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新潟県荒川台遺跡出土炭化物の放射性炭素年代 

  

 

 阿 部 朝 衛 

 

  はじめに 

 

 2010年の夏、帝京大学文学部史学科による荒川台遺跡第12次発掘調査が

行われ、多くの炭化物が出土した。その一部の放射性炭素年代測定を行っ

たので、その結果を報告し検討する。すでに第12次調査の概要は報告して

いる（阿部 2011）が、現在、以前の調査資料を含めて本報告書作成のた

めの資料整理を行っている。発掘された石器には第 1 ～11次調査資料と接

合するものがあるので、全体を取りまとめるにはかなりの時間が必要であ

る。今までは、ある程度、独立したデータであるならば、できるだけ早期

にその成果を公表するとし、黒曜石製石器の材料産地同定のために行った

蛍光 X 線分析結果をすでに二度報告している（阿部・井上 2003、2008）。独

立したデータの早期の公表は、今後の発掘調査や石材資源環境調査などで

の具体的目的・方針を設定する上でも重要である。今回も、その方針に

従って報告するが、単なる結果報告ではなく、その意義・問題点を整理し、

今までの考古学データの取り扱い方、今後の研究方針を検討する。 

  

  １．荒川台遺跡の調査目的 

  

 新潟県北部に位置する荒川台遺跡は1984年に新潟県の高橋春栄氏によっ

て発見された。その連絡を受けて筆者はすぐに遺跡を訪れて遺跡の現状を

確認し、かつ高橋氏とともに地表面から採集した資料を検討した（阿部・

高橋 1986）。資料は後期旧石器時代に所属する細石刃石器群と石刃石器群
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であり、前者に含まれる細石刃核は、その形状、表面に残された剥離痕か

ら今まで日本で発見されている細石刃核とは特徴を異にする可能性が高い

ことがうかがえた。後者の石器群には類杉久保型ナイフ形石器や神山型彫

刻刀形石器が含まれるが、石器の材料に細石刃核の石材に酷似するものが

見いだされ、また石刃石器と細石刃石器とが同じ地点から採集されたので、

本遺跡の細石刃石器群と石刃石器群が同時代に用いられていた可能性が浮

かび上がってきた。従来の日本後期旧石器時代の石器編年では石刃石器群

の後に細石刃石器群が位置づけられている状況にあって、本遺跡資料が編

年上特異な位置を占める可能性が出てきたことになる。したがって両石器

群の絶対年代測定が必要となった。そこで、細石刃石器群の実体解明、細

石刃石器群と石刃石器群の共存関係の確認を主たる目的として、発掘調査

を1986年から開始した。調査目的には、遺跡内・遺跡間、石材などの資源

環境下での旧石器時代人の活動に関する研究も加え、そのための調査方

法・調査精度を設定して継続的に調査してきた。行動研究は旧石器時代人

の経済・社会的行動パターンの把握を目指すものであるが、両石器群の年

代的関係を検討する上でも必須の研究分野である。 

 細石刃石器群の検討は進み、製作技術はやはり日本において特殊である

ことがわかり、そこで荒川台技法を設定した（阿部 1993）。この技法によ

るとみられる資料は北海道、東北、関東、中部などの地方に見出される

（阿部 2011）が、すべての遺跡の絶対年代が明確ではなく、当然、荒川台

遺跡の絶対年代も測定されていない。この技法が技術の「型式」として成

立するには一定の地理的範囲をもつこと、かつ一定の時間内に収まること

が要件であるが、後者は満たされてはいない。したがって、この点からも

本遺跡の細石刃石器群の絶対年代測定が必要であった。 

 日本では、ある特定の時空間を持つ型式を設定する際、絶対年代を重視

する研究者が少ない傾向がある。仮に、小地域に位置する20遺跡で「A 型

式」、「B 型式」、「C 型式」の遺物がそれぞれの遺跡で同じ順番で層位的に

発見されたとしても、「A 型式」、「B 型式」、「C 型式」のそれぞれが実在

し、かつその順番で変化したということを明言できないことにあまり注意
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を向けていないからである。A 型式、B 型式、C 型式が認定されるには、

20遺跡の「A 型式」、「B 型式」、「C 型式」のそれぞれが出土した各層の層

相が20遺跡において同一と判断される、または絶対年代が同一であるとい

う条件が伴わなければならない。この問題を抱える事例として貝層出土資

料があげられる。貝層は人工的に形成されているので、ある遺跡の「A 型

式」が出土した層と別の遺跡の「A 型式」が出土した層が同時期に形成さ

れたという保証はまったくないのである。層位学の原理を利用する場合、

絶対年代が測定された層や広域テフラなどを介在させなければ、「A 型式」、

「B 型式」、「C 型式」は仮説の段階にとどまることになる。型式の実在を

証明するには、遺跡間に長大なトレンチを設けての層の同一性の確認、指

標となる広域テフラなどの確認、絶対年代測定という手法が必要となる。

ただし、長大なトレンチ設定は現実的には無理である。 

 考古学資料の絶対年代測定方法には、放射性炭素年代測定法、フィッ

ション・トラック法、熱ルミネッセンス法、古地磁気法などの理化学的測

定方法がある。その中で、試料が得やすく、測定精度の高いものとして放

射性炭素年代測定法が位置づけられている。しかし、1980年代までの放射

性炭素年代測定法はガス比例計数管法や液体シンチュレーション計数法に

よるβ線計数法が主体であり、木炭の場合、5 ～10g 以上の試料が必要で

あった。当時の荒川台遺跡では、この測定に適するだけの重量の炭化物は

発見されなかった。フィッション・トラック法の場合、被熱した黒曜石製

石器が最良であるが、荒川台遺跡では黒曜石製石器は極めて少なく、また

肉眼観察によって確実に被熱しているものは見いだせなかった。また、こ

の方法では石器を破壊せざるを得ないので、被熱石器が出土したとしても、

測定には躊躇したであろう。熱ルミネッセンス法も、年間線量の測定は可

能であるが、被熱した石器を破壊せざるを得ないので、これもあきらめざ

るをえなかった。古地磁気法は、炉などの被熱した遺構が発見できず、ま

た、被熱した石器が出土しているものの、それが人為的自然的理由で若干

動いている可能性が高いので、適用できなかった。 

 以上から、絶対年代測定にはさまざまあるが、現状の資料の諸条件から
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十分な絶対年代測定は行えなかった。また、これらの測定には大規模な施

設が必要であるため特定の研究機関や大学に測定装置が限定されていたの

で、気軽に分析依頼できる状況ではなかったことにも理由がある。こうし

た問題点はあったが、木炭 1 g 以下でも測定でき、14C原子を直接検出す

る高精度の加速器質量分析（AMS）法が導入され、測定依頼が1990年代

の終わりから比較的容易になった。この状況下で、良好な資料が出土した

場合、状況が許せば、測定する予定でいた。 

 細石刃石器群と石刃石器群との年代的関係に関する考古学的な検討は、

石器出土層、石器平面分布、母岩別資料などの情報から行ってきた。石器

出土層、石器平面分布については後述するが、この二つの検討から両石器

群の年代関係に関し決定的な結論は得ていない。 

 母岩別資料の検討は、同じ礫から石刃石器と細石刃が作られている事実

の有無を確認することである。今までの成果では、石刃石器のみで構成さ

れる母岩、細石刃石器のみで構成される母岩、両者で構成される母岩が認

定され、前 2 者が圧倒的に多く、後者は極めて少ない。前 2 者では、長さ

20cm前後の礫を材料とする場合が多く、この大きさからでは両石器群を製

作することはできない。石器製作システム上の問題も絡むので、現段階で

はこの事実をもって時期の相違を決定できない。両石器群で構成される母

岩では、石刃石器と細石刃核などが互いに接合する例は見られないので、

確実に両者が一つの礫から作られたとは言えない。したがって、この事実

は両石器群の共存を確定するものではない。なお、石器平面分布や母岩別

資料の検討は石器群の同時代性の確認のみを目的としたものではない。 

 

  ２．荒川台遺跡の地形と基本層序 

 

 荒川台遺跡は新潟県北部を東西に流れる荒川の左岸に立地する。標高約

86mの小さな河岸段丘に遺跡が営まれ、この段丘は、荒川流域での段丘編

年によれば、関東地方の立川段丘に対比される上野面にあたる（阿部 

1991、山中他 1987）。 
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 遺跡の基本層序は上野面の段丘堆積物と同一であるが、表土層（黒褐色

土層、厚さ20～40cm）のⅠ層が現代の耕作によって撹乱を受けている。

本来のⅠ層である黒褐色土層は完新世に形成されたもので、したがって縄

文時代および以降の層ということになる。しかし、Ⅰ層の撹乱がⅡ層上部

に及んでいるので縄文時代および以降の生活面を把握することは困難であ

る。また、Ⅱ層から出土する微小遺物・炭化物には、Ⅰ層起源のものが含

まれる恐れがある。 

 Ⅱ層（厚さ20cm前後）は降下火山灰を含む、安定した層である。上野

面より下位の段丘である小見面にはⅡ層が堆積しておらず、また小見面礫

層の堆積年代が約1.1万年前であるので、Ⅱ層は約1.1万年前以前に形成さ

れたことになる。このⅡ層から旧石器が主に出土し、Ⅱ層中で石刃石器と

細石刃石器とがレベルを違えて出土することはない。火山灰分析によって

Ⅱ層を中心に浅間草津軽石（As-K）あるいは浅間板鼻黄色軽石（As-YP）

の一部と考えられる立川ローム上部ガラス（UG）というテフラが確認さ

れ、それらの年代は1.3～1.4万年前とされている（河西2002）。しかし、そ

の年代は、石器群の直接的年代、上限・下限年代を推定するには有効では

ない。 

 Ⅲ層（厚さ20cm前後）も降下火山灰を含むが、白色岩片が見られるの

で、多少水の影響を受けている可能性がある。この層から2.6～2.9万年前

の姶良丹沢テフラ（AT）が発見された（河西 2002）ので、石器群の年代

の上限がおさえられたことになる。したがって、石器群には1.1～（2.6～

2.9）万年前の間のいつかという年代が与えられることになる。火山灰層

序が明確な地域での詳細な石器編年からすれば、1.5万年間以上も同一の

石器文化が存続することはありえないので、両石器群の実際の年代および

相互関係は層位・火山灰からでは判断不能ということになる。 

 Ⅳ層がシルト・砂層、Ⅴ層が礫層で、ともに水成堆積物である。Ⅳ層の

上面はほぼ水平であるが、Ⅴ層上面が現在の河原と同様に高低差があるの

で、Ⅳ層の厚さは変異に富む。平均すると厚さは20㎝ほどである。Ⅴ層の

表面は、発掘区では50cm前後の波打ちがあり、一部地点ではⅡ層直下に
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礫層が見られる。したがって、Ⅴ・Ⅳ層起源の炭化物などがⅡ層に紛れ込

む可能性はあろう。Ⅲ層に含まれる炭化物も同様の危険性はある。ただし、

Ⅳ・Ⅴ層には炭化物は非常に少ない。なお、Ⅲ層にみられる白色岩片は、

Ⅴ層の風化した礫に由来するものである可能性が考えられる。 

 

  ３．出土遺物とその分布状況 

 

 石器の平面分布を第 1 ～ 3 図に示した。第 1 図が石器全体の分布で、石

器は散漫に分布しているのではなく、10箇所以上に集中して分布している。

それらの集中地点は環状ないし C 字状に分布し、中央部分が空白となっ

ている。これらの石器集中地点は互いに認識されて配置されているかのよ

うである。第 2・3 図はそれぞれ石刃石器群と細石刃石器群の分布図であ

る。環状ないし C 字状分布の基本形は細石刃石器群が作っていることが

わかる。石刃石器群の集中地点は北部に主に見られる。分布上では細石刃

石器群と重複はあるものの、独自の分布を示す。もし、両者が同時期に製

作・使用されていたとすれば、同じ集中地点に両石器群がまんべんなく含

まれると単純に仮定できるが、同時期に製作・使用されたとしても両者の

製作・使用の目的が違うとすれば、必ずしも両者の分布が一致する必要は

ない。特に、石器機能の違いがあるとすれば、作業場所の違いによってそ

れぞれが独自の分布を示す場合があると理解される。しかし、石器製作行

為に関し、石刃製作、細石刃製作の場所を違える必然性は考えづらい。細

石刃石器群の各集中地点では石器製作が行われているが、石刃石器群では 

F・G－19・20グリッドに分布する地点で主に石器製作が行われ、少ない

ながらも前者の北部集中地点には石刃石器が、後者のF・G－19・20グ

リッドには細石刃が含まれている。北部の集中地点群では両石器群が完全

に分離されている様子でもない。細石刃製作用の場所、石刃製作用の場所

がある程度意識されていたと考えることも可能である。 

 一方、両者に明確な時間差があるとすれば、両石器群の関係は、ランダ

ムであると予想される。それぞれの集中地点が重なったり、独立して分布
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したりすることが予想される。しかし、事実は、確かに一部重複してはい

るが、互いに避けているように分布する。両石器群の時代が異なるという

前提に立てば、後からやってきた人は、前の時代の人が残していった石器

が存在するので、その場所を避けていたと考えることが可能である。当時

の地表面がどのようであったかは復元していないが、1.5万年間で20cmし

か堆積しないという形成速度の遅さからすれば、次に来た人は以前の石器

を発見することはありうる。その場合、地表面にそれほど植物が生えてい

ないことになる。 

 石器の他に、Ⅱ層から炭化物片が多く出土した（第 4 図）。大きさ 1 cm

を超えるような大型の炭化物は将来の樹種同定や放射性炭素年代測定のた

めに石器と同様に地点を記録し番号を与えて取り上げ、5 mmほどのもの

は地点を記録するだけで、そのまま廃棄していた。また、5 mmの炭化物

については、それが大量に出土するので、深さ5 cmごとで掘った際の表

面に発見されたものを記録した。炭化物は毎回の調査でかなりの点数を取

り上げていたが、2 cmを超えるものはなかった。番号を与えて取り上げ

保管していた炭化物は半年もすると乾燥してしまい、かつ粉々に壊れるも

のが多く、β線計数法での放射性炭素年代測定試料には不向きであると考

えられた。しかし、これらが石器との何らかの関係があると想定し、平面

分布で石器分布と比較検討してきた。図面に取るべき炭化物の選択基準に

発掘者による若干の不統一があり、また、石器に比べて著しく小型である

ため、石器が密集する地点では注意が石器に向ってしまい、炭化物を見逃

しているという恐れはある。こうした問題はあるが、全体的に等密度で分

布しているのではない。第 4 図では、大きさ 5 mm以上の炭化物が石器平

面分布と重複したり、ずれたりしながら分布していることがわかる。万遍

なく、かつ散漫に分布しているのではないので、ここに人為を読み取るこ

とは可能である。特に、2 箇所だけ、直径30cmほどの範囲に集中する地点

が注目された。それは、F－18グリッド南西部とK－23グリッド西部で、

どちらも石器の密集地点のすぐ隣に位置していた（阿部 1992）。この地点

で、明確な焼土は見いだされなかったが、炉跡と推定した。 
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第１図 荒川台遺跡出土石器分布図（１マス，3×3m） 

341 



 

 

(25)

-     -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２図 荒川台遺跡石刃石器群分布図（１マス，3×3m） 
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第３図 荒川台遺跡細石刃石器群分布図（１マス，3×3m） 
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第４図 荒川台遺跡出土炭化物分布図（１マス，3×3m） 
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  ４．出土遺構 

  

 石器や炭化物の他に、旧石器時代とみられる小ピットがいくつか発見さ

れた。大きさは直径15cm前後、深さは確認面から10cm前後である。ピッ

トの確認面は、ほとんどがⅡ層を掘り上げた後のⅢ層上面であり、当初は

掘り込み面の確認はできなかった。しかし、一つだけ F－18グリッドの北

西壁下に位置していた小ピットで、掘り込み面がⅡ層下部であることが確

認され、旧石器時代の遺構の可能性が高まった（阿部 1992）。覆土は１層

で、Ⅱ・Ⅲ層に比べて暗く、粘土質であった。また、炭化物片が多く含ま

れていた。Ⅰ層起源の土が含まれておらず、この点も掘り込み面がⅡ層で

あることを示していよう。これらの平面分布図を示していないが、個々の

小ピットが環状などの配置を示すわけでもなく、石器の密集地点とも重な

るものではない。テントなどの支柱穴の可能性を考えて、環状石器集中地

点群に取り囲まれた中央部の空白域に集中することや、あるいは環の外・

間に分布することを予想して調査してきたが、それも明確に確認できない。

したがって、この分布状況からは人による構築物と積極的にとらえられな

かった。 

 第11次調査の J－24グリッドⅢ層上面で、同様に小ピットが確認された。

大きさ、覆土の特徴は今までのものと同一であるが、覆土の上部に小さな

剥片が発見された。ピットが埋まるときにそれが埋没したと理解される。

ピットが構築された時、あるいは以前に石器が存在していたことになる。

小ピットの形成時期を決定する上で重要な事実であり、小ピットを人工物

とする可能性が高まった。 

 以上から、ピットの大きさ、覆土の特徴、掘り込み面の共通性から、こ

れらのピットが旧石器時代の何らかの遺構であることを思わしめるが、決

定的な根拠を抽出できていない。そのため、絶対年代測定による年代決定

と石器群の年代との比較が必要となった。 

 旧石器時代関連のピットの他に、縄文時代およびそれ以降の遺構が発見

されており、その年代・性格の追究が必要となった。それらは K・L－
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26・27グリッド内に隣り合って位置する炭窯と敷石遺構である（阿部 2009、

2011）。遺構の構築時の切り合い関係から、炭窯が新しいので、先に炭窯

を第11次で調査した。第12次で敷石遺構の調査を開始したが、取り上げた

礫の観察に時間がかかったので、途中で調査を終了し、次回の調査で継続

することとした。 

 炭窯は平底の鍋の形をし、直径120cm、深さ50cmで、覆土下部から炭が

大量に発見された。覆土の特徴からすると、窯にはしっかりとした上部構

造は構築されていなかったと推定される。陶磁器片などの遺物が出土して

いないが、窯の形や大きさからすれば、近世以降、現代までの年代が考え

られた。ただし、第 2 次大戦後、原生林であったこの場所を開墾した船山

ユキ氏によると、このような炭窯を設けたことはないという。 

 敷石遺構は、炭窯と隣接して設置されていること、敷石も被熱している

ことから、第11次調査時では炭窯と何らかの関係をもつ遺構の可能性を考

えていた。遺構の大きさは、南北約180cm、東西約220cmである。第12次

調査では、半分しか調査を進められなかったが、配置した礫を取り上げて

観察した結果、ほぼすべての礫の全面が被熱している事実を把握した。す

なわち敷かれた礫の上面のみが被熱しているのではないのである。また、

それらの礫が浅いピットの上部に堆積していることが確認され、覆土の中

層には比較的多くの炭化物が発見された。さらに、礫の上面は地表面まで

20cmほどしかないので、耕作などによって礫の一部が抜き取られて、結

果として礫を敷いたような状態となった可能性が考えられた。これらの事

実を総合すると、縄文時代の石蒸し料理用の礫の可能性が浮かび上がり、

敷石遺構という名称も不適切である恐れが出てきた（阿部 2011）。石蒸し

料理用の場合、遺構の年代は関東地方の事例を勘案するならば縄文時代早

期後半～中期が候補と考えられることになる。覆土からは時代を特定でき

る遺物は出土していない。いずれにしても、第11次調査では両遺構を一体

のものと考えていたが、異なるものという視点でも検討せざるをえなくな

り、両遺構出土炭化物の放射性炭素年代測定が必要となった。 
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  ５．分析対象炭化物 

 

 こうした性格の遺跡であるが、今回の分析試料は、諸般の事情から 3 点

とした。 2 点は、旧石器時代、1 点は縄文時代以降に所属すると想定され

るものであった。これらの測定は加速器分析研究所に依頼した。 

  1 点目は J －25グリッドのⅡ層下部から出土した炭化物で、取り上げ番

号は炭化物No. 1 である（第 4 図 J－25グリッドの星印）。この地点のⅡ層

の厚さは25cm前後で、Ⅱ層上面から深さ約20cmから出土したものである。

測定依頼時には、重量が少ないと考え、炭化物No. 3 も送り、どちらか良

好なものを選択してもらうこととした。それぞれの重量を測定していない

が、両者で 2 g である。どちらも、取り上げ時には移植コテを使い、その

ままビニール袋に収納した。測定試料が出土した地点は、グリッドの北東

部で、周辺に石器がまばらに分布する状態であった。遺跡全体では表土層

のⅠ層が耕作によって撹乱され、また、Ⅱ層上部も薄く撹乱を受けている

ので、Ⅱ層中に上層からの炭化物の混入の可能性があった。こうした情報

は、分析依頼時に加速器分析研究所へ通知した。炭化物の周辺にⅠ層の黒

褐色土が見られる場合、その取り上げはしなかったが、そうした周辺が汚

れている炭化物はⅡ層上部では多い。測定試料は、周辺の汚れがないこと

を確認して採集したものである。このグリッドおよび周辺地域では細石刃

生産に関わる資料が多く出土しているので、その年代の目安を得ることを

目的とした。上部からの混入物でないとすれば、測定年は、石器型式に与

えられた一般的年代、本遺跡のテフラ年代、段丘対比年代から11000～

29000BPにおさまると予想された。 

 測定試料の 2 点目は F－16グリッドの東部から発見された小ピット覆土

から採集された炭化物である（第 4 図 F－16グリッド星印、写真 1 ）。炭

化物を何点か取り上げたが、取り上げ番号No. 3とNo. 4の 2 点を測定試料

として送り、No. 3が選択されて測定された。No. 3とNo. 4の総重量は9.9 g 

であった。このグリッドでは、J －25グリッドに比べて、Ⅱ層上部の撹乱

は少なかった。小ピットはⅡ層を掘り上げ、Ⅲ層上面を精査した段階で発
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見された。Ⅱ層中ではそのプランは確認できなかった。地表面からの確認

面の深さは約40cmである。ピットの大きさは 直径15cm、深さ10cmで

あった。覆土は 1 層で、Ⅱ・Ⅲ層に比べて暗く、粘土質であった。また、

炭化物が含まれていた。確認面、大きさ、形状、覆土の特徴は、今までの

小ピットと同様であるので、掘り込み面はⅡ層下部で、旧石器時代の遺構

の可能性が考えられた。このピット周辺では若干の石器が採集され、一部

には石刃が含まれている。仮に旧石器時代の遺構としたとしても石刃石器

群に伴うものとは断定できないが、ピットそのものの形成年代を確定し、

ひいては石刃石器群の年代の目安を得ることを目的とした。しかし、石刃

石器群の年代については、より条件の整った試料の測定が当然適切である。

炭化物試料が上部からの混入物でなく、小ピットあるいは石器群に伴う遺

物とすれば、測定年は J －25グリッドの炭化物と同様、11000～29000BP

におさまると予想された。 

 測定試料の 3 番目は、K・L－26グリッドに位置する敷石遺構の調査時

に発見された炭化物である。礫の平面図を確認した後、東西南北に遺構を 

写真１ F-16グリッド小ピットの炭化物（北西より） 
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写真２ 敷石遺構の四分割（北東より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 敷石遺構の四分割西区（西より） 
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四分割し、西部と東部を掘り上げた（写真 2 ）。礫を取り上げる際は、礫

の種類・大きさや被熱の有無を確認した。復元された構築手順は、最初に

深さ約40cmの皿状の穴を掘り、そして底面を若干ならしたようである。

その後、その覆土の上に小礫・大型炭化物を含むにぶい黄褐色土が堆積す

る。さらにその上に礫がぎっしりと詰まった状態で堆積した。礫の間には

褐色の土が充填している。年代が特定できる遺物は発見されなかった。分

析試料は、西部の四分割部の覆土中層（43頁の表 1 では 2 層）から出土し

た炭化物である（写真 3 ）。大きさは 2 cmを超える大型の木炭片で、その

上部には礫が覆っているのでⅠ層からの混入は考えられない。重量は35 g 

である。予想される年代は縄文時代から現代までのいつかとした。 

 

  ６．分析結果とその評価 

  

 加速器分析研究所（2012）による上記 3 点の分析結果は本誌の「荒川台

遺跡における放射性炭素年代」に示した。分析方法は炭素原子を直接数え

る加速器質量分析（AMS）法である。報告は、1 測定対象試料、2 測定の定

義、3 化学処理工程、4 測定方法、5 算出方法、6 測定結果、で構成されて

いる。詳細は報告の通りであるが、以下にその概要を述べる。 

 年代測定の算出手順は、12C・13Cの電流値、14C原子の数を測定し、13C

濃度（13C/12C）、14C濃度（14C/12C）を計算することである。自然界の炭素

には12C・13C・14Cという同位体があり、12Cが炭素の約99％、13Cが炭素の

約 1 ％、14Cが12Cの約 1 兆分の 1 存在する。前 2 者は安定な同位体である

が、14Cは不安定な同位体で、放射線を放射して窒素（N）に変わり、一定

期間で14C濃度（14C/12C）が半減する。半減する時間は、年代測定の場合

5568年を用いている。 

 単純な計算では、現代（基準年の1950年）の14C濃度（14C/12C）×1/2
n

＝測定した14C濃度（14C/12C）、という式を設定し、対数計算によってnを

求め、n×5568が試料の年代となる。しかし、環境や生物によって同位体

の取り込み方が異なるため、安定同位体比である13C濃度（13C/12C）を使
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用し、基準試料からのずれ（δ 
13C）を求め、14C濃度（14C/12C）を補正す

ることになる。補正したものを計算した結果が43頁表 1 の「δ 
13C補正あ

り」の「Libby Age(yrBP)」である。補正していない結果が43頁表  2 の 

「δ 
13C補正なし」の「Age(yrBP)」の年代である。ここでは補正した値を

採用する。今回の分析では暦年代も求めていたので、δ
13C補正年代（表 2 

の「暦年較正用(yrBP)」）を使って暦年代と対比して較正し、その結果が

表 2 の「1σ暦年代範囲」、「2σ 暦年代範囲」となる。表 2 の「暦年較正用

(yrBP)」の各年代が表 1 の「Libby Age(yrBP)」のそれぞれと一致しないの

は、表 1 では年代の下 1 桁を四捨五入して10年単位にしているからであ

る。表示方法によって 5 年単位にする場合もある。表中の 1σ とは測定さ

れた年代値を確率分布で表したとき、測定誤差を統計学上の偏差 σ とし

た値であり、年代値から±1σ を取ったとき、分布全体の約68％を占める

ことになる。また、2σ は σ を 2 倍したときの値で、分布の約95％を占め

る。炭素年代以外の証拠から年代がまったく予想できない場合、あるいは

予想される年代幅が著しく広い場合は、より大きな推計誤差を伴うが、広

い年代の範囲を採用しておくのが無難と考える。 

 ここで、問題となるのは、表 2 の 1σ および 2σ 暦年代範囲に複数の年

代範囲が記されていることである。これは、44・45頁に付された図のグ

ラフを見るとわかる。グラフの縦軸が表 2 の暦年較正用(yrBP)の測定年代

にあたり、横軸が暦年代にあたる。過去から現在まで14C濃度（14C/12C）

の初期値が一定であれば問題はないが、その数値が変動するのである。そ

れを図にグラフとして描いている。過去の大気においてのCO2の
14C濃度

が長期的あるいは短期的に波のように変動している事実は、アメリカ、ア

イルランド、ドイツなどの樹木の年輪を測定した結果、明らかとなった。

それが横軸に示されている。樹木が 1 年に一つ年輪を刻むということは、

現在の樹皮から芯に向かって数えた年輪は暦年代を示すことになる。しか

し、実際は時代によって14C濃度の初期値に違いがあることから、同一の

樹木の異なる年輪から採取した試料の14C濃度を測定した場合、暦年代

（年輪年代）では新旧が逆転することもあるということである。また、あ
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る試料の測定年代が複数の暦年代にあたることも起こるということである。

すなわち暦年代では違うのに、測定年代（14C濃度）が同じということが

おこりうるのである。それが、表 2 の 1σ および 2σ 暦年代範囲に複数の

年代範囲が記されている理由である。ただし、表に示された年代範囲は較

正プログラムによって計算された年代で、暦年較正年代グラフの下部に 

1σ および 2σ で計算された年代幅の確率が示されている。 

 この確率は、表 2 の 1σ および 2σ 暦年代範囲の中で％表示されたもので

あるが、その取扱いには注意を要する。複数の年代幅が計算された場合、確

率が大きければ、そこに真の暦年代が必ず入るということにはならない。他

の事実あるいは測定年代と比較することによって適切な年代幅が選択され

ることになる。 

 今回の分析目的から年代の幅の広い 2σ 暦年代範囲を重視することにす

る。試料No.1は786calBC-538calBC、試料No.2は1870calBC-1846calBC、

1809calBC-1805calBC 、 1776calBC-1629calBC 、 試 料 No.3 は 7027calBC-

6963calBC 、 6950calBC-6933calBC 、 6918calBC-6879calBC 、 6844calBC-

6647calBCである。資料No.2・No.3には複数の年代幅が含まれているが、

他の有力なデータを現在保有していないのでいずれかを選択することはで

きない。なお、calはcalibration（暦年較正）の略である。 

 試料No.1 、No.2 の年代は、もともと旧石器時代の所産と想定して分析

していたので、試料の較正年代はまったく予想と異なることになり、した

がって目的からすれば炭化物の真の暦年を追究する必要がないことは明ら

かである。試料No.1 はⅠ層からの混入物とみられ、とうてい石器群の年

代の目安とはならない。試料No.2 は、試料No.1 よりも古い年代がでてい

るが、これも予想した年代と著しくずれていることになる。炭化物そのも

のがⅠ層からの混入であり、かつ、あるいはまたは小ピットそのものが旧

石器時代に所属するものではない可能性を示すものである。 

 試料No.3 の年代は、出土した遺構が石蒸し料理用の礫群の可能性も考

えていたので、調和的である。ほぼこの年代にあたる縄文時代早期後半の

関東地方では石蒸し用の礫群が多く発見されているからである。 
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  ７．今後の方針 

 

 Ⅱ層出土炭化物、Ⅲ層上面確認の小ピット炭化物が予想した年代と著し

く異なるという結果になった。Ⅱ層出土炭化物はⅠ層からの混入と理解し

たが、これはある程度、想定していたことでもあった。Ⅱ層の下部で、か

つ上層からの撹乱が認められなくても、混入試料が存在することが明確に

なった。したがって、今後の調査時では炭化物を抽出し記録する際はより

厳密な観察が求められることになる。また、従来、記録してきた炭化物に

は混入物が含まれる可能性が高いことを意識し、その平面分布図の読解は

慎重でなければならなくなった。しかし、上層からの混入とした場合、そ

の原因は開墾や耕作にあるとみていたので測定年は現代と出ると考えてい

たが、これも予想外であった。較正年代は新潟県北部では縄文時代晩期に

ほぼあたるが、今のところ縄文時代前・中期頃の土器片を発見しているも

のの、晩期の遺物は確認していない。なぜ、その時期の炭化物が生まれ、

混入したのかも課題としなければならないだろう。 

 このように混入した炭化物があるとしても、発掘された石器には被熱し

たものが多くみられるので、どこかに炉があって火を使っていたと想定さ

れる。その過程で、炭が生成されたはずである。したがって、焼土の確認

を含めた、厳密な方法による炭化物の抽出・選別が今後必要となる。 

 小ピットの炭化物の測定年代も予想外の結果であった。この事実から、

炭化物・小ピットともども旧石器時代に所属するものではない、炭化物は

小ピット覆土への混入である、という理解が成り立つ。前者の場合、以前

に発見された、Ⅱ層下部から掘り込まれた小ピットとは異なり、今回の小

ピットはⅠ層中から掘り込まれたものと理解せざるをえなくなる。しかし、

小ピットの特徴が両者で一致するという矛盾が生じる。後者の場合、小

ピットはⅡ層下部から掘り込まれたものであるが、炭化物が後に混入した

と理解することになる。前者にしても後者にしても、縄文時代後期にあた

る測定年代からすれば、なぜこの時期に炭化物が生まれ、どのように小

ピット覆土に混入したのかが課題となろう。１点の分析なので、今、結論
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を下すことはできない。今後、測定数を増やし、小ピットの時期も含めて

検討せざるをえない。 

 敷石遺構から出土した試料No.3 の年代は、石蒸し料理用の礫群との想

定と矛盾するものではない。したがって、敷石遺構は名称変更を迫られる

ことになり、また炭窯と一体の施設ではなく、独立した構築物である可能

性が高まった。しかし、石蒸し用の礫群とした場合、いまのところ関東地

方などで多く発見されているので、新潟県および周辺地域での具体的様相

を把握する必要がある。また、試料の測定数を増やすとともに炭窯につい

ても正確な絶対年代を測定する必要があろう。 

 

  おわりに 

  

 以上、 3 点の試料測定結果であったが、今までの成果からの想定を肯定

する結果でもあり、また否定する結果でもあった。どちらの結果であって

も、調査体制の問題を含め今後の方針を見出せたことは有益であった。も

し、Ⅱ層の炭化物が 2 万年前ころの年代が出ていたとしても、その数字に

引き込まれることなく石器群の年代との整合性を検討せざるを得なかった

であろう。放射性炭素年代という絶対年代測定方法は考古学において大き

な武器でもあるが、その結果の運用は慎重でなければなるまい。考古学者

であってもこの測定方法の原理・課題を知ることは必要であるが、その結

果と考古学資料の形成過程との関連をより適切に検討していかなければな

らないだろう。 

 最後になったが、加速器分析研究所および担当の山田しょう氏には、分

析期間・分析料では無理難題を押し付けてしまった。予算と期間に限りの

ある日本の大学の実情を理解していただいたことに感謝申し上げる。そし

て 3 点の分析結果ではあるものの、今までの調査の問題点を抽出し今後の

方針を見いだせたことをもってご容赦願いたい。 

 

 

328 



 

 

(38)

-     -

参考・引用文献 

阿部朝衛 1991 「新潟県荒川流域の遺跡踏査」『帝京史学』第 6 号 235-241頁 

阿部朝衛 1992 「新潟県関川村荒川台遺跡第 1 次調査報告」『法政考古学』第18集 

1-136頁 

阿部朝衛 1993 「新潟県荒川台遺跡の細石刃生産技術の実態－荒川台技法の提唱－」

『法政考古学』第20集 1-22頁 

阿部朝衛 2009 「新潟県荒川台遺跡第11次調査略報」『帝京史学』第24号 1-74頁 

阿部朝衛 2011 「新潟県荒川台遺跡第12次調査略報」『帝京史学』第26号 1-82頁 

阿部朝衛（編） 2002 『荒川台遺跡－1989年度調査－』 帝京大学文学部史学科 

阿部朝衛・井上 巌 2003 「荒川台人の行動領域－黒曜石化学分析結果をもとに－」

『帝京史学』第18号 39-79頁 

阿部朝衛・井上 巌 2008 「新潟県北部地域出土黒曜石化学分析」『帝京史学』第

23号 102-146頁 

阿部朝衛・高橋春栄 1986 「新潟県関川村荒川台遺跡の細石刃核」『考古学雑誌』

第71巻第 4 号 101-109頁 

遠藤邦彦 1978 『
14

C年代測定法』 ニュー・サイエンス社 

河西 学 2002 「第 5 章第 5 節 テフラ」『荒川台遺跡－1989年度調査－』帝京大

学文学部史学科 167-171頁 

兼岡一郎 1998 『年代測定概論』 東京大学出版会 

㈱加速器分析研究所 2012 「荒川台遺跡における放射性炭素年代（AMS測定）」『帝

京史学』第27号 39-45頁 

藤平秀一郎 2004 「風成層に基づく新潟県北部、三面川・荒川・胎内川・加治川の

河成段丘区分と編年」『新潟大災害研年報』第26号 101-114頁 

長友恒人編 1999 『考古学のための年代測定学入門』 古今書院 

中村俊夫 1999 「放射性炭素法」『考古学のための年代測定学入門』（長友恒人編）

古今書院 1-36頁 

山中英二・八木浩司 1987 「最終氷期における飯豊山地および朝日山地周辺の堆積

段丘の形成」『東北地理』第39巻 4 号 283-301頁 

327 


