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伊豆南端の石廊崎から南南東約50 kmの太平洋上

に浮かぶ神津島は,本州地域最大級の黒曜石原産地

である。神津島産の黒曜石は良質なこともあって中

部・関東地方に広く供給され,槍先や矢じりなどの

素材として,縄文人の狩猟活動を支えていた。しか

し最近になって夢 約3万8〇〇〇年前の列島における

後期旧石器時代*1初期から神津島屋黒曜石が利用さ

れていたことがわかってきた。

神津島は火山活動によって約7万年前に海面上に姿

を塀したとされているが,伊豆半島との間の海底は

最深部で8○○m以上あり書 院在よりも海面が低下

していた旧石器時代においても本土と陸続きとはな

らなかった。したがって本土側の遺跡まで黒曜石を

運搬するためには,伊豆半島一神津島間を舟で往復

する必要があった。神津島屋黒曜石は世界最古の往

復航海の証拠であり, 「黒曜石海上シャトル」1として

国際的な注目を集めつつある。

轡相集う島の黒曜石

冬の晴れた日に伊豆半島の東海岸に立つと,大

島を左に,利島,新島,神津島と続く伊豆諸島北

部の島々を一望することができる(図1)。この島

なみと伊豆半島の間には,三宅島付近の沖合で本

*1-旧石器時代は,前期・中期・後期に区分されているが,

「前期・中期旧石器捏造事件」の発覚によって,前期・中期に

属するほとんどの石器が否定された。列島における後期旧石器

時代は3万8000年前頃,大陸から渡来してきた現生人類(ホ

モ・サピェンス)によって開始されたと考えられている。
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流から分かれた黒潮分流が北上している。

その平均的な流速は時速約3km,これに低

気圧による波浪や潮汐流*2の影響が加わると,

その流れは勢いを増し,時に複雑で高い波が生じ

る。特に伊豆南端の石廊崎沖は,太平洋沿岸航路

の中でも難所の1つとされており,西風が強く

吹く冬場には,天城山を風よけにしてこの沖合で

「風待ち」をする貨物船を見ることができる。

神津島は「神の津の島」と善くのが一般的だが,

地元には「神集島」,つまり神が集う島という古

い表記も残されており,島内の多くの神社や桐が

その由来を今に伝えている。島の北西には「五色

浜」と通称される長浜海岸があり,そこには三島

大神の后神を祀る長浜神社(阿波命神社)が鎮座する。

この浜を埋め尽くす緑・赤・黄・白・黒のう色

の石は,祭神と一体をなす神聖なものとみなされ

ているが,ひときわ目を引くのが,黒く光る黒曜

石である。

島内にはこの長浜だけでなく,恩馳島・砂糠

崎・沢尻・観音浦などの産出地が知られている。

島の東側に突きだした砂糠崎の中腹には,長さ

800m以上にわたって続く黒曜石の黒い帯を見る

ことができるし,神津島本島の西南西約4kmに

ある恩馳島の周囲の海底には,黒曜石の円礫が一

面に散らばっている。

轡黒曜石の原産地を知る

黒曜石はガラス(SiO2)分に富んだ流紋岩質のマ

*2鵜湖の干満によって生じる海水の流れで 潮流ともいう。

海流は川のように常に一定の方向に向かって流れているが,潮

汐流は月の引力によって引き起こされ,その位置によって流れ

る方向は周期的に変化する。
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図1一伊豆南東海岸から見た伊豆諸島

左から,利島,新島と式根島,少し離れて神津島(右端のアロエの左上),大島は利島のさらに左にある。

ゼ蜜

媒神津島
緩

図2一中部・関東地方の黒曜石原産地(『All Rivers,All Lakes

&Topography』にもとづいて作図)

これに板山(新潟県新発田市)を加えた9カ所が主要な原産地

であるが,佐渡島や浅間山にも小規模な産地がある。

グマが,地上付近で急冷するなどの特殊な条件の

もとに生成されると考えられている。したがって

その場所は限られており,中部・関東地方の主要

な原産地は,カ所に限られている(図2,図3)。旧

石器時代や縄文時代の人々は,これらの産地まで

あるときは直接出かけていき,またあるときは交
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★黒曜石原産地
0 30 km

図3一伊豆周辺の黒曜石原産地と3万8000年前の海岸線(『カ

シミール3D』にもとづいて作図)

換や交易といった方法によって黒曜石を入手して

いたのだろう。原産地から比較的離れた関東地方

では,特定の原産地に依存して原石が不足するリ

スクを避けるためか,複数の原産地から黒曜石が

運ばれることも珍しくなかった。こうした遺跡で

は,どの産地がどれだけ入手されているかを知る

ことで 集団の交易や移動の範囲を類推すること

ができる。

こうした考古学的要求に応えるために登場して

きたのが,黒曜石原産地推定法である。科学的な
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圏図百雪国
黒曜石原石

黒曜石原石

両者を科学的に対比・照合する

図4一黒曜石の調達と産地推定のイメージ

旧石器時代の黒曜石の調達方法としては,原石を採取した後にそれを石器として狩猟

などに使いながらムラに戻る場合(図上段:原産地A→旧石器のムラ)と,原石採取後,

すみやかにムラに戻る場合(図下段:原産地B→旧石器のムラ),さらに他集団を介し

て間接的に入手する方法などが想定されている。こうして最終的に遺跡に遺された黒

曜石製石器と,黒曜石原石を科学的に対比・照合するのが原産地推定である。

原産地推定は,遺跡出土の黒曜石と原産地の黒曜

石を,鉱物学的・物理学的あるいは化学的指標に

もとづいて対比・照合する作業である(図4)。か

っては黒曜石に含まれる結晶の形や透過光の屈折

率にもとづく鉱物学的方法や,ウラン238の自

発核分裂の痕跡(飛跡)をカウントするフイツショ

ントラック法が試みられたことがあったが,産地

固有のデータを得ることが難しいため,ほとんど

行われなくなった。現在では中性子放射化分析や

蛍光X線分析, ICP-MS(誘動結合プラズマ質量分析)に

よって得られた化学組成にもとづいて産地を推定

する方法が主流になっている。

このうちエネルギー分散型蛍光X線分析は,

ある物質にX線を照射したときに発生する蛍光

X線が,その物質に固有の波長をもつことを利

用した方法で 完全な非破壊分析が短時間(数分)

でできるため,列島各地で分析事例が蓄積され続

けている。

態 旧石器時代の神津島屋黒曜石

旧石器人は海を渡れたのか?

丸木舟が列島各地で使われるようになった縄文

時代には,隠岐の島や神津島といった離島の黒曜

石が大量に本土の遺跡にもたらされた。特に黒潮

分流を越えて運ばれた神津島産黒曜石は,縄文人

の航海能力を間接的に示す証拠でもある。ところ

が旧石器時代に神津島産黒曜石が供給されている

とすれば その歴史的意味はまったく異なったも

のとなる。

旧石器時代の渡海の証拠は,世界全体でも数え

るほどしかない。現在では4万7000年前までに

果たされたサフール大陸への人類の移住が,世界

最古の渡海の証拠とされており*3,この海域では

海洋適応が進んでいたことも知られている。日本

列島の証拠はこれに次ぐ古きのものなのだが,次

節以降で述べるように,これが学界で受け入れら

れるまでには紆余曲折があった。

神津島屋黒曜石の原産地推定

黒曜石の科学的産地推定を初めて国内に導入し

*3「氷河期の海面低下によってオーストラリア・ニューギニ

ア・タスマニアはつをがって一つの大陸となっていた。これを

サフー)レ大陸と呼んでいる。しかしスンダ列島やボルネオ島の

間には,旧石器時代にも陸化しをかった海峡が存在し,現生人

類はこの海を越えて4万7000年前までにサフール大陸に移住

している。これが世界史上,最も古い海上渡航例と考えられて

いる。
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図5-後期旧石器時代初期における神津島産黒曜石の出土遺跡

後期旧石器時代初期(約3万8000年へ3万4000年前)における神津島産黒曜石の主要な出土遺跡

を図示した。関東周辺に広く神津島産黒曜石が運ばれていることがわかる。円グラフ下に「n」で

示した数値は黒曜石原産地推定の総点数。グラフの大きさは分析総点数を相対的に反映している。

た鈴木正男は,フイツショントラック法を用いて

東京都野川遺跡・同月見野遺跡などの出土石器に,

数点の神津島産黒曜石が含まれていることを示

し2,共同研究者であった小田静夫とともに,人

類史上極めてまれな旧石器時代の海上渡航の可能

性を指摘した3・4。その後,関東地方における最古

級の石器群である東京都武蔵台遺跡Ⅹ層石器群

から, 1点ではあるものの神津島産黒曜石が同定

されたことを受けて,小田は列島において世界最

古級の航海が行われていたことを主張する5が,

国内では積極的に彼らを支持する動きはほとんど

なかった。

この当時は蛍光X線分析にもかなりの費用が

かかり,中性子放射化分析は遺物の一部を破壊す

ることもあって,黒曜石の産地推定は限られた遺

跡の限られた石器を対象にしていたのが実情であ

った。そのため武蔵台遺跡以降に神津島産という

分析結果が追加されたのは,神奈川県橋本遺跡な

どわずかな例に限られ,海上渡航の存在が広く認

められないことの一因ともなっていた。

望月明彦(国立沼津工業高等専門学校,当時)と筆者は,
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蛍光Ⅹ線分析の利点を活かし,出土黒曜石全点

の産地を明らかにすることによって,集団の移動

範囲や交易の問題をより具体的に論じることがで

きるようにしたいと考えていた。 1"4年に開始

された分析の最初の対象となったのが,筆者が発

掘調査を担当した沼津市土手上遺跡の石器群であ

る。その結果,黒曜石1928点中に4,う点もの神

津島産黒曜石が含まれていることが判明した6。

この後,望月研究室では年間1万点以上の産

地推定を実施する体制が整い,愛鷹・箱根山麓の

ニッ洞遺跡・西洞遺跡・初音ケ原遺跡から出土し

た後期旧石器時代初期の石器にも,神津島産黒曜

石が含まれていることが明らかにされた。さらに

愛鷹・箱根山麓だけでなく,中部地方の一部から

関東地方にかけて広く供給されたことが示され

(図う),神津島産黒曜石の存在とともに海上渡航

の存在も確実視されるようになった。

「3万8000年前」のインパクト

これらの石器群の中でも沼津市井出丸山遺跡の

もつ意味はとりわけ大きい。筆者が実施した同道
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跡の黒曜石原産地推定では,黒曜石25点中22

点が神津島産という結果が得られた7が,石器群

に伴った炭化物の炭素14年代(較正値)は,約3万

8000年前に遡るものであった。この年代は列島

に現生人類が到達し,後期旧石器時代が開始され

た時期にほぼ重なる。つまり彼らは列島へ展開す

るのとほとんど同時に,伊豆半島一神津島間の往

復航海を果たしていることになるのである。

神津島産黒曜石の存在が国際的に承認されるた

めには,より精度の高い方法でクロスチェックす

る必要がある。井出丸山遺跡から出土した黒曜石

は一部がサンプリングされ,アメリカのミズーリ

大学考古科学研究所の原子炉で中性子放射化分析

が行われた。その結果は筆者の蛍光X線分析と

完全に一致している8。

世界最古の往復航海と

甥生人類の列島への到達

井出丸山遺跡に始まる神津島産黒曜石の中部・

関東地方への供給は, 3万8000年へ3万4000年

前の約う000年間にわたる。寒冷な気候が続いた

後期旧石器時代にあっても,この時期は比較的温

暖であり,相対的な海水準は-80m程度と考え

られている。この海水準を単純に伊豆半島一神津

島問に当てはめると,その距離は約40kmとな

る(図3)。仮に当時の舟の巡航速度を時速うkmと

速めに想定しても,片道8時間を要する長時間

の航海となる。その成功率を高めるためには,数

時間後の海況の変化を予測する「観天望気」に類

する知識が必要となろうし,この海域の水温や特

有の潮汐流,風などに対応できる舟を造り,それ

を手繰る能力も求められよう。また黒曜石を採取

した後,帰還するまでの食糧・水をどのように確

保するか,といった問題も事前に解決しておく必

要がある。

2000年の捏造事件の発覚によって,それまで

知られていた列島の前期・中期旧石器のほとんど

は否定され資料的価値を失った。なお検討に値す

るわずかな石器群が残されてはいるが,これらの

断片的な資料から後期旧石器時代初期の石器群へ

の変化や,急激な遺跡数の増加を説明することは

難しい。つまり中期旧石器時代から発展的に後期

図6-アラスカポイントホープのウミアック(201`年4月頃,高沢進吾氏撮影)

ポイントホープでは現在でもウミアックが猟に使われている。この舟にはアゴヒゲアザラシの皮が使われて

いるが,最近では布地が張られることが多くなってきているという。ウミアックは適度にしなるため,浦波

性能が高く,波切り音が少ないため獲物への接近に適している。
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旧石器時代に移行したのではなく,大陸からの現

生人類の流入によって列島の後期旧石器時代が開

始されたと考えられるのである。しかしこの時期

においても対馬海峡や津軽海峡は陸化せず,琉球

列島も大陸や本土とは切り離されていた。現生人

類はそのどこかのルート,あるいは複数のルート

上を渡海して列島に到達したと考えられる1。神

津島産黒曜石の存在は,彼らの航海能力や海洋適

応の進度を類推できる極めて重要な考古学的証拠

となっているのである。

態 旧石器時代の「舟」を追って

日本国内はもちろん世界のどこにも旧石器時代

の舟の発見例はない。 「3万年前の航海徹底再現

プロジェクト」で,その素材としてヒメガマや竹

が選択されたのは,当時の生態環境においても入

手可能であり,かつ台湾一琉球諸島で出土してい

る利器でも加工可能という認識9にもとづいてい

る。このプロジェクトではその素材を用いて実際

に舟を造り,トライアルを重ねて舟のイメージに

修正を加えていくという方法が採られている10。

それでは神津島一伊豆半島で用いられた舟はど

のようなものであったか?恩馳島は地元では

「アシカ島」ともいわれていて,その鳴き声が騒

がしいため神津島本島の住民がよく眠れなかった

という伝承が残されている。現在よりも水温の低

かった旧石器時代であれば アシカ以外の大形の

海獣類が生息していたことも十分に考えられる。

枝木を組み合わせて骨格を造り,それに曝した海

獣の皮を張った革舟は,極北地方ではウミアック

と呼ばれ,現在でも狩猟などに用いられている(図

6)。この舟の特徴は軽量で速く,船底のフレーム

がキールの役割を果たすため,直進性にも優れて

いるという点にある。

黒曜石を求める旧石器人が革舟を手繰り,神津

島をめざして伊豆沖の荒波を越えていく-そん

な姿を筆者は思い描いている。
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