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相模野第Ⅳ期前半における集団関係の予察

―茂呂系 ナイフ形石器の検討か ら一

富 樫 孝 志

I.は じめに

相模野台地はローム層が発達 しており,野川・月見野両遺跡の発掘調査以後,多 くの良好な

石器群が層位的に検出されている。そして, I～ V期 に時期区分され,相模野編年として知ら

れている。近年,第Ⅲ期終末から第V期 にかけての時期,層位的には第 2黒色帯上部からハー

ドローム層にかけて,尖頭器を含む石器群が検出され,ナ イフ形石器文化から尖頭器文化に至

る石器群の動態の研究が盛んに行われている。その研究の主流は,文化論的研究,尖頭器の出

現に関する研究,技術構造論といった分野に分けることができる。特に技術構造論は稲田孝司

氏が唱えて以来,尖頭器文化の成立,尖頭器の出現 とも絡んで常に問題視されてきた分野であ

る。

これらの研究は尖頭器,あ るいは尖頭器を含む石器群の変遷といった,遺物そのものの研究

に終始 してきており,良好な尖頭器の接合資料が不足 している現状では,こ うした研究もそろ

そろ限界に近づいている感がある。こうした中で,激 しい動態を示す当該期の石器群の背後に

ある社会・集団に言及 した研究はほとんどなされていないのが現状である。社会・集団に踏み

込んだ研究がなされて初めて尖頭器文化の本質的な評価ができるのではないか。

相模野台地の集団に言及 した代表的な研究 としては近藤義郎氏の研究がある。近藤氏はブ

ロック,ブ ロック群,遺跡,遺跡群 といったさまざまなレベルでの検討から, 日常の狩猟・採

集生活を行い,普遍的に存在 した血縁的小集団を単位集団と設定 し,相模野台地内ではこうし

た単位集団が集団群を形成 し,近隣の集団群 との間に同族的関係を保持 していたとしている。

矢島國雄氏は相模野第Ⅳ期までの遺跡の分布は各中小河川の流域に均等に分布するのに対 し,

次の第V期 になり,尖頭器が石器組成の主体を占める時期になると,特定河川の特定の流域に

集中する傾向があり, こうした変化はそれまで存在 していた集団が再編成されていく過程とし

てとらえられることを示唆 している。

両氏の研究を考え合わせると,尖頭器文化の成立にあたって,そ れまで普遍的に見られた集

団関係に大 きな変化が生じたのではないかという,重要な問題が浮かびあがってくる。これが

具体的にどのような変化であったのかを解明することは,尖頭器文化成立の本質的な評価に関

わる極めて重要な課題である。そして,そ れを解明するには,前段階として,ナ イフ形石器文
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化の終末期における集団関係を把握することが不可欠であろう。

そこで,本稿では相模野第Ⅳ期前半における集団関係の把握を,以下のような方法で試みる

ことにする。

集団↓巴握の手段 としてはさまざまな方法が考えられる。最も有効な方法は,主要石材,技術

構造,石器組成などを総合的に検討することであろう。相模野第Ⅳ期前半の特徴 としては,次

の点が周知のところである。在地石材を主要石材 としており,石刃技法を技術基盤とし,茂呂

系ナイフ形石器を製作 している。石器組成の点ではナイフ形石器が主体であり,こ れにスクレ

イパー,彫器などが加わり,数点の尖頭器を含む場合がある。以上の点は各遺跡に共通 して認

められる点である。こうした点を前提 として, 1つ の台地内における,集団関係の把握 となる

と,当該期ではナイフ形石器の属性分析が 1つ の有効な手段であると考えられる。ナイフ形石
(8)

器の属性分析では集団, さらには個人レベルにまで迫ることが可能であるが,当該期のナイフ

形石器のほとんどは茂呂系ナイフ形石器 として理解できる。茂呂系ナイフ形石器は一様に石刃

を素材 としているため,型式的把握が容易であり,その製作技法に一定の差異が認められれば
,

それは集団差を反映 している可能性がある。具体的な実践例 としては砂川遺跡における安蒜政

雄氏の研究がある。安蒜氏の視点は茂呂系ナイフ形石器を製作する際の石刃の用い方,すなわ

ち,打点をナイフ形石器の先端側にもってくるか,基部側にもってくるか,ま た,刃部が左側

にくるか,右側にくるか, といった点である。ナイフ形石器を個別にこうした視点で検討 して

いくと,A地点では打点を石器の基部側に設定するものが多いのに対 し, F地点では打点を石

器の先端側に設定するもが多いという,そ れぞれ逆の傾向が現れる。この差を安蒜氏は単位集

団差 としてとらえている。このように,石器の機能に関係 しないと思われる属性には集団差が

現れやすいと考えられるから,こ うした視点は有効であろう。本稿でもこうした視点で,茂呂

系ナイフ形石器の属性分析を試みることにする。本稿で検討する属性は以下の通 りである。ナ

イフ形石器を正位置においたときの素材の打点の上下,二側縁加工のナイフ形石器に関しては,

基部の形態,すなわち尖らせるか,九みをもたせるかである。これらはナイフ形石器の機能に

関係ない属性であると考えられ,定量分析を行 うことで有意な差が抽出できると思われる。な

お,刃部の左右に関しては,栗原中丸遺跡で,ナ イフ形石器の各形態を通じて左側にするもの

が優位を占める傾向が認められた以外は,各遺跡,ナ イフ形石器の各形態ごとに,かなりのば

らつきが見られ,優位な傾向を示さなかったので,集団差を反映する属性ではないと判断し
,

検討項目からはず した。

Ⅱ.追跡分布と拠点的遺跡の立地

神奈川県における遺跡の分布は周知のように相模野台地に集中している (図 15)。 最近に

なって,丹沢山地といった山間部にも旧石器時代の遺跡が発見されてきているが,相模野台地
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橋本遺跡 3 月見野遺跡群 5 上草柳遺跡辞

中村遺跡 4 長掘遺跡群  6 栗原中九遺跡

図15 相模野台地における追跡分布図

(注 10文献を改変)

中小河川の流域に集中していることは一目で

わかるが, さらに次のような特徴を指摘でき

る。各中小河川の中流域から上流域,標高で

いえば40mか ら90mの 間に集中している。た

だし,鳩川,姥川流域だけは標高100m付近

にまで及んでいる。このような集中域は日常

生活圏として考えることができるであろう。

これは南北10数km,東西数lQ4の範囲で,民族

例に見られるように 1つ の集団の日常生活圏

を半径数血の円内とすると, この範囲に居住

していた単位集団群の数は 5つ を越えること

はないであろう。

こうした日常生活圏内に分布する遺跡の中

で,規模の大 きな遺跡は分布域の北端,すな

わち,川 の上流に位置 している。川の上流 ,

特に水源地付近でいくつかの川が集まってく

る所に大規模遺跡が形成される要因は,栗島

義明氏によって明解に説明されている。すな

わち, 日常生活は河川沿いを上流にさかの

はったり,あ るいは下流に下ったりするよう

な移動を伴うもので,河川の水源地付近はそうした移動の折り返し地点にあたる。こうした所

は各集団が必ず通る場所であり,必然的に大規模遺跡や遺跡群が形成されるとしている。相模
(13) (14)

野台地では,栗原中九遺跡,橋本遺跡,ま た,川 の中流域ではあるが,さ きに設定 した日常生

活圏の最上流域に位置する長堀遺跡群がこれにあたると考えられる。また,個々の遺跡の規模

は大きくないが,河川の水源地付近に遺跡群を形成 している上草柳遺跡群や月見野遺跡群もこ

れにあたるであろう。このような各集団が共通 して居住 したと考えられる遺跡は,各々の集団

色が擬縮 していると考えられ,ま ずはこうした遺跡で出土 した茂呂系ナイフ形石器を検討する

ことで,当時の集団の↓巴握を試みたい。

工.各追跡での茂呂系ナイフ形石器の分析

具体的な検討にはいる前に茂呂系ナイフ形石器の形態分類をしておく。茂呂系ナイフ形石器

の形態分類はいくつか考えられるが,こ こでは以下のように分類する (図 16)。

A類 :二側縁加工で,茂呂型と称されるものである。

・ヽ
´
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B類 :一側縁全体に加工が及んでいるもの

である。

C類 :素材の先端の一側縁のみに加工がと

どまるものである。

D類 :素材の一端を断ち切るように加工を

施 したものである。

1.栗原中丸遺跡第V文化層

栗原中九遺跡は目久尻川の水源地付近に位

置 してお り,他に綾瀬川,蓼川,引 地川 と 図16 茂呂系ナイフ形石器の形態分類 は13文献より)

いった河川が集まってくる地理的環境にもあ

る。第V文化層では3000点 を越える遺物が出

土 しており,ブロック数は65を数える神奈川

県内でも屈指の大規模遺跡である。この遺跡

での母岩別資料や接合資料の分布などから,  c類 上(6)

A類

B類

打面の向き

上 (58)  I下 位8)

基部の形態

尖 (38) 十九 (22)

それぞれのプロックは 7つ のブロック群に分

けることがで き, しかもそれらは時間差 を

もって残されたことが考えられている。こう  図17

したことから, この遺跡は何回 もの居住 に

よって残されたことが考えられる。さらに言えば,栗島氏によって指摘されているように, 日

久尻川,綾瀬川,蓼川,引地川といった河川沿いに移動生活 していた集団が くりかえし居住 し

た場所 と考えられる。

まず,茂呂系ナイフ形石器全体について各属性を見ると,図 17の ようになる。各形態を通じ

て打面は上,基部は尖らせるものが優位を占めている。石刃は統一的な平面観のみならず,反

りが少なく,打面から末端まで厚さが極端に恋化 しないといった側面観にも技術的特徴がある。

したがって,石刃からナイフ形石器を製作する場合,打面を先端側,末端側のいずれかにも設

定できると考えられる。こうした二者択一的な属性を無意識に選択 した場合,確率論的には両

者がほぼ同数になるはずであるが,こ のようにどちらか一方に偏 りが生 じている場合は,やは

り意図的な選択があったと考えるのが妥当であろう。次にこれらの傾向がが文化層全体に共通

してみられるのかどうか検証 してみる。ブロック単位で検討 してみると,各ブロックで出土 し

たナイフ形石器は数点づつではあるが,や は打面は上,基部は尖らせるものが優位を占める傾

向がうかがえる。さらに,母岩別資料の共有関係などから,近似 した時期に同一集団によって

残されたと考えられるブロックどおしをブロック群 としてまとめてみるとこうした傾向は一層

上 (14) 1下 (4)

D類 上(45)  
「

(

栗原中丸遺跡第V文化層における茂呂系

ナイフ形石器の属性
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打面の向き

上 (34)1 下 (34)

上 (3)

上 (17) 1下 (11)

上(6)1 下 (9)

上 (15)1 下 (15)

上 (28)1 下 (27)

下鶴間長堀遺跡第Ⅲ文化層

A類

B類 上(5) 1下 (3)

上 (9)1 下 (11)

上(3)1 下 (3)

上(5) 
「

(2)

長堀北遺跡第Ⅵ文化層

A類 上 (10)I  下 (21) (7)1   丸 (22)

上(7)1 下 (9)

明確になる。

以上の検討から,栗原中丸遺跡第V文化層

における茂呂系ナイフ形石器製作の特徴 とし

て次の点を指摘できる。

・各形態を通じて,石刃の打面を先端側に

設置するものが圧倒的に多い。

・ A類においては基部を尖らせるものが多

なお,D類 においては素材の一端を折断す

るので,打面を上にもってくることは,刃部

の作出と打面の除去 という2つ の製作上の意

義を持っていたことが考えられる。

こうした特徴を集団の保持 していたナイフ

形石器製作上の規範ととらえるならば, 日久

尻川,綾瀬川,蓼川,引地川 といった河川流

域に 1つ の集団が存在 していた可能性がある。

この集団は,栗原中九遺跡で同時存在 と考え

られるブロック数が数ブロックであることか

ら,単位集団,あ るいは単位集団群のレベル

を越えるものではないであろう。

基部の形態

尖(28)1 丸 (33)

尖(5)1 丸(6)

D類

C類

D類

長堀南遺跡第Ⅳ文化層
2.長堀遺跡群

図18 長堀追跡群における茂呂系ナイフ系石器の  長堀遺跡群は境川中流域,標高70m台 に位
属性

置 している。本稿では資料が公表されている

下鶴間長堀遺跡第Ⅲ文化層,長堀南遺跡第Ⅳ文化層,長堀北遺跡第Ⅶ文化層を対象とする。下

鶴間長堀遺跡第Ⅲ文化層では,出土遺物の総点数は4,000点 をはるかに越え,ブロック数は16

を数える。長堀南遺跡第Ⅳ文化層では遺物総点数は2,000点 近 く,ブロック数は27を 数える。

長堀北遺跡第Ⅵ文化層では遺物総点数は300点 ほどでプロック数も4つ であるが,下鶴間長堀

遺跡 と近接 しており,同一遺跡である可能性 も考えられる。前 2者の遺跡は境川流域では最大

規模の追跡であり,調査の粗密もあろうが, これより上流にさかのぼると遺跡数は激減する。

これらのことから,長堀遺跡群は河川の水源地に形成された大規模遺跡,あ るいは遺跡群 と同

様な性格をもった遺跡であることが考えられる。下鶴間長堀遺跡では母岩別資料の分布から全

体を2つ のブロック群に分け,さ らにナイフ形石器のブロック間移動から, 2つ のブロック群

-46-



可

相模野第Ⅳ期前半における集団関係の予察

に時間差が考えられている。また,長堀南遺跡ではブロック間における母岩別資料の分布状況

などは明らかにされていないが,接合資料の分布が 1な いし2ブロック内で完結することや,

各ブロックにおける主要石材の違いなどから,数ブロックごとがブロック群 としてまとまる可

能性が高 く,こ の遺跡も複数回居住によって残されたことが考えられる。

茂呂系ナイフ形石器について,栗原中九遺跡と同様な検討を行った結果を図18に示す。点数

の関係でB類の検討はできない。A類において,下鶴間長堀遺跡 と長堀北では,打面の上下,

基部の形態には偏 りがないが,長堀南遺跡では打面を下にするものが多い傾向を示 している。

C・ D類については,下鶴間長堀遺跡では打面の上下は等数づつみられる。長堀南遺跡では打

面を上にする傾向が認められる。長堀北遺跡では点数が少なく検討できないが,全体 として
,

下鶴間長堀遺跡,長堀北遺跡 と長堀南遺跡では,違った傾向を示すようであり,異なる集団が

居住 した可能性が考えられる。なお,下鶴間長堀遺跡の 2つ のプロック群間では同様の傾向を

示 していることから,同一集団によって残された可能性が高い。

以上のことから,下鶴間長堀遺跡における茂呂系ナイフ形石器の製作上の特徴 として次の点

を指摘できる。

・ A類では,打面の位置,基部の形態については 2つ の属性がそれぞれ等数づつ見られる。

・ C・ D類では,打面の位置は上下ほぼ等数ずつ見られる。

長堀北遺跡では,A類 については下鶴間長堀遺跡 と同様の特徴を示す。

長堀南遺跡における茂呂系ナイフ形石器の製作上の特徴 としては次の点を指摘できる。

・ A類は打面を下,すなわちナイフ形石器の基部側に設定する傾向があり,基部は丸みを持

たせる傾向がある。

・ C・ D類については,打面を上にする傾向がある。

以上の検討から,ナ イフ形石器の製作について,栗原中丸遺跡とは違った特徴が指摘でき,ま

た,下鶴間長堀遺跡,長堀北遺跡 と長堀南遺跡でも違った特徴が認められた。これは同一の集

団が何等かの原因で居住 した場所によって違った方法でナイフ形石器を製作 したと考えるより

は,ナ イフ形石器の製作に関して別の規範をもった集団を考えた方が適当であろう。

3.橋本遺跡第Ⅲ文化層

橋本遺跡は境川の上流,水源地から少 し下流に下った所に位置 している。出土遺物は2,600

点程で,ブロック数は明らかにはされていないが,報告書を見る限り,20を 下ることはないで

あろう。黒曜石の分布が調査区の北半に集中する傾向があり,主要石材である珪岩は 3ケ所程

に強い集中をみせ,こ こには黒曜石製の石器がほとんど分布 していない。また,接合資料は遠

距離で接合するものはないなど,こ れらのブロックが同時に残されたとは考えにくい状況が認

められる。やはり,複数回居住によって残されたと考え方が妥当であろう。さて,橋本遺跡に
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A類

上 (9)1 下 (13)

(3)1  下 (3)

上 (12)1  下 (19)

図19 橋本遺跡第Ⅲ文化層における茂呂系ナイフ ここでは遺跡の調査例が少ないこともあろう

形石器の属性
が,今のところ,当該期の規模の大 きい遺跡

は発見されていない。下久沢山谷遺跡が,鳩川の水源地付近に位置 しており,発掘調査 もなさ

れているが,後述するように石刃技法,茂呂系ナイフ形石器が明確ではないため,こ こでは検

討からはずすことにする。さらに,鳩川,姥川の水源地が橋本遺跡 と5 km程の距離であること

も考えあわせると,鳩川,姥川流域に居住 した集団が橋本遺跡を拠点とした可能性は考えられ

るであろう。したがって,当遺跡を検討することで,境川上流域,鳩川,姥川流域に居住 した

集団に言及できるのではなかろうか。図19に橋本遺跡の茂呂系ナイフ形石器の検討結果を示す。

打面の位置については,各形態を通じて下にするものが優位を占めている。基部の形態につい

ては,尖 らせるものと九みをつけるものが等数づつ認められる。これらのことから,橋本遺跡

の茂呂系ナイフ形石器の製作技法において次の点を指摘できる。

。いづれの形態においても打面を下,す なわち,ナイフ形石器の基部に設置する傾向がある。

・ A類の基部の形態は尖らせるものと九みをつけるものと等数づつある。

こうした検討から,特に打面の位置に関して,先に検討 した栗原中九遺跡,長堀遺跡群 とは

違った傾向が出ていることから,こ れらの遺跡に居住 した集団とは別の集団が居住 した可能性

がある。

以上のように,各拠点的遺跡 と考えられる遺跡ごとに茂呂系ナイフ形石器の属性,素材であ

る石刃の用いかた,基部の形態について検討を加えてきた。その結果,各拠点遺跡ごとに違っ

た傾向が認められ,そ れらは集団差を表 している可能性が考えられた。

4.その他の遺跡

河川の中流域に分布するその他の遺跡についてはどうであろうか。上記で行ったような検討

を同様に行 うことで,拠点的遺跡間で想定 した集団差をさらに検証 したいところであるが,ほ

とんどの遺跡は小規模で,出土 したナイフ形石器の点数も少数である。これは,各集団が短期

間の居住をくりかえしていたためと思われる。定量分析に耐えうる点数のナイフ形石器を出土

しているのは中村遺跡のA類のナイフ形石器 くらいである。参考までに中村遺跡での検討結果

を図20に示す。 C地区では打面を下にするものがやや優位を占めている。D～ F地区では,打

打面の向き

上 (26)1  下 (43)

基部の形態

尖(29)I 丸 (32)

居住 した集団の主要な日常生活域はどこに考

えられるであろうか。境川流域では,先に検

討 したように,長堀遺跡群よりも上流では遺

跡数が激減する。橋本遺跡の近隣で遺跡が濃

密に分布 しているところは,橋本遺跡よりも

5臨程南下 した所の鳩川,姥川流域である。

B類

C類

D類



¬

相模野第Ⅳ期前半における集団関係の予察

面を上にするものと下にするものとが等数づ

つ認められる。基部の形態については基部を

九 く仕上げるものが優位を占めており,長堀

遺跡南でみられた傾向と同様である。これら

のことから,少なくとも中村遺跡 C地区に居

打面の向き

上 (22) 下 (33)

上 (21)1 下 (21)
Ｉ
Ｌ

２０

Ｄ・Ｆ
躯

図

基部の形態

尖tOI  丸(35)

丸 (32)

中村追跡第V文化層における茂呂系ナイフ

系石器の属性

住 した集団は長堀遺跡群に居住 した集団と同じ集団に属 していた可能性が高いと考えられる。

月見野遺跡群は目黒川流域に立地 した,当該期においては極めて重要な遺跡であるが,全貌

が明らかではないので,こ こでは検討を控えておく。

V.考察                  「 '

以上検討 してきたことをまとめながら,相模野第Ⅳ期前半における集団関係についての考察

を行 うと          `           「      '

相模野台地においては中小河川中流域に遺跡が分布 し,標高では40～70m,100m付近に集

中していた。そして,河川の水源地付近には複数回居住によって残されたと考えられる大規模

遺跡や遺跡群が形成されていた。その他の遺跡は遺物の出土点数の少ない,短期間の居住によ

ると思われる遺跡がほとんどであった。こうしたことから,移動の形態 としては,中 刻ヽ河川沿

いに短期間の居住を繰 り返 しながら,中流から上流にかけて移動 し,水源地付近で折 り返すと

いった回帰移動が考えられる。こうした想定のもとに,水源地付近に形成された拠点遺跡は各

集団が共通 して居住 した所であり,集団色が疑集されているであろうと考え,茂呂系ナイフ形

石器の属性分析から集団色の抽出を試みたとその結果,各拠点遺跡ごとに違った傾向をみせ,

4つ の集団が存在する可能性を指摘できた。それらは以下のとおりである。

1つ 目は栗原中九遺跡に居住 した集団で, 日久尻川,綾瀬川,蓼川,引地川を主要な居住域

としていた集団であると考えられた。 2つ 日と3つ 目は下鶴間長堀遺跡 と長堀北遺跡に居住 し

た集団と長堀南遺跡に居住 した集団で, ともに境川を居住域 としていたと思われる。 4つ 日は

橋本遺跡に居住 した集団で,境川上流域,鳩川,姥川を居住域 としていたと思われる。このよ

うに見てくると,そ れぞれの集団が独自の居住域をもち,基本的にその居住域内で移動生活を

しながら共存 していたような状況がうかがえる。もちろんこのような独自の居住域内でのみ 1

年間の生活のすべてがまかなえたとは考えにくいが,逆に複数の集団が近接 して居住すること

は土地の生産性を低めることになり,結局は移動,分散を余儀なくされるであろう。拠点遺跡

以外の遺跡での出土遺物の点数や,ブロック数などから,ま た,拠点遺跡内でも同時存在が考

えられるブロックは数ブロックであることなどから,いづれも短期間の居住が考えられた。こ

のことは土地の生産性の低 さを物語るものであり,や はり,複数集団が近接 して居住すること

は困難であったと考えられる。各集団がこうした危険を避けるために,お のづと独自の居住域
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を形成 したのであろうか。

今後の課題

今回は茂呂系ナイフ形石器のみに焦点をあてて検討 したが、相模野第Ⅳ期前半は尖頭器の出

現期でもあり,尖頭器を含めた検討が不可欠である。これは非常に重要な問題を含んでいると

思われるので,稿 を改めたい。同様な検討を武蔵野台地においても行い,比較検討することも

重要であろう。また,時期をさかのぼって,こ うした集団関係の系譜を探ることも必要であろ

う。こうした検討を経て,南関東における尖頭器文化成立の新 しい評価ができるものと考える。

さて,以上,検討 した遺跡以外に,当該期において石刃技法,茂呂系ナイフ形石器を明確に保

有 しない遺跡が認められる。先にあげた下久沢山谷遺跡の第Ⅲ文化層の他に代官山遺跡第V文

化層がこれにあたる。これらの遺跡では,幅広の縦長孝J片剖離技術を主体 とし,そ の制片の打

面を基都側に設定 し,打面を残す幅広のナイフ形石器を主体的に製作 している。こうした象J片

刹離技術,ナ イフ形石器は相模野第Ⅳ期後半に認められるもので,層位的には,第 1黒色帯上

部で出土するものである。これらの 2遺跡は出土層位は第 1黒色帯中部であり,相模野第Ⅳ期

前半に含まれるが,石器群の内容から相模野第Ⅳ期後半に含める考えもある。相模野第Ⅳ期後

半になると,一部の遺跡を除いて,箱根産と思われる粗悪な黒曜石が主要石材 となってくるが,

代官山遺跡第V文化層では,在地石材が主体で,使用 している黒曜石は長野県産 と思われる比

較的良質のものである。こうしたことから,相模野第Ⅳ期後半に含めるには,主要石材の問題

も解決 しなければならない。筆者は,今のところはこの 2遺跡を相模野第Ⅳ期前半に含めてお

きたい。そうすると,こ の 2遺跡の石器群は,今回検討 した諸遺跡 とは石器群の内容の違いが

大 きく,社会・集団論的な説明が必要になる。わずか 2遺跡のみで 1つ の集団を設定するには

論が飛躍 しすぎる感がある。微妙な時期差が存在するのか,集団差なのか,こ れも重要な今後

の課題である。

最後になりましたが,本稿を作成するにあたって,稲田孝司先生には研究方法などに関して

様々な御教示をいただいた。新納泉先生,絹川一徳氏には日頃より御指導をいただいている。

阿部芳郎,土井基司,松木武彦,山本悦世の諸氏には勉強会などを通じていろいろと討論 して

いただいた。また,資料収集などに関しては次の方々の御世話になった。

相田薫,織笠昭,織笠明子,白石浩之,土井永好,御堂島正

以上の方々に厚 く御礼申し上げます。

注

1)矢島國雄・鈴木次郎「相模野台地における先土器時代研究の現状」F44奈川考古』第1号 1979年
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2)例 えば次のような研究がある。

栗島義明「捨先形尖頭器石器群の研究序説一中部日本における地域的様相の把握―」『考古学研究』第

32巻第 4号 1986年

織笠昭「相模野尖頭器文化の成立と展開」「大和市史研究」第13号  1987年

3)例 えば次のような研究がある。

中村喜代重「相模野台地における槍先形尖頭器の出現について」日日石器考古学』第36号 1988年

4)例 えば次のような研究がある。

鈴木次郎「ナイフ形石器石器の終末と槍先形尖頭器石器群の出現―相模野第Ⅳ期石器群の構造的理解

―」『神奈川考古』第22号 1986年

5)稲田孝司「尖頭器文化の出現と旧石器的石器製作の解体」『考古学研究』第15巻第 3号 1969年

6)近藤義郎「先上器時代の集団構成」『考古学研究』第22巻第 4号 1976年

7)矢島國雄「先土器時代遺跡の構造と遺跡群についての予察」『考古学研究』第23巻第 4号 1977年

8)角張淳―「黒曜石原産地遺跡と消費地遺跡のダイナミズムー後期旧石器時代石器群の行動的理解―」

『先史考古学論集』第 1集 1991年

9)安蒜政雄「砂川遺跡についての一考察―イ固体別資料による石器群の検討 (2)一」『史館」 第 9号

1977年

10)神奈川県立埋蔵文化財センター『かながわ考古学第 1集 神奈川県下における主要遺跡の分布とその間

題点』1990年

11)こ こでは次のような遺跡を大規模遺跡として扱う。出土遺物の総点数1000点以上,検出ブロック数10基

以上

12)栗島義明「先土器時代遺跡の構造論的研究序説」『土曜考古』第11号 1986年

13)大上周三,鈴木次郎編『栗原中丸遺跡』神奈川県立埋蔵文化財センター 1984年

14)橋本遺跡遺跡調査団『橋本遺跡Ⅵ』橋本遺跡調査会 1984年

15)麻生順司編『長堀南遺跡発掘調査報告書』大和市北部処理場建設予定地内遺跡調査団

16)中 村喜代重編『一般国道246号 (大和 。厚木バイパス)地域内遺跡発掘調査報告 I』

大和市教育委員会 1984年

17)明治大学考古学研究室月見野遺跡群調査団『概報月見野遺跡群』 1969年

18)注 12参照

19)中 村喜代重「神奈川県相模原市下久沢山谷遺跡の石器群」『神奈川考古』第 7号 1979年 によれば,姥

川の水源地付近に位置する四ツ谷遺跡が規模が大きいことが予想され,第 1黒色帯より,剖片,ス クレ

イパーを採集しているようであるが,詳細は明らかでない。

20)注 17文献

21)伊藤恒彦,中三川昇,大坪宣雄編『中村遺跡』中村遺跡発掘調査団 1987年

22)上田薫,砂田 秋編 F代官山遺跡』神奈川県埋蔵文化財センター 1984年

23)注 4の文献では下久沢山谷遺跡第Ⅱ文化層を相模野第Ⅳ期後半に位置づけている。
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