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刊行にあたって

財団法人愛媛県埋蔵文化財調査センターでは、愛媛県内において埋蔵文化財

の調査研究及び埋蔵文化財に対する保護思想の普及・啓発を目的に業務を進め

ております。

当センターの調査成果につきましては、調査報告書にまとめ刊行するとともに、

調査の概要は年報 愛
え

比
ひ

売
め

に掲載し、さらに発掘調査に伴う現地説明会、当

センターでの速報展・特別展を行い、埋蔵文化財の普及・啓発に努めております。

このたび、当センター職員の埋蔵文化財に関する日頃の研究成果をまとめた

研究紀要 紀要愛媛 第 号を刊行することとなりました。この研究紀要が、

皆様方の歴史や考古学の研究の上で、ご活用いただければ幸いに存じます。

最後になりましたが、今後とも関係諸機関並びに関係者の皆様に、ご協力と

ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

平成 年 月

財団法人 愛媛県埋蔵文化財調査センター

理事長 藤 岡 澄





四国地方中・西部における
旧石器時代終末から縄文時代草創期の石斧

多田 仁

はじめに
年に筆者は、四国地方中・西部で確認された旧石器時代終末から縄文時代草創期の石斧に

ついてその類例を紹介している（多田 ）。この時点では 遺跡 点の石斧を集成したが、そ
の後 年が経過して新たに 点の資料を確認できた（第 図）。今回の報告によって、本地域で
は 遺跡 点の事例が確認されたことになった。

遺跡概要と石器の観察
奥谷南遺跡 区 層（第 図 ）

遺跡の北部には四国山地から続く標高 程の山地が連なっており、南部には複数の谷状の
地形が形成されている。遺跡はこうした谷状地形の緩斜面にあり、斜面には岩陰もみられる。ま
た、遺跡の南部に展開する高知平野を西流する国分川の支流が近接している。遺跡の標高は約
を測る。ここでは 年にかけて四国横断自動車道建設に伴う発掘調査が行われてお

り、ナイフ形石器、細石刃、細石核、縄文土器など、各時代の遺構・遺物が確認されている（松
村・山本 ）。石斧は 区の 層から出土しているが、共伴する遺物は明確にされていない。
は平面形が短冊形となり本体の中心部に最大幅をもつもので、丸みを帯びた刃部と尖鋭性を

もつ基部が形成されている。両側縁はほぼ並行するものの、やや丸みをもつ形態であるといえる。
調整剥離は本体の周囲に集中しており、表裏両面の中央部には素材時の分割面が残されている。
裏面上部には節理面が認められ、裏面刃部には調整剥離の稜線上に斜状の研磨痕が僅かに施され
ていることが解る。断面形は扁平な六角形となり、側面観は刃部・基部の両端がより薄手となっ
ている。石材は黄褐色風化面となる頁岩である。
宮地遺跡（第 図 ）

遺跡は四万十川上流域にあり、本流と支流である広見川の合流点に形成された河岸段丘上に立
地している。標高は約 を測り、周囲には急峻な山地が展開している。なお、ここではこの
石斧とともに有舌尖頭器も採集されており（木村 ）、両者が関連している可能性は高い。
は平面形が長方形で両側縁がほぼ並行し、若干丸みを帯びた刃部と方角状の基部となってい

る。表裏両面の大部分に研磨が施されており、基部側では調整剥離が部分的に残されている。断
面形は扁平な楕円もしくは丸みを帯びた六角形状となり、側面観は刃部がより薄手となっている。
刃部から本体中央部にかけては横位または斜状方向の研磨痕が確認できる。刃部側から見たとき、
刃部の縁辺部は表面側に立ち上がり、両側面からみると側縁の縁辺部が表面側に湾曲している。
基部の右側部分が欠損しているが、これは後世の破損によるものである。石材は灰色風化面とな
る頁岩である。



第１図　遺跡分布図



第２図　石斧実測図１（１．奥谷南遺跡Ⅴ区Ⅳ層）

池ノ岡遺跡 地点（第 図 ）

遺跡は愛媛県と高知県の県境付近に形成される御槇盆地にあり、盆地の縁辺部に形成される広
大な扇状地に立地している。遺跡の南側には、宿毛湾に注ぐ松田川上流部支流の御内川源流が湿
地帯となって広がっている。近年になって本遺跡では、ほ場整備に伴う発掘調査が行われており、
縄文時代の包含層が確認されている（橘 ）。また、本遺跡では尖頭器・船野型細石核・スク
レイパー、さらにここに紹介するものに類似した石斧等も採集されており（犬飼 、木村 、
多田 ・ ）、船野技法に関連した石器群の存在が示唆されている（多田 ほか）。周辺の
標高は約 を測る。
は胴部から刃部に最大幅をもつ短冊形のものである。調整剥離は表裏両面ともに周縁加工と

なっており、表裏両面の中央部にはやや大まかな調整剥離痕が認められる。刃部は欠損している。
側面観はほぼ厚さが均等となる扁平なもので、僅かに表面側へ膨らむように湾曲している。表裏
面中央部には素材時の剥離痕が大きく残され、横断面形状は扁平な楕円形状である。石材は灰色
風化面となる頁岩である。



第３図　石斧実測図２（２．宮地遺跡　３．池ノ岡遺跡Ａ地点）



槇川遺跡（第 図 ）

遺跡は池ノ岡遺跡と同じく御槇盆地にあり、池ノ岡遺跡とは御内川と松田川支流の槇川を介し
て盆地の縁辺部に形成される河岸段丘上に立地している。周辺の標高は約 を測る。
は刃部に最大幅をもつ長方形状のものである。調整剥離は表裏両面ともに周縁から中央部に

まで残されており、中央部のものはやや大まかなものとなっている。刃部の左側側と基部は欠損
しているが、後世の破損によるものである。側面観はやや不安定な形状で、表面側では凹凸が著
しいため、未成品の可能性もある。横断面形状はやや厚みのある六角形状である。石材は黄灰色
風化面となる頁岩である。
梶郷駄場遺跡（第 図 ）

遺跡は宇和海に流れ込む僧都川上流域に形成された河岸段丘上にあり、標高は約 を測る。
周囲には同様な河岸段丘が比較的広く形成されており、遺跡の立地する段丘は平坦部を広くもつ
安定した地形となっている。ここでは過去に愛媛県による発掘調査も行われており、縄文時代前
期の包含層が確認されている（吉本 ）。
は両側縁が並行するもので、長方形状の全体形になると考えられるものである。表裏両面の

大部分に研磨が施されており、断面形は扁平な六角形状で側面観はほぼ均等な厚みをもつ。刃部
から本体中央部にかけては斜状または縦位方向の研磨痕が確認できる。基部は欠損しており、石
材は黒色風化面となる頁岩である。
双海中駄場遺跡（第 図 ）

遺跡は太平洋に面した海岸段丘上にあり、標高は約 を測る。周囲には同様な海岸段丘が南
北に広く形成されており、周辺には平野茶園遺跡や初崎遺跡など、同様な遺跡立地となる旧石器
時代から縄文時代の遺跡がいくつか確認されている（木村 ほか）。
は刃部に最大幅をもつ撥形の平面形となるもので、刃部と基部が丸みをもつ形状となってい

る。刃部には縦位方向の研磨が施されており、表裏両面の中央部には素材時の剥離面が残されて
いる。断面形は扁平な六角形状で側面観はほぼ均等である。石材は黄灰色風化面となる頁岩で
ある。
窪津遺跡（第 図 ）

遺跡は太平洋に面した足摺半島の東側に形成された海岸段丘上にあり、標高は約 を測る。
なお、この石斧は既に木村剛朗氏によって報告がなされているものである（木村 ）。
は僅かに刃部に最大幅をもつようであるが、大まかに短冊形として捉えることができる。刃

部と基部は丸みをもつ形状となっており、側面観も刃部・基部は薄手になっている。刃部には斜
状または縦位方向の研磨が施されており、本体の調整は主に周囲に行われていることが解る。断
面形は扁平な楕円形状で、石材は黄灰色風化面となる頁岩である。

石斧の分類
これらの石斧について 年に行った基準で分類してみる（多田 ）。なお、破損の著しい
（梶郷駄場）の 点は分類から除外した。



第４図　石斧実測図３（４．槇川遺跡　５．梶郷駄馬遺跡）



第５図石斧実測図４（６．双海中駄馬遺跡　７．窪津遺跡）

第 表 石斧観察表

番号 遺跡 所在地 石材 石材の風化状況 最大長 最大幅 最大厚 重量 残存 保管 関連文献

奥谷南遺跡 区 層 高知県南国市
岡豊町小蓮 頁岩 黄褐色風化 完形 高知県埋蔵文化財センター 松村・

山本

宮地遺跡 高知県四万十市
江川崎 頁岩 灰色風化 基部欠損 個人蔵 木村 ほか

池ノ岡遺跡 地点 愛媛県宇和島市
津島町御内 頁岩 灰色風化 刃部欠損 個人蔵 橘 ほか

槇川遺跡 愛媛県宇和島市
津島町槇川 頁岩 黄灰色風化 基部・

刃部欠損 個人蔵

梶郷駄場遺跡 愛媛県南宇和郡
愛南町梶郷下 頁岩 黒色風化 基部欠損 個人蔵 木村 ほか

双海中駄場遺跡 高知県四万十市
双海中駄場 頁岩 黄灰色風化 完形 個人蔵 木村

窪津遺跡 高知県土佐清水市
窪津 頁岩 黄灰色風化 刃部欠損 個人蔵 木村



短冊形

両側縁がほぼ並行し、基部と刃部またはどちらかが丸みを帯びるもの。本体の最大幅は胴部で
測ることができる。これらはさらに長幅比で 細分され、長幅比 未満が （奥谷南）・
（池ノ岡）、長幅比 未満が （窪津）である。
長方形

基部と刃部が直線的に仕上げられ、全体形が長方形となるもの。胴部または刃部に最大幅をも
つものがある。これらはさらに長幅比で 細分され、長幅比 未満が （槇川）、長幅比

未満は （宮地）である。
撥形

最大幅を刃部にもつもので、基部は細く仕上げられている。ここでは （双海中駄場）が該当
し、長幅比 未満である。
以上のように石斧を 分類 細分に分類したが、各類の量的な傾向や分布差などをみてみると、
短冊形が最も多く（ 点 ％）、次いで長方形（ 点 ％）、撥形（ 点 ％）となる。ち
なみに 年には短冊形 点（ ％）、長方形 点（ ％）、撥形 点（ ％）であった。点数比
からすれば、ほぼ変わりない結果が得られている。

石斧の使用石材
石材については 点すべてが頁岩を使用しており、基本的には四国地方西南部において広範囲
に産出される在地系石材の利用であると判断できる。今回の集成結果からも 年の評価と同様、
四国地方中部 西南部で認められる当該期の石斧については、在地系石材を主体的に利用してい
るといえよう。

遺跡の分布と立地
年に行った集成の結果からは、当該期の石斧が四国地方の中心部から西部にかけて分布の

集中がみられ、平野部には全く認められず、狭い河岸段丘や丘陵部で発見される場合が多いこと、
そして、石斧の採集地と石材の入手しやすいと考えられる場所が一致する傾向にあるということ
が考えられた。また、遺跡立地については岩陰・洞穴遺跡が 遺跡、丘陵（扇状地）の立地が
遺跡、河岸段丘の立地が 遺跡、山地傾斜面の立地 遺跡となった。ここでもこれに準じて確認
してみると、岩陰・洞穴遺跡が 遺跡、扇状地の立地が 遺跡、河岸段丘の立地が 遺跡、海岸
段丘の立地 遺跡となった。やはり今回のデータでも、河岸段丘上に遺跡が残される場合が多い
ようである。

石斧の編年観
当該期石斧の編年観については、現在でも 年に提示したもので大過ないと考えている。つ
まり、短冊形の石斧を古相に、そして、長方形と撥形のものを新相に位置づけ、古相では細石刃
石器群との共伴、新相では草創期土器群との共伴を想定している。現段階ではこの編年観の変更



第６図　遺跡位置図（１：25,000）



を迫られるような調査事例がないため、基本的にはこの考えを踏襲しておくこととしたい。
ここで注意しておきたい現象がある。それは池ノ岡遺跡 地点の石斧である。 年の報告で
も池ノ岡遺跡 地点で採集された石斧を紹介しているが、今回と同じく頁岩製の小形なもので、
年報告のものが最大長 、今回報告のものが （但し刃部欠損）であり、長幅比は前

者が 、後者が である。さらに全体形も両者ともに短冊形で、周縁加工による調整加工が
施されるなど、非常に類似した形態となっている。ここでは石斧や尖頭器と船野技法との関連が
想定され、東九州で認められる石器群が検出される可能性も示唆できる。これら 点の石斧が、
細石刃文化段階における石斧の一形態として評価することもできよう。
さらに、宮地遺跡の石斧について述べておきたい。ここでは石斧とともにサヌカイト製の有舌
尖頭器も採集されている（木村 ）。これらが共伴する確証はないが、四国において有舌尖頭
器と石斧の共伴事例を振り返ってみると、最も類似した事例として高知県不動が岩屋遺跡を挙げ
ることができるだろう（岡本・片岡 ・ ）。ここでは小形の頁岩製石斧が確認されている
が、平面形は長方形状でほぼ全面に研磨が施されている。宮地遺跡の石斧と形態的に類似するだ
けであるが、有舌尖頭器が関連することなどを考え合わせると、けっして無関係とはいえないだ
ろう。

おわりに
四国全域の石斧資料を確認してみると、やはり四国の西南部には確認事例が多いことがわかる

（多田 ほか）。そして、この分布状況からは豊後水道を挟んだ九州の事例も考慮べきであろう。
以前にも指摘したことはあるが、宮崎県の事例をみると小形で薄手な石斧が存在しているようで、
報告者は条件つきで縄文時代草創期に所属する可能性を示唆している（金丸 、松本 ほ
か）。これは本稿で想定している年代観とも共通しているといえる。また、九州との関連は先に
触れた両地域における船野技法の存在からも想定できるだろう。このことは細石刃文化段階の西
南四国と東九州が類似した石器組成であったと考えることができ、今後も詳細に比較検討を行え
ば、両地域がほぼ同じ階梯を経ていることも論証できるのではないだろうか。
今回の集成にあたって、遺跡・資料見学や遺物実測については木村剛朗氏から多くの情報をい
ただいた。ここに記して感謝申し上げたい。

（ 年 月 日）

本稿執筆後の平成 年 月 日に、高知県を代表する考古学者である木村剛朗氏が他界された。
筆者がこれまでに西南四国をフィールドとして本書などにまとめてきた一連の資料紹介は、多く
が木村氏の情報によるものであった。この石斧の集成を思い立ったのも、氏から多くの情報をい
ただいたのが始まりである。そして、こうして何かを書きまとめる時は、いつも快く了承してく
れたことが忘れられない思い出となってしまった。
また、木村さんからは多くのご指導を得ているばかりでなく、楽しい時間を過ごしたことも忘
れられない。氏とは数々の遺跡を巡りながら、石器のこと、遺跡のこと、人間のこと、風土のこ



と、研究法のことなど、いろんなことを議論しあったばかりでなく、筆者が中村に行くと必ずと
いってよいほど酒席で楽しい時間を過ごしたことも数えきれないほどであった。
筆者にとって学問の師であり、人生の先輩であった木村剛朗氏の冥福を祈り、ここに本稿を御
霊前に捧げたい。

（ 年 月 日）

参考文献
犬飼徹夫 池の岡遺跡 地点で新発見の遺物について 遺跡 遺跡発行会

岡本健児・片岡鷹介 高知県不動が岩屋洞穴 日本の洞穴遺跡 日本考古学協会
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集成 宮崎縄文研究会
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