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名寄市北国博物館所蔵の「南貝塚式土器」の胎土中の砂粒の化学分析 

Chemical Analysis of the Sand Grains in the Soil of the Minamikaizuka Type Pottery 
owned by the Nayoro City Museum 

竹内  孝 1,中村 和之 2 氏江 敏文 3,鈴木 邦輝 4 

TAKEUCHI Takashi1, NAKAMURA Kazuyuki2, UZIE Toshifumi3 and SUZUKI Kuniteru4 

Abstract: Nayoro City is located in the northern part of Hokkaidō. There is a ‘Chitō 8 site’ in Nayoro 
City. This site belonged to the Satsumon era. Satsumon culture was the last stage of Japanese pottery 
culture and it preceded medieval Ainu culture. The Minamikaizuka type pottery which was the last 
stage of Okhotsk type pottery in Sakhalin Island, was discovered from this site in 1978. We suggest 
that the pottery was made in Sakhalin Island and brought to ‘Chitō 8 site’ of Hokkaidō according to 
the chemical analysis of the sand in that soil.  
Key words: Minamikaizuka Type Pottery, Okhotsk Culture, Chitō 8 Site, Satsumon Culture, Chemical 
analysis, Sakhalin Island 

1. はじめに

筆者らのうち、氏江と鈴木は 1978 年に名寄市

の「智
ち

東
とう

8 遺跡」を発掘した。この遺跡の遺物は

擦文文化期のものであった(1)。しかしそのなかに、

形式が不明の土器があり、当初氏江と鈴木はこれ

を擦文土器と見なした。のちにその土器はサハリ

ン島のオホーツク式土器の最終末期の形式であ

る「南
みなみ

貝
かい

塚
づか

式土器」であることが明らかになった

(2)。北海道では南貝塚式土器の発掘例が 12 例あ

り（図１）(3)、多くの遺跡は海岸部に立地するが、

内陸部の千歳市や旧端野町（現北見市）にも分布

している。智東８遺跡も内陸部にあって天塩川の

河岸に位置する。

本稿では、名寄市の智東 8 遺跡出土の擦文土器

と、この南貝塚式土器の胎土中の砂粒の化学分析

の結果を報告し、南貝塚式土器の産地についての

推定をしたい。

2. 名寄市「智東８遺跡」の概要

名寄市智東８遺跡の旧名称は「智東Ｈ遺跡」で、

北緯 44 度 24 分 55 秒、東経 124 度 28 分 44 秒に

位置する（図１）。この遺跡は擦文文化期の遺跡

である。智東８遺跡は 1978 年に氏江と鈴木らに 

よって発掘調査が行われた。調査面積は 2300 ㎡

である。遺跡からは 12 基の竪穴住居跡が検出さ

れた。発掘調査は天塩川の川幅を広げる工事が原

因であった（図２）。現在はすでに流路になって

いる。天塩川流域には旧石器時代からアイヌ文化

図１ 智東８遺跡 (★) と南貝塚式土器が出土し

た遺跡(●) 
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期までの遺跡が点在している。擦文文化期では、

天塩川下流域に天塩町「天塩川口遺跡」、幌延町

「音
おとん

類
るい

遺跡」という大規模な集落遺跡がある。中

流域では中川町「ポンピラ遺跡」、美深町「 楠
くすのき

遺跡」、そして名寄市智東８遺跡がある。上流域

の士別市や、名寄川流域の下川町などにも分布し

ているが、規模は小さく上流域の分布密度は低い

傾向がある。

 智東８遺跡の１号住居跡に近い天塩川河岸か

ら、南貝塚式土器が出土した（図２★印）。1 号住

居跡までの距離は約 10m である。遺構から出土

したものではない。出土層位は擦文文化期の住居

が構築された時期と同じ層位の遺物包含層であ

る。地層の厚さは 10～20cm である。この土器は

その最上位から潰れた状態で出土した。地層の状

態から擦文文化期に所属する。年代は概
おおむ

ね 10 世

紀以降であろう。なお、下位からは縄文中期、後

期、晩期、続縄文期の土器片も出土している。

この土器は口径 20cm、器高 20cm、底部経

8.5cm、最大径は胴部で 20cm、器厚は胴部で

0.7cm、口縁部で 0.5cm である。胎土には細かい

砂粒が僅かに入っている。土器の表面は滑
なめ

らかに

整形されている。擦文土器の特徴である刷
は

毛
け

目
め

は

ない。焼成は良好で硬質である（図３)。 
 文様は胴部から頸部にかけて施されている。二

本一対の沈線を横方向に五段めぐらし、段間に二

本一対の縦の押圧文が施されている。個々の施文

具は幅 3m/m の角の丸いスタンプ状工具である。

底部には板の木
もく

目
め

圧
あっ

痕
こん

がある（図４）。

3.土器の胎土中に含まれる砂粒の化学分析

古代の土器製作は、土器の素材となる粘土に

混和材として細かな砂粒を混ぜて成型し、その

まま低温で焼成して作られている。そのため、

粘土中の砂粒は溶融せず粘土と均質化しない。

この土器製作に際して用いられた砂粒は、土器

を製作した時代と地域の地質的な特徴を砂粒の

化学成分の形で保存しているものと考えられる｡
図２ 智東８遺跡の発掘調査区と遺構分布
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このため、土器に含まれる砂粒成分の化学分析

によって、土器が出土した遺跡付近で製作され

たか否かの推定が可能になる。また各地の遺跡

から出土した土器の胎土分析データと比較する

ことにより、土器の製作地や移動の推定が可能

となる。 

3-1. 土器の胎土中に含まれる砂粒の化学成分の

方法

筆者らのうち竹内は、土器の胎土に含まれる

砂粒の化学成分を分析するため、図５に示す電

子プローブマイクロアナライザー(日本電子製 
JXA8900-EPMA 装置)を使用した。測定の前

に、土器片から土器断面の細片を採取し、包埋

樹脂で固定して断面を研磨した後、金(Au)を蒸
じょう

着
ちゃく

して分析用の試料とした（図６）。

分析する元素を指定して、試料断面をカバー

するように面分析(横 300 点×縦 300 点：計 
90,000 点)を行うと、図７のように分析位置と元

素の検出濃度を示す８諧調のカラーマップ画像

図４ 智東８遺跡出土の南貝塚式土器の底面 

図３ 智東８遺跡から出土した南貝塚式土器の写真（左）と実測図（右） 
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が得られる。元素が濃いところから薄いところに

変化するにつれて、色は白からピンク、赤色、黄

色、緑色、水色、青色と変化し、元素の検出がな

いところは黒く見える。

分析は、土器の胎土を構成すると思われる主要

な８元素、ナトリウム（Na）、マグネシウム（Mg）、

アルミニウム（Al）、ケイ素（Si）、カリウム（K）、

カルシウム（Ca）、チタン（Ti）、鉄（Fe）につい

て行った。図８に面分析によるカラーマップ画像

の一例を示す。

つぎに分析結果を定量的に求めるため、画像処

理ソフトウェア(Scion Image)を用いて分析画像

の解析を行った。分析で得られた各元素のカラー

マップ画像はグレースケールの８諧調に変換し

て元素濃度のマップ画像とした。つぎに土器片の 

断面積を把握する必要があるので、土器片の輪郭

の再現性の良い Si 画像を使用して土器片の断面

積をピクセル数で計測した（図９）。分析により検

出した各元素のグレースケールの画像は、ソフト

ウェアによって画像濃度を基準とするしきい値

を設定して検出濃度の有無に二
に

値
ち

化
か

した（図 10）。
つぎに、二値化された画像を粒子解析し、検出さ

れた部分のピクセル数を数えた。

図５ JXA8900 EPMA 装置 

Sample Stage 

WDS 

EDS 

Electron Gun 

図６ 試料採取と包埋樹脂中の土器断面 

図７ 試料の面分析と元素マップ画像 

図８ 面分析による８元素のカラーマップ画像の例 

図９ Si 画像を用いた試料断面積の計測 

図 10 元素の検出濃度に対する二値化処理 

図 11 粒子解析によるピクセル数の計測と面積比の 

計算 
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さらに、各元素が存在するとされたピクセル数

が、土器片の断面積のピクセル数に対してどのく

らいの比率で存在するかを計測した（図 11）。面

積比率は体積比率と高い近似性があることが知

られているため、面積比率を各元素の含有率とし

た。

3-2. 化学分析と結果の検討と可視化

上記のように、筆者らは８元素について砂粒の

成分を分析した。このうち、筆者らは K 元素、Ca
元素、Si 元素の３元素に注目した。土器の製作時

に混錬された砂粒は、製作地域で採取されたもの

であると推定される。地表における砂粒の化学成

分は長石と石英（SiO2）が大半を占める(4)。その

他の鉱物類（Mg、Ti、Fe 元素）は、特異な場合

を除いて微粒子として砂粒の中に混入している

ことが多い。Si 元素と Al 元素は胎土の粘土の大

部分を占めるが、石英（SiO2）の砂粒は面分析で

胎土中に確認できる。長石は NaAlSi3O8 －

KAlSi3O8 成分の比率からなるアルカリ長石と、

NaAlSi3O8－CaAl2Si2O 成分の比率からなる斜長

石の二種類からなる。K 元素と Ca 元素を同時に

含む長石はない。Na 元素はアルカリ長石にも斜

長石にも含まれる。そのため Na 元素は、長石の

種別を区別する要素としては使うことができな

い。

以上のことから筆者らは、石英（SiO2）の砂粒

の Si 元素、KAlSi3O8 系のアルカリ長石の砂粒の

K 元素、CaAl2Si2O8系の斜長石の砂粒の Ca 元素

の土器胎土中の割合が、砂粒の採取地域の特徴を

示すと考えた。K 元素、Ca 元素、Si 元素の土器

片に含まれる含有率を求め、これら含有率の値を

正規化して混合比率とした。これら三元素の混合

比率データで三角ダイヤグラムを作成すると、各

地域の地質情報をより可視化することができる。 

4. 智東８遺跡から出土した土器の分析

智東８遺跡出土の土器が当該地域で製作され

たか否かを推定するため、智東８遺跡から出土し

た擦文土器片（図 12）の分析を行い、あわせて同

遺跡出土で接合しなかった南貝塚式土器の土器

片（図 13）も分析を行った。

表１は、智東８遺跡から出土した擦文土器と

南貝塚式土器の分析の結果である。図 14 は、

分析した K 元素、Ca 元素、Si 元素に基づく砂

粒成分の混合比率を、三角ダイヤグラムで示し

たものである。

図 12 智東８遺跡から出土した擦文土器片 

図 13 智東８遺跡から出土した南貝塚式土器 

の土器片 

図 14 智東８遺跡から出土した土器に含まれる 

砂粒成分の混合比率 
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擦文土器の場合は、砂粒の成分元素比率が約

(K:Ca:Si)=(10:60:30)であるが、南貝塚式土器の

場合は(K:Ca:Si)=(20:10:70)と擦文土器に比べて

Si の比率が約２倍、Ca の比率が６分の１であ

り、両者の土器に含まれる砂粒は同質のもので

はない。

 智東８遺跡から出土した擦文土器は、名寄地

域で製作された土器であると考えられるので、

遺跡から共伴して出土した南貝塚式土器は他の

地域で製作され、この地域に搬入された土器で

ある可能性が大きい。 

5. サハリン島南部出土の土器片の化学分析

智東８遺跡から出土した南貝塚式土器はどこ

で作られたものであろうか。この課題を解決する

手がかりを得るため、本研究では、新
にい

岡
おか

武
たけ

彦
ひこ

氏

（1911 年～1990 年）のコレクション(5)にあるサ

ハリン島南部から出土した土器片からサンプル

を採取して分析した。これらの土器片は現在、稚

内市北方記念館が所蔵している。

表２に土器形式と分析値を、図 15 にサンプル

とした土器片が出土した遺跡の位置を示す。これ

らの土器片を南貝塚式土器と同じ方法で分析し、

智東８遺跡から出土した南貝塚式土器と比較検

討した。図 16 に分析した K 元素、Ca 元素、Si
元素に基づく、砂粒の混合割合を三角ダイヤグラ

ムで示した。

智東８遺跡から出土した南貝塚式土器の胎土

表２ 新岡コレクションの土器の分析値 

No 遺跡 分類記号 土器形式 K ratio(%) Ca ratio(%) Si ratio(%) 備考

1 智東８遺跡 G 65-  一層 擦文土器 5 97. 55 72. 38 30. No1 1_

2 智東８遺跡 H 65-  一層 擦文土器 15 42. 57 88. 26 68. No2

3 智東８遺跡 G 64-  一層 擦文土器 11 15. 71 86. 16 98. No3 1_

1 智東８遺跡 F78G663 南貝塚式土器 27 40. 7 84. 64 70. 未接合資料_1

2 智東８遺跡 F78G663 南貝塚式土器 17 40. 10 00. 72 60. 未接合資料_2

3 智東８遺跡 F78G663 南貝塚式土器 24 09. 11 18. 64 71. 未接合資料_3

表１ 智東８遺跡から出土した土器の分析値 
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に含まれる砂は、新岡コレクションの№7、12、
16、17、19 の土器片の砂と近いことがわかった。

図 15 によればわかるように、№19 を除けばサハ

リン島南部の土器、特にアニワ湾周辺で採集され

た土器片である。智東８遺跡出土の南貝塚式土器

の胎土の砂は、同遺跡で出土した擦文土器の砂と

は似ていない。そのため智東８遺跡出土の南貝塚

式土器はサハリン島南部のアニワ湾周辺で作ら

れ、北海道の智東８遺跡に運ばれたと考えられ

る。その際、おそらく天塩川に沿って運ばれた可

能性が高いと思われる。さきにのべたように、天

塩川の下流域には大規模な集落遺跡があるから

である。

6. おわりに

智東８遺跡出土の南貝塚式土器の胎土の中の

砂粒を化学分析した結果、サハリン島南部のアニ

ワ湾周辺で作られた土器である可能性を指摘で

きた。筆者らのうち竹内と中村は、土器の砂に注

目した土器の産地の同定について研究を進め(6)、

その成果を発表してきた(7)。また奥尻島出土のオ

ホーツク式土器の胎土中の砂粒の成分を分析し、

礼文島の土器の砂が最も近いことを示すことが

できた(8)。本研究によって、国

境を越えてロシア連邦サハリ

ン島で作られた土器が名寄市

まで運ばれたことが推定でき

た。これにより、土器の胎土中

の砂粒成分の分析が、土器の製

作地の推定と土器の移動を研

究する上で、有効な研究方法で

あることを示すことができた。 

図 15  新岡コレクションの土器片が採集され 

た地点 

図 16 サハリン南部の遺跡から出土した土器に含まれる砂粒成分の混合

比率 
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(3) 12 例の遺跡名等は、以下の表のとおりである。 

(4) 石野岩之助：『iStone 鉱物と隕石と地球深部

の石の博物館』 http://www.istone.org/ (2014)。 

(5) 新岡武彦・宇田川洋 1992 『サハリン南部の

考古資料』北海道出版企画センター。新岡武彦・

宇田川洋 1990 『サハリン南部の遺跡』北海道

出版企画センター。

(6) 竹内 孝・中村和之 2008「EPMA 分析画像の

解析によるオホーツク海沿岸出土の土器研究

－土器に含まれる砂粒の成分分析と産地同定

－」榎森 進・小口雅史・澤登寛聰編『エミシ・

エゾ・アイヌ アイヌ文化の成立と変容－交易

と交流を中心として【上】』岩田書院。

(7) 竹内 孝・中村和之 2018「土器の胎土中に含

まれる砂粒の化学分析による製作地の推定」

『函館工業高等専門学校紀要』第 52 巻。竹内

孝・榊田朋広・中村和之 2019「オホーツク文化

終末期の土器群と化学分析による製作地の推

定」『函館工業高等専門学校紀要』第 53 巻。

(8) 中村和之・竹内 孝 2011「奥尻島出土のオホ

ーツク式土器をめぐる試論－土器の胎土中の

砂粒の成分分析による－」小口雅史編『海峡と

古代蝦夷』高志書院。

所属

1 元函館工業高等専門学校 
2 函館工業高等専門学校 
3 (株)シン技術コンサル 
4 元名寄市北国博物館 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

名寄市
ユカンボシＣ遺跡 千歳市

礼文町
香深井遺跡 礼文町
抜海岩陰遺跡 稚内市
富磯貝塚 稚内市

元地遺跡

美々７遺跡 千歳市
広瀬遺跡 北見市（旧端野町）

稚内市
豊岩遺跡 稚内市
ウエンナイ遺跡 枝幸町
川尻北チャシ遺跡 枝幸町
智東８遺跡

オンコロマナイ遺跡

遺跡名 市町村
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イメージキャラクター「ふわっと」

サンピラー現象の光柱と博物館で
｢ホワット・何？｣と問いかけるイメ
ージを重ねて名づけられました。


