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古代遺跡から出土 したニホンザルに基づく分布の変遷

本郷一美D・ 藤 田正勝2)・ 松井 章2)

1)京 都大 学霊長類研究所 、2)奈 良国立 文化 財研究所

は じめ に

ニホ ンザルの分布は,気 候や植生の変動 によ り変化 して きた と考 え られ る。また,現 在の本州

におけ るニホ ンザルの分布は,近 年の人間の居住域 の拡大や開発な どによ り個体群 が分 断 され,

一部の地域では絶滅 した結果であ るとお もわれ る。地域間 のニ ホ ンザル個体群 の関係 と分布 の特

徴 につ いては,川 本が 日本各地 のニホ ンザル のDNA分 析 によって 明 らか に しつ つある(本 書 の

川本の報告参照)。筆者 らはニホ ンザルが 出土 した考古遺跡 の情報 を収集 している。日本列 島各地

のニホ ンザルの分布 が過去の どの時期 まで さかのぼれ るか,現 在ニ ホンザルが分布 しない地域 に

かつては分布 していたのか を解明す ることは,日 本列 島にお ける過去 のニ ホンザル の分布状況 を

復元す るため に,重 要な手がか りとな るか らで ある。

Dニ ホ ンザ ル出土遺跡 の検索

ニ ホンザルが 出土 した遺跡名は,主 に 「貝塚デ ータベー ス」(及 川 ・松井,2000)に よ り検 索

した。 このデ ー タベースは,貝 塚遺跡 を中心 に動物遺存体 が出土 している遺跡 すべて(2000年

7月 現在,約5700遺 跡〉を収録 したものであ り,常 に新情報 を加 え,ア ップデ ー トされている。

現在 は,総 合研究大学 院大 学に ミラーサイ トを持 って いる(http://kOkO。sOken。ac.jp/grO即s/

kaizuka/index士1tm1)。

出土遺物 の 「哺乳類」 の項 目に 「サ ル」 または 「ニホ ンザル」 の記載が ある ものを抜き出 し

た。 このうち 「サル」 と 「ニホンザル」 の両方が報告 され ている場合 が11遺 跡であ った。ニホ

ンザル と同定 できる骨 と,厳 密には種 まで同定できないサル類 の骨 の両方が出土 している場合 に,

報告者が このような記載方法 をとった もの と思われ る。貝塚デ ータベースか ら検 索されたニホ ン

ザル 出土遺跡は203遺 跡で あった。この他 に,デ ータベース には 「ニホ ンザル」の記載 がなかっ

たが,実 際にはニホ ンザルが出土 してい ることが確認 された遺 跡を追加 した。データベースの も

ととな った文献(主 に発掘報告書)に ニホ ンザル の出土が報告 されて いないが,後 に動 物遺存体

の詳 しい分析結果が 出版 された り,こ の科学研究 費のプロジェク トの中でニホ ンザ ルが出土 して

いる ことが確認 された りした場合で ある。さ らに貝塚デー タベ ースに含 まれていない遺跡でニホ

ンザルが 出土 しているものを追加 し(報 告書 が未刊行 のものを含 む),後 期更新 世か ら江戸時代 ま

で の合計217遺 跡が リス トア ップされ た。

ニホンザル の骨が 出土 した217遺 跡 と,遺 跡の年代,所 在地 を表 に示 した。唄 塚データベー

ス」に情報が載せ られて いる遺跡はデー タベースの遺跡番号 を記載 した。全出土遺跡 を図1に 示

した。地 図中の番号 は,表 の遺跡 の通 し番号 に対応 して いる。さ らに,遺 跡の年 代別 に次の4枚

の地 図を作製 した。後期更新世(図2),縄 文時代(図3),弥 生時代(図4),古 墳時代か ら江戸

時代 まで(図5)の 区分 とし,そ れぞれ の時代 に対応 した遺跡 を各地図に黒塗 りで示 した。
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図1.ニ ホンザル出土遺跡

ただし,リ ス トアップされた遺跡の多 くが異なった時代にまたがる複合遺跡であり,図2～

5は ニホンザル出土層の時代を正確に表 していない場合もある。たとえば縄文時代を主体 とし,

弥生時代,古 墳時代,奈 良時代の文化層も存在 している遺跡がある。このような場合,デ ータベー

ス上ではニホンザルの骨が どの時代の文化層か ら出土 したかを検索することができないため,時

代を特定するためには発掘報告書や動物遺存体資料そのものにあたり出土層位を確認しなければ

ならない。今回はそ こまで調査することができなかったので,地 図には遺跡に存在するすべての

文化層の時代がプロットされている。同じ理由から,縄 文時代の遺跡を時期別に細分はしなかっ

た。縄文時代は草創期 ・早期 ・前期 ・中期 ・後期 ・晩期の6時 期に区分されているが,ほ とんど

すべての遺跡は複数の時期にまたがっている。現時点ではリス トアップした各遺跡に存在するど
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○話

図2.後 期更新世のニホンザル出土遺跡

の時期の層からニホンザルが出土したかを確認できていない場合が多いため,「縄文時代」とし

てひとまとめにした。

ニホンザルの分布

D地 域的な特徴

ニホンザルの骨を出土 した遺跡は,沖 縄を除くほぼ全国に分布 している(図1)。 ただし,北

海道で唯一の出土遺跡である礼文島香深井遺跡はオホーック文化時代に交易拠点として栄えた遺

跡であり(西 本,1976,1985),ニ ホンザルは明らかに本州から持ち込まれたものである。従っ

てニホンザルの過去の分布の北限は下北半島,南 限は種子島の遺跡 といえる。種子島以外の佐渡,
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○象

図3.縄 文時代のニホンザル出土遺跡

伊豆諸島,壱 岐などの本州周辺の島々の遺跡からは出土 していない。沖縄以外でニホンザルの出

土が報告されていないのは,秋 田 ・山梨 ・兵庫 ・宮崎の4県 である。しか し,こ れ らの4県 に隣

接する府県の遺跡か らニホンザルが出土していることから,分布の空白地帯だったとは考えにく

く,今 後出土が報告される可能性は十分ある。それ らの県では,動 物遺存体を出土する遺跡数そ

のものが少ないことも一因であろう(唄 塚データベース」に記載されているのは秋田6遺 跡,山

梨2遺 跡,兵 庫2遺 跡,宮 崎3遺 跡)。

ニホンザルが出土 した遺跡は関東地方の東京湾沿岸 と霞ヶ浦の周辺,中 部地方の知多半島・渥

美半島周辺,中 国地方の瀬戸内海沿岸に集中しているようにみえる。しか し,地 域による出土遺

跡数の違いは,必 ず しもニホ ンザルの分布密度を反映しているわけではない。これ らの地域は動
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図4.弥 生時代のニホンザル出土遺跡

物遺存体の保存がよい貝塚が多数あることに加え,開発に伴う遺跡の調査数が非常に多いことが,

ニホンザルの出土遺跡数 も多いという結果につながっていると考えられる。

2)時 代別の特徴

次に時代別にみた特徴 を考察する。

後期更新世のニホンザル出土遺跡は9遺 跡のみである。出土例が少ないのは,動 物骨を出土す

る遺跡が洞穴や石灰岩の採石場に限 られるためである。青森県下北半島,岩 手県で出土例があり,

ニホンザルの分布が後期更新世に東北地方まで広がっていたことがわかる。この東北地方におけ

るニホンザル分布の特徴 については,本 書の川本の研究を参照していただきたい。四国でも愛媛
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○話

図5,古 墳時代～江戸時代のニホンザル出土遺跡

県の敷水採石場で出土 している(lwamOto,1975)。 日本海側と近畿地方,九 州では出土してい

ない。縄文時代にはいると動物遺存体を出土する遺跡(多 くは貝塚)の 数が急増し,ニ ホンザル

の出土例 も本州全土,四 国,九 州,種 子島の遺跡にひろがる。

弥生時代には貝塚の数が激減するため,ニ ホンザル出土遺跡数も少なくなる。また弥生時代

に入ると関東以北でニホンザルがほとんど出土 しなくなる。この傾向は以後江戸時代まで継続す

る。関東以北で西日本に比べて弥生時代以降の遺跡の調査数が少ないことが要因の一つとして考

えられ,今 後東北地方で弥生時代以降のニホンザル出土例が増加する可能性はある。しかし,東

北地方に動物遺存体が出土 し弥生時代の文化層を包含する遺跡は70-80遺 跡あるにも関わ らず,

ニホンザルが出土 しているのは1遺 跡しかないことから,東 北地方のニホンザルの生息数が弥生
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時代以降減少 した可 能性 も否定できない。

古 代・中世以降はニホ ンザルが生息 して いない地域 に交易品 としてニホ ンザルが持ち込 まれた

可能性 がある。礼文 島の香深井遺跡 の例 に見 られるよ うに,遺 跡か らの出土がその ままニホ ンザ

ル の分布 を反映 しない場合がある ことに注意が必要で ある。

本研究で作成 したニホ ンザル出土遺跡 の一覧表 と分布図は,今 後遺跡の発 掘件数が増 えるにつ

れ加 筆される ものである。また,今 回は縄文 時代 の遺 跡をひ とまとめ にしたが,今 後,ニ ホ ンザ

ルの出土 した層 を特定 し,時 期別 の地 図を作成する必要があ る。縄文 時代 は一 万年 にわた り,そ

の間には気候 の変動な どの環境 の変化がニホ ンザ ルの分布 に影響 を与 えた可能性があるか らで あ

る。縄文 時代 の時期別 のニホ ンザ ル出土遺跡分布地図 を作成す る ことで,東 北地方 にお ける出土

遺 跡の減 少が弥生時代 に入 ってか らの現象な のか,縄 文時代後期 ・晩期か らの傾向であ るのかが

判 明するであろ う。

本研究で掲載 して いな い遺跡が まだ あると思われ る。ご存 じの方 は,筆 者 まで ご一報 いただけ

た ら幸 いです。
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表1.ニ ホンザルを出土した全遺跡

… 繋1黙 蓋 一 舗
香 深井 ・遺跡KZ1002501古 代 北海道 礼文郡礼文町香深村香深井

最花 ・貝塚KZ1004272翻 青森県 むつ市 田名部最花土手

最花D・ 貝塚KZ1004283㊧ 青森県 むつ市 田名部最花

富 ノ沢(2)・ 遺跡KZ1004834㊧ 青森県 上北郡六 ヶ所村尾鮫字

札地 ・貝塚KZ1004955㊨ 青森県 下北郡東通村尻屋札地

鍬 ケ崎KZ1005136㊧ 岩手県 宮古市鍬ケ崎

崎 山 ・貝塚KZ1005177㊧ 岩手県 宮古市崎山千束長根

磯鶏地 ノ神KZIOO5208㊨ 岩手県 下閉伊郡岩泉町尼額穴岩

大洞 ・貝塚KZIOO5279㊧ 岩手県 大船渡市赤崎町大洞

蛇王洞 ・洞穴遺跡KZ10062010㊧ 岩手県 気仙郡住田町上有住葉

宮野 ・貝塚KZ10062911㊧ 岩手県 気仙郡三 陸町綾里宮野

穴岩 ・洞穴遺跡KZ10063612㊧ 岩 手県 下閉伊郡岩泉町尼額穴岩

(人穴洞穴)

風穴洞穴13醗 岩 手県 稗貫郡大迫町外燐 目

茂庭沼原C・ 遺跡KZ10066114働 宮 城県 仙台市茂庭字沼原28

田柄 ・貝塚KZ10076215㊨ 醗 宮城県 気仙沼市所沢

尼子岩陰群 ・遺跡KZ10106116㊧ 山形県 東置賜郡高畠町二井宿

日向 ・洞穴遺跡KZ10107317㊧ 山形県 東置賜郡高畠町大字竹

大平 ・後関 ・遺跡KZ10109518㊧ 福 島県 福島市佐原字大平

塩喰岩陰 ・遺跡KZ10117519㊧ 福 島県 耶麻 郡西会津 町野沢字

三貫地遺跡20?福 島県 相馬郡新地 町駒 ヶ嶺字三貫地西

中妻 ・貝塚KZ10133721㊧ 茨城県 取手市小文 間字中妻耕

陸平 ・貝塚KZ10155622㊧ 茨城県 稲敷 郡美浦村 土浦岡平

興津 ・貝塚KZ10155723㊧ 茨 城県 稲敷 郡美浦村 興津天神

小山台 ・貝塚KZ10158424㊧ 茨城県 稲敷 郡茎崎村 字上岩崎

福 田 ・貝塚KZ10162125㊧ 茨城県 稲敷 郡東村 福田

神生 ・貝塚KZ10166226翻 茨城県 筑波郡伊 奈村 神生香取

花輪台KZ10171927翻 茨城県 北相馬郡利根 町

新保田中村前 ・遺 跡KZ10176628働 中世 ・近世 群馬県 高崎市新保 田中町字村

千網谷戸 ・遺跡KZ10177329霧 群馬県 桐生市川 内町三丁 目大

白井二位 屋 ・遺 跡KZ10179630 一 古代 群馬県 北群 馬郡子持≡村字 白井

石畑 ・岩 陰遺跡KZ10180031鯵 群馬県 吾妻 郡長 野原 町川原 湯

橋立岩陰 ・遺跡KZ10187432鯵 翻 埼 玉県 秩谷 市上影森

妙音寺 ・洞 穴遺跡KZ10197833㊧ 埼玉県 秩 父郡皆 野町大字 下田

神庭半 ・洞窟遺 跡KZ10198034翻 鯵 歴史 時代 埼玉県 馳秩 父郡大 滝村大字三 峰字夫婦岩

加 曽利 ・貝塚KZ10204835㊧ 千葉県 千葉市桜木 町字京願 台

積橋 ・貝塚KZ10206236鯵 千葉県 千葉市憤橋 町

園生 ・貝塚KZ10207637㊧ 千葉県 千葉市 園生町543?

築地 ・貝塚KZ10209138㊧ 千葉県 千葉 市長作 町築地32

築地 台 ・貝塚KZ10209239㊧ 千葉県 千葉市平 山町字築地 台

野呂山田 ・貝塚KZ10211440㊧ 千葉県 千葉市野 呂町山田66

余山 ・貝塚KZ10215241⑳ 千葉県 銚子市余 山町353?

堀之 内 ・貝塚KZ10222342㊧ 千葉県 市川 市北 国分 町289

向台 ・遺 跡KZ10223443⑱ 千葉県 市川市 曽谷1丁 目

大寺 山洞穴 ・遺跡KZ10229644翻 千葉県 館 山市沼大和 田東10

錠切(神 社)洞 窟遺跡KZ10229945鯵 ㊧ 古墳時代、 千葉県 館 山市浜 田376船 越

古代

西岬錠切神社洞 内KZIO230046鯵 千葉県 館 山市浜 田376船 越

祇 園 ・貝塚KZ10230747㊧ 千葉県 木更津市祇 園上深作

貝 の花 ・遺跡KZ10232848翻 千葉県 松戸市 小金原5・8丁

梅郷 山崎KZ10239049⑭ 千葉県 野 田市

大倉南 ・貝塚KZ10242150㊧ 千葉県 佐原市大倉2081

(大倉 ・貝塚群)
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遺跡出土ニホンザルの分布の変遷

… 響 縫1撫 一 舗
石神 ・貝塚KZ10243951㊧ ㊧ 千葉県 茂原市石神

曲輪 の内 ・貝塚KZ10247852㊧ 千葉県 佐倉市江 原新田(間 野

遠部台KZ10248253鯵 千葉県 佐倉市内郷江原遠部台

上高根 ・貝塚KZ10256654㊨ 千葉県 市原市上高根塚越

祇 園原 ・貝塚KZIO257055翻 ㊧ 平安 時代 千葉県 市原市根田祇園原45

西広 ・貝塚KZ工0258056㊧ ㊧ 千葉県 市原市西広上 ノ原

上新 宿 ・貝塚KZ10262457㊧ 千葉県 流 山市上新宿向宿

前 ヶ崎 ・貝塚KZ10264358㊧ 千葉県 流 山市前 ヶ崎石神

鎌ケ谷中沢KZ10267559⑭ 千葉県 鎌ケ谷市 中沢

中沢 ・貝塚KZ10267960㊧ 千葉県 鎌ケ谷市 中沢貝柄山1

大坪 ・貝塚KZ工0269361㊧ 千葉県 富津市亀 田小字大坪

富士見台 ・貝塚KZ10269862轡 千葉県 寓津市湊字蜜士見台5

片山 ・貝塚KZ10274563㊨ 古墳時代、 千葉県 東葛飾郡沼南町大字片

(手賀片山)古 代

植房 ・貝塚KZ10278464鯵 千葉県 香取郡神崎町

古原 ・貝塚KZ10278565㊧ 千葉県 香取郡神崎町古原

武 田 ・貝塚(新 ・貝塚)KZ10278666⑳ 千葉県 香取郡神崎 町新字辺原

奈土 ・貝塚KZ10278867㊧ 千葉県 香取郡大栄 町奈土字稲

阿玉台 ・貝塚KZ10278968㊧ 千葉県 香取郡小見規町阿玉台

木 ノ内明神 ・貝塚KZ10279369⑧ 千葉県 香取郡 小見川 町木 内

良文 ・貝塚KZ10280770⑫ 千葉県 香取郡 小見川町 ・貝塚
一宮 ・貝塚KZ10284371㊧ 千葉県 長 生郡一宮 町

(貝殼塚 ・貝塚)

新 霞野 ・貝塚KZ10284872㊧ 千葉県 夷偶郡大原 町新 田野

谷 向 ・貝塚KZ10285573◎ 千葉県 安 房郡三芳村谷 向77

山野 ・貝塚KZ10286174③ 千葉県 袖 ヶ浦市飯富3545

鴻 の巣KZ10283775◎ 千葉県 山武郡横芝 町中谷角 田

牛熊 ・貝塚KZ10283376㊧ 千葉県 山武郡横 芝町上宿

出〔1・貝塚KZ10303577⑧ 東京都 板橋区

(赤塚城跡)

江戸 ・遺跡KZ10286878江 戸時代 東京都 千代田区東神田1丁 目

(都立 一橋 高校地点)

都 立一橋高校地点KZ10287679江 戸時代 菓京都 千代田区東神 田1-1
・遺 跡

丸 の内三丁 目 ・遺 跡KZ10287880江 戸時代 東京都 千代国区丸 ノ内三丁 目

湯 島 ・貝塚KZ10293481鯵 東京都 文京区湯島4丁 目最高

(切通 し北 ・貝塚)

大森 ・貝塚KZ10294682鯵 東京 都 晶想区大井6丁 囲27

下沼部 ・貝塚KZ10296783鯵 ㊧ 東京 都 大田区田園調布本町3

馬込 ・貝塚KZ10298284㊨ 東京都 大田区中馬込1丁 目

豊沢 ・貝塚KZ10299985㊧ 東京都 渋谷区恵比寿2丁 目3

荒立(台 上)KZ10309686⑳ 神奈川県 横浜市鶴見区

平台 ・貝塚KZIO313387鯵 神奈川県 横浜市中 区緑ケ丘37

山手町KZ10313588㊥ 神奈川県 横浜市中区

杉 田 ・貝塚KZ10314889㊧ 神奈川県 横浜市磯子 区杉 田町

称名寺1地 点 ・貝塚KZ10315890㊧ 神奈川県 横浜市金沢 区金沢町

称名寺A地 点 ・貝塚KZIO315991㊧ 奈良時代 神奈1}1県 横浜市金沢区金沢町称

称名寺D地 点 ・貝塚KZIO316192轡 神奈川県 横浜市金沢 区寺前町薬

西青ケ台KZ10316393㊧ 神奈川県 横浜市金沢 区

青ケ台 ・貝塚KZ10315494⑧ 神奈川県 横浜市金沢 区釜利谷町

堤 ・貝塚95㊧ 神奈川県 茅 ケ崎市

久比里KZ10324396㊧ 神奈川県 横須賀市久比里

吉井 ・貝塚KZ10325797⑧ 神奈lll県 横須賀市吉井 町台崎

蔵屋敷 ・遺跡KZIO328198鎌 倉時代 神奈川県 鎌倉市小 町

千葉地東 ・遺跡KZ10328899鎌 倉時代?神 奈川県 鎌倉市御成町12-1

西富 ・貝塚KZ103310100㊧ 神奈川県 藤沢市 西富光徳
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本郷一美 ・藤田正勝 ・松井 章

… 磯 離 蓋 一 一
葛 生原 人出土 地遺跡KZ101751101鯵 栃木県 安蘇郡 田沼町船越薪原

(大叶吉沢 丁場)

人 ケ谷 ・岩 陰遺跡KZ103379102鯵 新潟県 東蒲原郡上掴村大字神

室谷 ・洞窟遺 跡KZ103380103鯵 新潟県 東蒲原郡上川村神谷室

寺地 ・遺 跡KZIO3392104㊧ 新潟県 西頸城郡青海 町大字寺

長者岩屋 ・岩 陰遺 跡KZ103394105㊧ 新潟県 岩船郡朝 日村大字岩崩

朝 日 ・貝塚KZIO3435106◎ 富 山県 氷見市朝 日丘

大境 ・洞窟遺 跡KZ103436107● ● 富 山県 氷見市大境字駒首

境A・ 遺跡KZ103445108⑧ 富 山県 下新川郡朝 日町境

岩 内 ・遺跡KZ103492109◎ 石州県 能美郡辰 口町火釜

ハチマ ンダ地 区

上山 田 ・貝塚KZ103497110鯵 石川県 孚可北郡宇 ノ気町上 山田

堀松 ・貝塚KZ103502111㊧ 石川県 羽咋郡志賀町堀松

鳥浜 ・貝塚KZIO3540112馨 福井県 三方郡三方町鳥浜高瀬

松本城二の丸 ・遺跡KZ103578113近 世 長野県 松本市丸の内

栃窪 ・岩陰遺跡KZIO3590114鯵 鯵 長野県 茅野市北 山柏原

栃原 ・洞穴遺跡KZ圭03598115㊥ 長野県 南佐久郡北相木村栃原

(栃原 ・岩陰遺跡)

深町 ・遺跡KZ103604116鱒 平安時代 長野県 小県郡丸子町生田深町

唐 沢 ・岩陰遺跡KZ103606U7鯵 ㊧ 長野県 小県郡真田町長字十の

湯 倉洞穴KZ103616118鯵 ㊧ 長野県 上高井郡高山村牧湯沢滝沢

番外レ4

根 方 ・岩 陰遺跡KZ103636U9鯵 岐阜県 大野郡丹生川根方馬ツギ

蜆塚 ・貝塚KZ103652120鯵 静閥県 浜松市蜆塚町

岩 水寺121爵 静岡県 浜 北市

牛川 ・洞 穴遺跡KZ103727122㊧ 愛知県 豊 橋市牛川町乗小路

大蚊 里 ・貝塚KZ103730123轡 愛知県 豊橋市大村 町大字大蚊

西の宮 ・貝塚KZ103757124馨 愛知県 半田市 乙川 西の宮2丁

本刈谷 ・貝塚KZ103801125醗 愛知県 メil谷市 天王町4丁 目

枯木宮 ・貝塚KZ103837126鯵 愛知県 西尾 市寺津 町枯木

八王子 ・貝塚KZ103851127鯵 愛知県 西尾市 上町八王子

清洲城下 町 ・遺 跡KZ103891128中 世 愛知県 西春 日井郡清洲 町田中

(田中町区)

宮西 ・貝塚KZ103900129鯵 愛知県 知多郡 東浦 町緒弼字屋

清水 ノ上 ・貝塚KZ103906130鯵 愛知県 知多郡南知 多町大字 内

平井 ・遺跡KZ103948131翻 愛知県 宝飯郡 小坂井 町大字平

平井稲荷 山 ・貝塚KZ103949132鯵 鯵 愛知県 宝飯郡 小坂井町大字平

吉胡 ・貝塚KZ103952133愛 知県 渥美郡 田原 町

吉胡 ・貝塚KZIO3953134㊧ 愛知県 渥美郡 田原町

伊川津 ・貝塚KZ103955135㊧ 愛知県 渥美郡渥美町大字伊川

伊川津郷 中KZ103956136㊤ 愛知県 渥美郡渥美町大字伊川

保美 ・貝塚KZ103976137◎ 愛知県 渥美郡渥美町保美字平

蛎塚 ・貝塚KZ103985138⑳ 古墳時代 三重県 桑名市蛎塚新 田温泉

抽井 ・遺跡KZ104000139㊧ 三重県 桑名郡多度町

粟津 ・貝塚KZ104043140⑧ 滋賀県 大津市晴嵐1丁 目地先

粟津湖底遣跡第3KZIO4044141鯵 滋賀県 大津市晴嵐地先
・貝塚

石山 ・貝塚KZIO4045142鯵 滋賀県 大津市石山寺三丁 目

滋 賀里 ・遺跡KZ104046143㊧ 滋賀県 大津市滋賀里町一丁 目

浜 詰KZ104060144轡 京都府 竹野郡網野町

松 ヶ崎 ・遺跡KZ104061145鯵 京都府 竹野郡網野町木津松 ヶ崎

森 の宮 ・遺跡KZ104063146鯵 大阪府 大阪市東区森の宮町,中央 区

森 ノ宮中央1丁 目15番 地

亀井 ・遺 跡KZ104081147鯵 古 墳時代 大阪府 八尾市南亀井町

城 山 ・遺 跡KZ104083148翻 奈良時代 大阪府 平野区長吉出戸,長 吉

鴨都波 ・遺 跡KZ104198149鯵 奈良県 御所市大字三室104
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遺跡出土ニホンザルの分布の変遷

… 纏 轍 蓋 一 一
唐古,鍵 ・遺跡KZ104205150㊧ 古墳 蒔代 、 奈良県 磯城郡 田原本町唐古、鍵

中世

橿原神宮外苑 ・遺跡KZ104220151⑧ 奈良県 橿原市

鳴神 ・貝塚KZ104234152㊧ 和歌山県 和歌 山市 鳴神

鳴神5・ 遺跡KZ104237153㊧ ㊤ 古 墳時代、古 和歌山県 和歌 山市 鳴神

代、平安時代

禰宜 ・貝塚KZ1042391540和 歌山県 和 歌山市禰宜

冒久美 ・遺跡KZ1042871550● 鳥取県 米子市 目久 美町258

栗谷 ・遺跡KZ王0429815600古 墳時代 鳥取県 岩 美郡 福部村 大字栗 谷

タテチ ョウ ・遺跡KZ1043201570● 古墳時代、 島根県 松江 市西川津 町大字 橋

平安時代

西川津 ・遺 跡KZ104321158㊧ ㊧ 島根県 松江 市西川津町

上長浜 ・貝塚KZ104324159奈 良時代、 島根県 出雲市

平安時代

猪 目 ・洞穴遺跡KZ104330160⑧ ㊧ 古墳時代 島根県 平瞬市猪 目町

鵜灘 ・貝塚KZ104331161㊤ 島根県 八束郡鹿島町大字佐陀

(佐太講武 ・貝塚)

菖問川沢 田 ・遺 跡KZ104381162㊧ 古墳時代、 岡山県 岡由市沢田

平安蒔代

船元 ・貝塚KZ104383163⑧ ㊧ 岡山県 倉敷市粒江船元原崎

福田古城 ・貝塚KZ104407164⑧ 岡山県 倉敷市福江字福田古新

船倉 ・翼塚KZ104409165⑧ 岡山県 倉敷市船倉町

矢部奥田 ・貝塚KZ104414166⑧ 岡山県 倉敷市矢部1973,1888,1890

津雲 ・貝塚KZ104430167㊧ 岡山県 笠岡市西大島 ・津雲

門田 ・簾塚KZ104450168㊧ 鎌倉時代 岡山県 邑久郡 邑久町尾張字門

彦崎 ・貝塚KZ104471169㊤ ⑧ 岡山県 児島郡灘崎町彦崎木戸

権現谷 ・岩陰遺跡KZ104502170⑧ 岡山県 川上郡川上町高辻i市ナル川 内

道上1655-3

馬取西(東)・ 貝塚KZ104674171⑱ 広 島県 福山市柳津町馬取

帝釈穴神 ・岩陰遺跡KZ104771172⑳ 古墳時代、 広 島県 神石郡独木町新免桜尾

中世

観音堂 ・洞窟遺跡KZ104775173㊧ ㊧ 広 島県 神石郡神石町永野

堂面 ・洞窟遺跡KZIO4779174㊧ 広 島県 神石郡豊松村上豊松字

綾羅木郷(台 地)KZ104797175㊧ 山口県 下関市大字綾羅木
・遺跡

秋吉台(木 舟の穴 ・176㊧ 由 口県 美祢郡秋芳町

栗 山の穴)

安藤採石場177㊧ 山口県 美祢市

宝伝 ・岩陰遺跡KZ104867178● 徳島県 三好郡三加茂 町大字西

永井 ・遺跡KZ104891179平 安 時代、 香川県 善通寺市 中村町 ・下吉

中世、 近世
一 の谷 ・遺跡群KZ1048931800江 戸時代 香川県 観音寺市古川町

,本 大

敷水採石場181● 愛 媛県 喜多郡肱川町

(鹿の川洞穴遺跡)

阿方 ・貝塚KZ104922182㊨ 愛 媛県 今治市阿方

江 口 ・貝塚KZIO4930183㊨ ㊧ 愛 媛県 越智郡波方町大字馬刀

上黒岩 ・岩陰遺跡KZ104936184㊧ 愛 媛県 上浮穴郡美川村上黒岩

穴神洞 ・遺跡KZ104937185⑧ 愛媛県 東宇和郡城川 町

中村 ・貝塚KZIO4951186㊧ 高知県 中村市 由手通 り

不動 ケ岩屋洞穴 ・遺跡KZ104964187㊧ ⑧ 高知県 高 岡郡 佐川 町西山字聖

木 月(古 月)・ 員塚KZIO5013188⑧ ㊧ 福岡県 鞍手郡鞍手町

新延 ・貝塚KZ105015189⑧ ⑱ 福岡県 鞍手郡鞍 手町大字新延

関ノ山 ・洞窟KZIO5019190㊧ 福岡県 田川郡 関の山

岩下 ・洞穴遺跡KZIO5051191㊧ 長崎県 佐世保市松瀬 町岩下

下本 山 ・岩 陰遺跡KZ105052192㊧ 長崎県 佐世 保市下本 山町字迎

伊木 力 ・遺跡KZ105059193⑧ 長崎県 西彼杵郡 多良見町舟津
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本郷一美 ・藤田正勝 ・松井 章

… 纏 離 蓋 一 一
高橋南 ・貝塚KZ105112194古 代、中世 熊本県 熊本市高橋 町

曽畑 ・遺跡KZ105151195㊧ 熊本県 宇土市花 園町210～

轟 ・貝塚KZIO5155196㊧ 熊本県 宇土市宮 の庄 町須 崎

若 園 ・貝塚KZ105220197⑳ 熊本県 玉名郡菊水町原 口若 園

黒橋 ・貝塚198麟 熊本県 下益城郡城南 町大字 阿高字東原

野鹿 ・洞穴KZ105297199轡 大分県 直入郡萩町

武 ・貝塚KZ105312200?鹿 児島県 鹿児島郡桜島町349

草野 ・貝塚KZ105318201鯵 古 墳時代 鹿児島県 鹿児島市下福元町 草野

麦之浦 ・貝塚KZ105323202爾 鹿児島県 川内市高城町麦之浦(川 内

市陽成町後迫 ・王子 田)

上能野 ・貝塚KZ105336203㊧ 鹿児島県 西之表市住吉上能野

柊原 ・貝塚KZ105340204㊧ 鹿児島県 垂水市

成川2・ 遺跡KZ105345205鯵 鹿児島県 揖宿郡山川町

市来 ・貝塚KZIO5350206㊧ 鹿 児島県 日置郡市来町(州 上 中組)

西市来KZIO5351207㊧ 鹿 児島県 臼置郡市来町

黒川 ・洞 穴KZ105353208㊧ 鹿 児島県 日置郡吹上砂走

高橋 ・貝塚KZ105356209㊧ 鹿児島県 日置郡金峰町

江 内 ・貝塚KZ105361210㊧ 鹿 児島県 出水郡高尾野町江内字外畑763-1

中岳 ・洞 穴KZ105369211㊧ 鹿 児島県 曽於郡 末吉町南之郷 中岳

片野 ・洞 穴KZ105370212翻 鹿 児島県 曽於郡志布志町大字 内之倉片野
一陣長崎鼻 ・貝塚KZ105376213㊧ 鹿 児島県 熊毛郡 南種子町(中 之下一陣)

塩 屋阿獄 ・洞穴214㊧ ㊧ 鹿児島県 熊 毛郡中種子町坂井塩屋井 田

尻屋鉱 山215㊧ 青森県 下 北郡

朝寝鼻 ・貝塚216㊨ 岡山県 岡山市

居徳 ・遺 跡217㊧ 高知県 土佐市
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