
原著論文

群馬県立自然史博物館研究報告（21）：
Bull.Gunma Mus.Natu.Hist.（21）：121－128,2016

121－128,2016

沖縄の更新世港川人遺跡の地形と地質

Topography and deposits of late Pleistocene
Minatogawa man site, Okinawa, Ryukyu Islands.

HASEGAWA Yoshikazu1, CHINZEI Kiyotaka2, NOHARA Tomohide3,
IKEYA Noriyuki4, WADA Hideki4 and OYAMA Seiko5

1Gunma Museum of Natural History: 1674-1 kamikuroiwa, Tomioka, Gunma 370-2345, Japan.
2formerly Department of Geology and Mineralogy Graduate school of Science, Kyoto University: Kyoto 606-8052, Japan.

3formerly Faculty of Education, University of the Ryukyu: Nishihara-cho, Nakagami-gun, Okinawa 903-0129
4formerly Department of Geosciences, Faculy of Science, Shizuoka University: 836 Ohya, Suruga Ward, shizuoka 422-8529.

5Laboratory of the OK oil station: Tomari, 2-2-11, Naha, Okinawa, Japan.

長谷川善和１・鎮西清高２・野原朝秀３・池谷仙之４・和田秀樹４・大山盛弘５

1群馬県立自然史博物館：〒370-2345群馬県富岡市上黒岩1674-1
2元京都大学大学院理学研究科地球惑星科学地質学鉱物学教室：〒606-8502京都市左京区北白川追分町

3元琉球大学教育学部自然環境教育コース：〒903-0213沖縄県西原町千原1
4元静岡大学理学部地球科学科：〒422-8529静岡市駿河区大谷836

5OK給油所資料館：〒900-0012沖縄県那覇市泊2-2-11

要旨：港川人遺跡の地形と堆積物について記録に残されていない当時の地質調査の概要を残すと共に人骨
及びシカ・イノシシ類の産状を述べる．港川人遺跡は琉球石灰岩の最上部層マチナト石灰岩体（粟石）に
できた裂罅にある．上部には鍾乳石やトラバーチンが発達していて，裂罅堆積物は石灰礫やトラバーチン
の小礫を含む褐色ないし暗褐色の残留粘土層である．港川人とともに両生類，爬虫類，哺乳類など多くの
脊椎動物化石を含み，中でも哺乳類ではイノシシが多く，トラバーチンに被覆されたものが多くみられる．
遺骸群集は北部ヤンバルの動物相に類似する．港川人は感染症のため放擲されたものではないかとの推測
を述べた．

キーワード : トゲネズミ，オキナワ，更新世，港川人，裂罅（フィッシャー），裂罅堆積物，

脊椎動物遺骸，ヤンバルクイナ，アマミヤマシギ，イノシシ，シカ

Abstract： We hereby report on the topography and deposits of the fissure at late Pleistocene Minatogawa man site, 
which is located in a fissure of Machinato limestone of the uppermost layer of Ryukyu limestone. Travertine and 
stalactite deposits have formed and the sediment of the fissure of limestone include lime fragment and brown or dark 
brown residual clay layers.
　At the Minatogawa man site, vertebrate fossil assemblage is comparable to living Yanbaru fauna of northern 
Okinawa. Remains of many wild boars covered with travertine, were found. As our conjecture, we suspect that the 
Minatogawa man specimens were abandoned for infectious reasons.

Key Words：Pleistocene, Minatogawa man, fissure, fissure deposits, Vertebrate remains，Okinawa rail (Gallirallus okinawae), 
Amami woodcock (Scolopax mira),  Sus, Cervid, Okinawa spiny rat (Tokudaia muenninki).

はじめに

港川人は1967年に故大山盛保氏（山崎，2013;沖縄県立

博物館・美術館，2012）が土地整備のため入手した土砂の

中に動物化石を見つけ，その産地が港川の粟石採石場であ

ることを確認し，ここに何回も足を運び，港川採石場の裂

罅堆積物中より少なくとも4体分の港川人の骨と大量のイ

ノシシの遺骸などを発掘した．

この時期，東京大学の鈴木尚（1975）と高井冬二（1975）

両教授は日本人の起源を探るため更新世（当時は洪積世が

よく使われていた）の人類化石探索を実施していた．当時

アメリカの支配下にあった沖縄は，旅券がなくては渡航で

きない外国であった．したがって日本人による地質調査は

ほとんど行われず，情報も極めて少なかった．1966年，平
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図１．港川（Minatogawa）採石場および港川人遺跡の位置（★印）と周辺の地形．（具志頭村教委，2003より）．

良進によって大山洞や桃原洞などからの3点の人骨が届け

られ，両者の関心が沖縄にも向けられていた．

1968年は沖縄の更新世人類調査研究の記念すべき年と

なった．大山盛保氏は1968年1月21日に港川採石場の粟石

の崖を縦に切断する裂罅よりイノシシなど獣骨類と共に人

骨を発掘した．さらに3月17日，27日にも発掘が続いた．

これらは後に，上部港川人と呼ばれるものであった．丁度，

東京大学の鈴木尚・高井冬二教授らは「洪積世遺跡調査団」

の第一次調査のため沖縄を巡検中であった．3月19日に大

山氏は鈴木教授に発掘したばかりの人骨の鑑定を依頼した

とされる．

1968年12月から1969年1月にかけて第二次調査が実施さ

れた．高宮廣衛ほか（1975）によって「叉状骨器」や石器

の可能性もあるといわれる砂岩礫の産出した山下町第一洞

穴と港川フィッシャーの調査が行われた．この時、港川で

の人骨の発見はなかったことになっていたが，後日（2011）

に寛骨片と膝蓋骨があったことが判明した．

1970年8月10日大山氏は港川で再び人骨を発見し，一部

発掘をしたが大部分は現地に残し，調査団に連絡をした．

8月20日から23日まで東京大学の渡邊直経教授を隊長とし

て，沖縄県側から多和田真淳，高宮廣衛，野原朝秀らが参

加して発掘が行われた．この時横幅2m，縦1mのマス目で

グリットラインが引かれ，それ以後グリットからの記録が

とられた．また，この時大腿骨が関節した人骨の出土状況

のスケッチが大山氏の手元に残されている．団長の渡邊は

「体位を保って」あるいは「解剖学的位置を保って」出土

したという．すなわち交連関係の状態だったといわれてい

る．さらに渡邊らの調査が終わり，帰京後も，大山はしば

しば現地で発掘を進めた．8月26と27日，9月10日と13日に

も人骨を発掘し，11月にはほぼ一体分（港川第1号）を発

掘した．頭部をやや下にしていたといわれる．かくして，

この年末から翌年1月にかけて渡邊直経を団長として再度

調査団が発掘を行うこととなった．

調査団の調査の折には人骨は出ないで，大山氏が調査に

行くと見つかるということが繰り返され何か大山氏に特別

なツキがあるのではという話まで出たほどであった．実際，

大山氏は巫女（ユタ）に願掛けしていたとのことである（本

人談）．また，一方で人体解剖の本を買って化石と比較し，

イノシシは奄美から沖縄本島や先島諸島の現生種の頭骨を

入手して比較検討するなど，素人の域を超えた努力と情熱

的な活動をしていた．

港川フィッシャー付近の地形と地質

第三次調査では，測量については周辺の地形測量を，堆

積物についてはすべて水洗し微小骨片まで採集することに
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図２-1．港川フィッシャーと周辺の地形（池谷・和田による）．

なった．

港川人遺跡は図1にみられるように沖縄島南端の具
ぐ

志
し

頭
がみ

村港川（東経127°北緯26°）に在る．琉球石灰岩マチナト（牧

港）石灰岩，いわゆる粟石の採石場で，かつては，当採石

場の東側に玉城村に源をもつユヒ（雄樋）川に浸食され，

小断崖を形成したことが伺えるが，採石などにより著しく

形状が変わっている．

1969年3月，1970年12月～ 1971年1月と1974年12月の3回

にわたり発掘が行われた．代表者はそれぞれ渡辺直経，田

邉義一，土隆一であった．発掘した場所は平面図（図2-1）

にみられるフィッシャー（裂罅）のZ～ Fの記号を付した

部分にあたる．人骨の発見された地点を中心に幅2ｍ，高

さは上から下へ1～ 8まで各1ｍのマス目（図3）が付された．

発掘第3回目に堆積層を区別できるがどうかを確認のため

Aより奥へ堀り進めることになりＺのマス目が追加された．

この3回にわたる発掘期間中にフィッシャーの南側の石

灰岩が採石されたりしたため堆積物の崩落が起き各年度間

の発掘の境界は完全に把握できない点もあったが，崩落と

考えられる堆積物はマス目の堆積物とは別にして一括処理

した．

第二次調査から各グリット毎の堆積物はすべて袋につめ

て那覇のＯＫ給油所に運び，ここの水道水を使い，小動物

片も採集できるようウオッシング法（水洗式）で目盛2mm

の篩を使って処理した．沖縄でこの方法を用いたのは古生

物学および考古学分野では初めてのことである．

港川裂罅（フィッシャー）の形状

裂罅をフィッシャーとして多くのところで記述されてい

るので,ここでも差し支えない限り“港川フィッシャー”

と呼ぶこととする．

港川フィッシャーは海抜20ｍの段丘面をつくるマチナト

9



長谷川善和・鎮西清高・野原朝秀・池谷仙之・和田秀樹・大山盛弘

（牧港）石灰岩層（岩体）に形成されている．マチナト石

灰岩は琉球石灰岩（HANZAWA,1935）の最上部層とされるが

（MACNEIL,1960），琉球層群港川層とも呼ばれる（寒河江ほ

か，2012）．岩相は中～粗粒の有孔虫殻からなる砂質石灰

岩で多孔質である．層理がよく発達し，当地ではほぼ水平

にみえる．別の場所では斜交層理の発達した露頭も知られ

ている．色は淡黄褐色で，建築用石材などに多用されてい

るという．現在，当採石場は稼働していない．

港川フィッシャーは沖縄本島の隆起運動の過程でケスタ

地形を作る傾動運動に関わる割れ目であると考えられてい

る（TSUCHI,1982）．港川フィッシャーは発掘地付近では幅

およそ50㎝，深さほぼ垂直に20ｍ，それより下部は不明で

ある．延長方向は大体NNE―SSＷ方向に，かなり長く続

いていると思われるが測量範囲は図2-1の通りである．

フィッシャーは図や写真でみられるようにかなりジグザグ

な複雑な折れ曲がり方で直線的ではない．

港川裂罅（フィッシャー）の堆積物

フィッシャー内は堆積物（図4）が充填している．“港川裂

罅堆積物”と呼ぶのが日本語表記としては一番よいと思う．

上方の一部に空洞がみられるなどかなり複雑である．上部

a-e zoneには粟石が溶解した二次生成物が形成されフロー

ストン，鍾乳石，石筍の類がみられる．上部の堆積物は暗

褐色，部分的には帯黄色あるいはチョコレート色で，石灰

礫が多く含まれる．中にマイマイの殻がみられる．図4で

は小規模なフローストンの下に鍾乳石の発達がみられる．

このことからフローストンの形成時にあった初期堆積層は

部分的に一度浸食を受け，その後にできた空洞にマイマイ

を含む黒色土壌が新たに流入堆積したものと考えられる．

Z1あたりの層準はぼろぼろした比較的乾燥した粘土層

でイノシシが多く含まれる．この辺に炭化した部分があり，

年代測定に使われたと思われる．Z2ゾーンより下は暗褐

色あるいは砂質でチョコレート色ないし赤褐色粘土である．

礫は石灰岩礫が多いが時にトラバーチン礫もみられる．す

なわち，二次生成物は形成と崩壊が同時進行していること

がわかる．

上部にみられた陸貝の多い地層は色も暗褐色で，粘性も

低く，明らかに区別できるが下部層は基本的に層序区分が

難しい．最下部など場所により水分を含んだ部分もあるが，

このような部分は一時的に降雨などにより徐々に，上から

浸透し水分がそのまま残っているのか，下の滞水層からの

影響かわからない．大山氏の採集した下部のイノシシの中

にはトラバーチンに被われたものが非常に多かった．

図２-2．図２-1の東方入口に採り残されていたマチナト石灰岩残塊
にみられたフィッシャー（↑印）．

図２-3．発掘地点より東方（雄樋川）方面を望む．発掘
地点最下部は常時水が浸入してくる．
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図3．1970年7月6日に記録されたフィッシャー堆
積物の壁面スケッチ左側A1～A5は図5のAグリッド
にあたる．（池谷による）．

水洗した堆積物は表1でみられるようにZ1-5, A1-5, B2-6, 

C6, D6-8, E6-7のグリットのものが主なものである．図5に

みられるA1からD3にかけての点線より下，B5から

D6,E6,F6までの空白部分は1970年の8月23日以前に大山盛

保氏および渡辺真経，多和田真淳，高宮廣衛，野原朝秀ら

により発掘された部分である．この範囲は水洗式採集が行

われていないので堆積物中の小型動物はあまり採集されて

いない．

人骨の分布からみた堆積状況と一推定

ここで興味深いことは，大山盛保氏が1968年から1970年

までに発掘した記録をみると，人骨はA2-3,B2-3,C3-6,D4-6

から出ている．鈴木教授がこれらの人骨を区別したところ, 

少なくとも４体（鈴木,1982）からなり，港川第Ⅰ個体は

C5-6とD6に集中しているが港川第Ⅱ個体は主にB1から

C4-5に，一部D4に分布し，港川第Ⅲ個体はB2-3,C3-5に，

そして第Ⅳ個体はA2-3,B3,C3-4一部C5と散在している（図5）．

すなわち各個体の分布は3mから6mの範囲に分散している

がすべてAからDの方向，フィッシャーの西から東に向かっ

てだんだん下へ埋没した堆積状況を示す．このことは

図 4．図３の奥で観察さ
れたフィッシャーの断面
上部の小さい横穴にみら
れたトラバーチンと堆積
物（長谷川による）．

limestone
or flowstone fragments

matrix
(blackish residual clay)
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図5．港川人（Ⅰ～Ⅳ）の産出状況（鈴木，1982）よりみた埋積の傾向と発掘地点（グリッド）の側面観．図中の点線は
第一次発掘前の堆積面の痕跡．

dry dark brown sandy clay

dry yellowish sandy clay

reddish brown clay

wet dark brown clay

Minatogawa man

from Suzuki and

　HANIHARA ed. 1982

1
2
3
4
5

フィッシャー内の堆積が西から東に徐々に堆積されたか，

Aあたりを中心に西と東に山状の堆積をしていた片側の東

斜面にあたることが考えられるが，具志頭村教育委員会

（2002）の報告からみると，東側だけに崖錐状に堆積した

堆積物の上に遺体があったと思われる．人骨は明らかに軟

体部が消失後，骨が東方に向かって，体長の2～ 4倍の距

離に分離移動していることが判る．

当時の人々はきわめて野性的生活をしていたと考えられ

るが，このような狭い場所に複数個体が迂闊に落ち込むこ

とは考えにくい．落ちてもこのフィッシャーの程度なら，

身動きできない狭い幅でもなく，石灰岩の壁面は荒く指な

ど引っかけられるところが多いからフィッシャーから抜け

出すことは我々の洞窟探検の経験から容易なことである．

すなわち，このフィッシャーが人間にたいして自然の落と

し穴とは考えられない．

研究当初，人骨に残された損傷から「食人」の犠牲者が

フィッシャーに投げ込まれたものと考えられた（鈴木，

1982）が，現在その損傷は自然のものと考えられており「食

人」という考えは大方，否定されているという（藤田祐樹

氏談，2017）．筆者らは，フィッシャー内の人骨の堆積状況

から港川人は例えば，マラリア（南風原，2012）のような感

染症などのため丁重な扱いは受けられず投棄されたもので

はないかとの考え方を提案し，今後の検討を期待しておく．

港川フィッシャー動物遺骸群集

さて，港川フィッシャーの下位の堆積物は，堆積面（層）

をほとんど区別できない．また大型動物で人骨のように1

体分を区別出来るようなものがないので層序の傾動や逆転

はない普通の堆積層として扱い，その中に含まれる動物遺

骸について検討をすすめてきた．動物遺骸のうち脊椎動物
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については種属の同定が不十分ながら分類群の概要を報告

した（高井･長谷川,1971；長谷川,1980）．齧歯類について

は記載発表した（KOWALSKI and HASEGAWA,1976）．阿波連・

野原（2001）はハブ，ヒメハブ，ユウダ属を識別している

がやはり，比較標本が揃っていないので分類は充分でな

かったと述べている．実際に筆者らも大部分は現生種の比

較標本の入手が困難であったために分類が手間どり遅れて

いたが，新たに何人かの専門家の協力により再検討を進め

ているので，順次報告を行う予定である．

港川フィッシャーの動物遺骸群集の特長については記載

を進めている段階で詳細については今後の各分類群の報告

が行われるので，ここでは一点だけ重要な点を指摘してお

くことにする．骨子は，琉球列島の後期更新世～完新世の

脊椎動物について概要を述べた（長谷川，1980）．またそ

の内容を沖縄県立博物館の復帰30周年記念特別展として

“港川人展”が平成14（2002）年に開催された時の図録の中

で“港川フィッシャーと動物たち”として述べた（長谷川，

2002）．この中でいくつかの哺乳類と鳥類について紹介し

た．キョン，シカ類など絶滅種を除き哺乳類ではオキナワ

トゲネズミ，鳥類ではアマミヤマシギとヤンバルクイナを

中心に産出状況を示したがいずれも各グリットから採集さ

れている．とくに鳥類は松岡広繁（京都大学）の分析によ

ると1000点近い分離した骨のうちヤンバルクイナとアマミ

ヤマシギとした2種が圧倒的に多く，これらは現在沖縄北

部のヤンバルの森の特徴種である．他の動物もほとんどは

ヤンバルのものと同じであることを紹介した．また現在分

析中のカエル類も同じような対比がされる見通しである．

すなわち2万年前には沖縄島全島がヤンバルの環境であっ

たと考えられることを述べた．また，具志頭村教育委員会

調査報告第5集で野原・伊礼（2002）が報告し

た港川フィッシャーのリストからも同様な動物

種がみられる．

ここではグリット毎に採集したイノシシとシ

カの関係のみ記述しておく．イノシシについて

は大量の標本が大山盛保によって採集されてい

るが，分類上の問題は別に報告する．シカ類は

量は少ないが，分類上のことはやはり別に述べ

る．その理由は，厳密には沖縄本島ではシカ類

とキョン類の二種類が混在する（長谷川，

1978）が，港川の化石は極めて部分的で2種類

の各部分を区別するには若干の問題を明確にす

る必要があるので，ここでは単にシカ類として

扱った．図6 はシカ（C）とイノシシ（S）を水洗式

で採集したものを単純に数えたものである．

シカ類（C）はD7とE7でやや多いがB5は少なく，より上

からは産出がない．しかも標本は，分離したものばかりで

多くの骨は磨耗している．このことからシカ類は二次的堆

積物と考えるのが妥当である．具志頭村が中心となって

1998年から2001年まで4回の発掘調査が行われた（具志頭

村,2002）この成果をみる限り人骨の発見もなく，各所に

二次生成物の発達がみられ，イノシシ，シカ等の分布もポ

ケット状に集積しているようにみられるが堆積物相互の関

連は明らかでない．しかし，注目されるのはシカ化石集中

部（p.24の図4）はp.78の図版6とp.79の図版7でみるとかな

り保存がよく，標高も本報告に述べるグリットの標高より

高い．こうした密集部から流出し，二次堆積したものの可

能性が考えられる．

イノシシ（S）はD7にはじめて出現し，Z4-1, A4-1に集中

して産出している．大山盛保の採集品の一部で-20m前後

と記録されているものは表外，すなわちEの欄より外れる

ものと思われるが，指骨の連結したもの（図7），頭骨と下

顎骨の嚙み合わさるものなどがあるなど，明らかに自然死

を伺わせるものがあり，しかもかなり大型である．宮古島

のピンザアブ洞穴より採集されたイノシシが本州現生イノ

シシに匹敵するほどの大きさである（林，1985）ことが知ら

れているが，これらとの比較は今後の課題の一つである．

以前には港川フィッシャーの堆積物中の産出状態からシカ

からイノシシに変遷する時期のものとした（長谷川，

1980；高井・長谷川，1971）が，シカ類は顎から抜けた歯

や四肢骨の分離したものばかりで，ほとんどが磨耗してい

る．明らかに二次堆積物と考えられるのでシカとイノシシ

の交替期のものではなく単にイノシシの出現期を示すもの

と考える．シカ類は沖縄本島の各地から多量に産出する例

Z A B C D E 層準不明分

0 S87 S7

1 S200 S57 S133

2 S138 S32 S17

3 S80 S4

4 S46 S13 S5

5 S46 S4 C2

6 S1 S1  C2 S10 S1 C3

7 S4 C16 C11

8 S2  C1

S．イノシシ ： C．シカ類

図6．港川フィッシャーのイノシシ（S）とシカ類（C）の産出状況．
Z6-8,A6-8,B7-8,C7-8は発掘していない．
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が知られている（大城・野原，1977；大城，2001）がイノシ

シと共産した例は報告がない．本島内で貝塚など遺跡から

イノシシが知られる例はあるが，自然状態での産出例は少

なく，港川フィッシャーからのイノシシの産出は極めて重

要である．港川人骨とイノシシ・シカが共産していること

は確かであるが，シカ類は二次堆積物であり，イノシシ類

は一次堆積と考えるのが妥当と考える．また，イノシシや

シカの骨に港川人の捕食に関わることなど具体的な関係を

考えさせるような事実は今までのところ見出していない．

イノシシの具体的年代を考えてみることにする．鈴木

（1975）によると山下町洞窟の放射性炭素（C-14）年代は

32,100±1,000（TK-78）で，産出した動物化石はかなり保

存の良いシカ類で，高井（1975）はMetacervulus astylodon

（MATSUMOTO）として報告した．また，高宮ほか（1975）でみ

るとほとんどキョン類でいわゆるリュウキュウジカとリュ

ウキュウムカシキョンにあたり，イノシシはみられない．

一方，港川フィッシャーは年代は18,250±650（TK-99）と

16,600±300（TK-142）で先述したようにシカ類は下部に

二次堆積物としてみられるが，基本的にイノシシが主でシ

カ類と共存したとは考えられない．即ち，シカ類はおよそ

3万年前で絶滅しており，イノシシは2万年前頃沖縄半島に

出現したと考えられる．しかし今のところイノシシの起源

と移動ルートについては確たる証拠は把握できていない．

結　語

港川人遺跡は更新世のマチナト石灰岩体にできたフィッ

シャー（裂罅）に形成された．フィッシャーの幅は人間一

人が立てる程度である．深さは20ｍ以上であるが下位の地

層との関係は不明である．長さは不明．ジグザグに曲がり

直線的でない．堆積物は母岩の小破片，二次生成物として

できたフローストン，鍾乳石片礫などを含む石灰岩起源の

残留粘土層などからなる．

堆積物中には人骨，イノシシなど大型動物からカエル，

トカゲの分解した小片まで多数の化石が含まれる．年代は

C14年代から2万年前後のものと考えられ，その構成種から

沖縄島北部のヤンバルに生息する動物相に対比される．こ

のことは，約2万年前の沖縄島は島全体がヤンバルの森に

覆われていたことを示唆している．

港川人の堆積状況から考えて埋葬の形状がみられないこ

とや自然環境としては極めて危険な形態のフィッシャーで

ないことから感染症などに罹った危険な個体を投棄した可

能性があるのではないかとの推測をした．

図7．イノシシの交連中足骨と中手骨（上,背面；下,側面）．白く見える部分は表面に付着したトラバー
チンを除去したあとに残った方解石の結晶（大山採集）．
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Fig.1.　北東方向高台より奥武島および具志頭村方面の段丘地形．白矢印先端が港川人遺跡．
Fig.2.　 港川にみられる牧港石灰岩（港川層）の堆積状態と港川フィッシャー（中央縦の黒い割れ目）の関係・前面崩落土や岩塊

を除去中．
Fig.3.　港川フィッシャーの北側崖面，凹凸が激しい．白線はグリットの目印．

↑
図版Ⅰ
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Fig.1.　港川フィッシャーの幅は人が一人出入り出来る程度．下の部分（約－20ｍ）は割れ目がジグザグに屈折している．
Fig.2.　東側よりみたFig.1の下部を拡大した状況．
Fig.3.　調査中の調査団員，西村年晴，鈴木正男，池谷仙之．
Fig.4.　最下部粘性の強い堆積物を取り上げている琉球大学教育学部の学生．

図版Ⅱ
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Fig.1.　調査の進行を見ている渡邊直経教授．化石を採集中の高井冬二教授．
Fig.2.　調査の進行を見ている田辺義一教授と鈴木尚教授．
Fig.3.　 フィッシャーのCn, Dn, Enのレベルは常に地下水に満されている．排水をして１時間ほどで海水が入ってくる．

発掘調査の最終には水に浸かって，堆積物を採集できる限り堀り上げた．（作業中の静岡大学理学部の学生）

図版Ⅲ
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