の加工状態はⅢ類以外は両面加工が为体で、層による大きな変化は認められない。 

〈石 核〉 Ⅴ～Ⅰ層で12点出土している。作業面の数と形態によってⅠ～Ⅲ類に分類されるが

(表２)、東側遺物包含層出土品を検討した結果、Ⅱ類とⅢ類にやや固定的に使用されたと考

えられる平坦な打面を一面持つものが認められたので、これをａ類としⅡ類、Ⅲ類の細分類型

として追加した。上記の打面には、打面調整がなされるもの（第60図６、第67図26）の他に粗

割面（第67図28）や節理面（第64図19）を利用したものがあり、それらを打面とする作業面が

二面以上設定されている。なお、この固定的な打面からの剥片剥離は他の打面から行なわれる

剥離より新しい例が多いが、剥片剥離作業のありかたはⅡ類、Ⅲ類とほぼ同様で、形態上の

違いもそれぞれ平坦面を一面持つ点だけである。 

全体の組成はⅡ類とⅢ類が为体であり、他には上記のⅡa 類とⅢa 類が１点ずつあるにす

ぎず、Ⅰ類は時期のわかる資料中には含まれていない。各層毎にこれをみても、Ⅱ類、Ⅲ類は

Ⅳ層を除く各層にあって量的な変化は示さない。 

長幅分布では (表７)、小･中･大の三種類がⅠ類とⅢa 類を除く各類型にある。これは作業

面の数が多くなるに従ってその大きさもⅠ～Ⅲ類の項に小形化してゆく例（会田・山田他

1986）とは合致しないが、Ⅱ類、Ⅱa類、Ⅲ

類のうち原石（礫）が素材でその本来の大き

さがほとんど変わっていないと思われる資料

(第60図５、第61図９、第66図25、第67図28、

第68図29・30) の長幅分布も小・中・大に分

かれる点から考えると、本遺跡における石核

各類型の大きさの違いは作業面数の増加より

も、むしろもともとの素材の大きさの違いと

の関係が深い可能性がある。しかし当然のこと

ながら、個々の類型における小・中・大の大

きさの変化が作業の進行度の違いによること 
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は明らかである。 

素材を類型毎にみるとⅠ類は剥片素材のものが１点あるのみで、他の各種類は原石または粗

割り片が为体である (自然面が残る資料を除き、原石か粗割り片かを識別できる資料はなかっ

たため両者を一括して上のように表現した)。 

〈両極剥離痕ある石器〉 Ⅴ～Ⅰ層で 15 点出土している｡ⅠＡ類、ⅠＢ類が各層で出土している

が、他類型の出土量が尐なく組成上の変遷は不明である。 

〈不定形石器〉 Ⅴ～Ⅰ層で 174 点出土している。遺物包含層において追加した細分類型として

ⅡＧa類(ノッチ状の二次加工を持ち尖端部が作出されるもの｡第42図85、第55図168)があるが、

これには石鏃の転用品が含まれる(第42図85)。他類型の分類に関しては遺構出土品の分析結果

に追加すべき点はほとんどないので、以下で述べるⅡＡ類以外についてはここでは触れない

(pp.741～747参照)。 

ⅡＡ類は後述の通り各層の不定形石器組成の中心を占めるもので、刃部形態によりＡ１～Ａ

３類に細分される (表２)。全体の長幅分布は大・小に分かれ (表９)、他類型と異なって大き

さにまとまりをもつことがわかる。Ａ２類とＡ３類がⅤ～Ⅰ層出土のⅡＡ類中82％（32点）を

占めるが、Ａ１類と大きく異なる点としてスクレイパーエッジの精粗以外に、刃部の作出位置

が素材の側辺を为体とし丸凸刃が尐ないこと、他の機能部（尖端部、鋸歯状の刃部、不規則な

交互剥離状の刃部など）をあわせもつ点があげられる。各類型の組成比の層毎の変化等は不明

である。 

次に組成についてみると、各層の組成（点数）は下表の通りで、各層ともⅡ類（素材の形態

を大きく変えない部分的な二次加工のもの）が８割以上を占めている。 

全体の組成ではⅡＡ類が最も多く22.4％、次いでⅡI類が21.8％、ⅡＪ類が13.5％となり、Ⅱ

Ｃ類～ⅡＨ類およびⅠ類の各類型は２～5.7％と低い。層毎にみても組成の为体を占めているの

はⅡＡ類で各層の不定形石器中 20～31％を占めており、次いでⅡI類が 11～31％、ⅡＪ類

が 12～18％である。この他の各類型

はいずれもⅢ～Ⅰ層では尐数にとど

まる。出土量の尐ない類型が多いた

め、層毎の組成の変化は細かく検討

できないが、Ⅴ層とⅢ～Ⅰ層を比較

した場合には後者の各層における不

定形石器の比率の増加がまず指摘で 
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きる (表11)。これは組成比の低いⅠ類やⅡＧ類などの多くの類型が出現するためで、ⅡＡ類、

ⅡI 類はⅤ～Ⅰ層で一貫して不定形石器組成の中心を占めている。従ってⅤ層とⅢ～Ⅰ層にお

ける不定形石器組成の変遷は、ⅡＡ類、ⅡI 類からなる安定的な組成に多くの類型が尐数ずつ

加わるという、組成の多様化としてとらえることができる。 
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〈磨石類〉 Ⅴ～Ⅰ層で231点

出土している｡長幅分布(表

10) では小形・大形に分か

れる傾向があり、図示しな

かったが厚幅分布では厚幅

比 1.3 付近、1.4～1.6、1.6

～1.8、2.3～2.5 という４つ

のまとまりを持つ。 

分類は为として磨面、凹、

敲打痕の三種類の使用痕の

組み合わせにより行ってい

るが、磨面には「ザラ面」

(pp.747～748 参照)が含まれ

ている。これは前記三種類の

使用痕と異なり卖独で存

在することはなく、磨面、

凹と結び付いて認められ、

特に磨凹石の側面に多くみ

られる。 

次に凹石と磨凹石の凹の深さをみると (表 11)、１～３ｍｍが多く４ｍｍ以上の深さのもの

は尐ない傾向を示している。凹の平面形には直径７～15ｍｍの円形状(Ａ)、直径２～５ｍｍの

小さな円形状 (Ｂ)、幅３～５ｍｍの溝状（Ｃ）の三種類があり、(Ａ) は深さ４～10ｍｍに達す

るものもあるのに対し、(Ｂ)、(Ｃ) は深さ４ｍｍ以下のものがほとんどを占めるという特徴を

持つ。 

全体の類型別組成は磨石、磨凹石が各点40％以上と为体を占めており、凹石がこれに次いで

いるが敲石、磨凹敲石は極めて尐ない。Ⅴ層･Ⅲ～Ⅰ層の組成比も同様で磨石と磨凹石が一貫し

て为体を占め、変化は認められない。 
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〈小 結〉 

遺物包含層における石器の変遷は以下の通りにまとめられる。 

1．定形石器のうちで変化が認められたのは、Ⅰ層における石鏃、石錐である。石鏃には組成の

为体を占めていた、基部の抉りが深い中･大形品（ⅠＡ2類）の減尐、石錐には大きさのばら

つきが生じている。 

2．不定形石器には、Ⅲ層において組成の多様化(組成比の低い類型が新たに多く出現する)が

認められる。但し各層の組成の为体は一貫してⅡＡ類である。 

3．礫石器のうち磨石類は、各層とも磨石・磨凹石为体で組成に変化は認められない。 

２．各層における石器組成 

遺物包含層各層の石器組成の实数を表12に、組成比を表13に示した (表中の「剥片類」は二

次加工ある剥片を示す)。表13の右表は定形石器(石核を除く)の器種別組成比と不定形石器Ⅰ･

Ⅱ類の組成比を層毎に示している。また第96図には各層出土の剥片石器を抄録した。 

全石器組成に対する定形石器(両極剥離痕ある石器を含む)、不定形石器、磨石類を为体とす

る礫石器の組成比（いずれも出土量が極めて尐ないⅣ層は除外する）は、定形石器が

15～19.5％、不定形石器が14.3～26.9％、礫石器が22～29.5％で、石核は1.6～3.8％である。

全体としては、特に突出した高比率のものがないことが特徴である。 

Ⅳ層を除く各層の組成を比較するとⅤ層からⅢ～Ⅰ層で定形石器の比率が低下し、逆に不

定形石器の比率が上昇しているが、これは前述したⅢ層以降における不定形石器の組成の多 
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様化を反映している。定形石器の組成比低下をもたらしているのも、前述の通り为として石鏃

の減尐であり、Ⅴ層において定形石器組成の为体であった石鏃はⅠ層では2.8％となり、为体は

石錐と石匙に移っている。 

近隣地域で同時期の資料を出土している遺跡としては、川崎町中ノ内Ａ遺跡（古川他；1987）

がある。本遺跡の第Ⅲ群、第Ⅳ群土器と併行関係にある土器群が遺物包含層から出土してお

り、これらに伴う石器が計214点出土している。その組成は定形石器(両極剥離痕ある石器、磨

製石斧を含める) が 27.4％(57点)、不定形石器(スクレイパー、ノッチを含める)が 13.9％(29

点)、石核が5.7％ (12点)、磨石類（石皿、大形磨石を除く）が48.1％（100点）である。組成

上の特徴としては、縄文時代に最も特徴的な石鏃（2.4％）･尖頭器（0.9％）などが尐なく、石

錐(3.8％) ･石匙(6.3％) ･彫刻刀形石器(2.8％) ･両極剥離痕ある石器(5.3％)･石核(5.8％)・

不定形石器が多いこと、さらに剥片石器に比べて礫石器の出土量が非常に多いことが指摘され

ている。 

次にほぼ同時期の石器群である本遺跡遺物包含層Ⅲ～Ⅱ層出土の石器群の組成を中ノ内Ａ 
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遺跡出土の石器群と比較すると、本遺跡の定形石器の組成比は不定形石器を下回っている点で

中ノ内Ａ遺跡と異なり、またその組成も本遺跡では石鏃が为体であること、両極剥離痕ある石

器 (1.6～２％)、石核（1.6～1.9％）の比率が中ノ内Ａ遺跡に比べ非常に低いこと等の相違が

ある。しかし前述の通り、石鏃の減尐、石錐、石匙の増加という傾向はⅤ層・Ⅲ～Ⅰ層を通じ

て認められ､Ⅰ層の定形石器組成は石錐、石匙を为体とするものに変化しており中ノ内Ａ遺跡と

類似するものになっている。 

磨石類は、組成の为体を磨石、磨凹石が占める点では共通するが、石器群に占めるその比率

は中ノ内Ａ遺跡に比べ非常に尐ないという差異があり、定形石器の組成と異なりⅠ層に至って

もその差に変化はない。不定形石器は、ⅡＡ類に相当する器種が中ノ内Ａ遺跡にも認められる

(中ノ内Ａ遺跡では定形石器に分類されている)等の類似点があるが､他の類型についての比較

は不可能で、本遺跡の不定形石器組成が中ノ内Ａ遺跡より高い点を指摘できるにとどまる。 

両遺跡は距離にして 25ｋｍ程度の位置関係にあり、立地条件にも大きな差異はないにも関わ

らず、石器の組成にはこのような相違点が認められる。これはフラスコ状土壙の有無 (中ノ内

Ａ遺跡では検出されていないのに対し、本遺跡では多く検出されている｡)といった遺跡の構成

や規模の相違にも起因すると思われるが、山麓丘陵部という同一の地域にあってもその生業活

動には差があることを示すものといえよう。また一方では磨石、磨凹石を为体とする礫石器の

ありかたや、定形石器組成における石鏃の減尐、石錐、石匙の増加傾向といった類似点も見出

されたが、これは上記の地域における、縄文時代中期前葉の石器群の特徴のひとつを示すもの

と考えられる。 

 

Ⅳ．ま と め 
1．小梁川遺跡東側遺物包含層では、縄文時代前期末葉（大木６式期）から中期前葉（大木 7b

式期）の石器群がⅤ～Ⅰ層から層位的なまとまりを持って出土した。 

2．これらの石器群は、石鏃、石錐、石匙等の定形石器と、スクレイパーエッジ等を持つ不定

形石器、石核、磨石等の礫石器で構成される。 

3．各層の石器のうち石鏃はⅠ層において､基部の抉りが深い特徴的な大形品が減尐している｡ 

また石錐は大きさのばらつきが大きくなっている。不定形石器はスクレイパーエッジを持つ

ⅡＡ類が一貫して組成の为体を占めるが､Ⅲ層において組成比の低い類型が新たに出現し、

組成の多様化が認められる。なお礫石器の为体は、一貫して磨石と磨凹石が占めている。 

4．各層の石器群は、不定形石器と礫石器の比率がやや高いが、全体としては特に高比率のもの

がない点に特徴があり、Ⅴ層（大木６式期）からⅢ～Ⅰ層（大木7a～7b式期）にかけて定 
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形石器の比率の低下と、不定形石器の比率の上昇が認められる。またⅠ層では､定形石器組成

の为体が、石鏃から石錐、石匙に変化していることがわかる。 

5．Ⅲ～Ⅱ層の石器群と、これと同一時期に属する中ノ内Ａ遺跡の石器群とを比較すると、石鏃

の減尐、石錐、石匙の増加傾向と、磨石、磨凹石を为体とする礫石器組成の点では共通して

おり、山麓丘陵部に立地する縄文時代中期前葉の遺跡の石器群の特徴のひとつを示すと考え

られる。また他の器種における組成比等の相違は、両遺跡の構成の相違や生業活動の差を示

すことが推定できよう。 
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