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　黒曜石製石器の原産地判別の研究は，いうまでもなく日本だけでなく，ヨーロッパ，アジア，北アメリ

カ，南アメリカなどでも盛んに行われているものであり，特に日本では独自の判別法を進化させ続けてき

た（例えば，望月 1997）。一方で，国際的には最先端の分析装置により原産地判別法は常に進化し続け，日

本でもこれまでの独自の手法に基づきながら，最先端の分析装置を取り入れていくことで，考古学的な新し

い発見や知見を得ることができると考える。その具体的な成果として，信州霧ヶ峰地域の黒曜石原産地に関

する島田ほか（2018）や橋詰（2018）などの研究成果がある。ここでは，国際的なネットワークづくりを

目的とした ICO（International Obsidian Conference）の活動紹介とともに，2019 年の IOC の会議で発表

した日本海西南沿岸地域の黒曜石原産地の研究結果についてレビューする。なお，本研究は，Prehistoric 

archaeological series of the Hungarian National Museum, IPH (Inventaria Praehistorica Hungariae)

に投稿中である。

　黒曜石研究に関する国際的なネットワークづくりや情報交換を目的に，2016 年 6 月 1 日～ 3 日，第 1 回

国際黒曜石研究会議（International Obsidian Conference：IOC2016）がイタリアのリパリ島で開催された

（第１図の左）。この研究会議には世界各国から考古学・地質学・分析化学の研究者が参加し，日本からは明

治大学の研究者を中心に 6 名の研究者が参加した。3 年後の 2019 年 5 月 27 日～ 30 日に，ハンガリー国立

博物館が LOC となり，第 2回の会議がハンガリーのシャロースパタクにて開催され（IOC2019；第１図の右），

日本から 4名の研究者が参加した。その参加記録を紹介する。なお実名は全て省略させていただく。

第１図　IOC2016 会場（イタリア，リパリ島「Museo Archeologico di Lipari」）（左）。

　　　　IOC2019 会場（ハンガリー，シャーロスパタク「Rakoczi Muzeuma」）（右）
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5 月 24・25 日：長崎大学に出勤後，長崎空港から羽田空港経由で成田空港へ移動。羽田空港にて 200 ユー

ロと 1万円分のハンガリーフリントに両替。エミレーツ航空にてドバイ空港へ移動し約 4時間滞在し，ドバ

イ空港からブタベスト空港に到着。ネットで予約をしていた乗合タクシーにてホテルに移動する。国会議事

堂を見ながらドナウ川沿いを南下し，ダウンタウンのレストランにて夕食をとる。

5月 26日：朝11時にチェックアウト。トラムを利用しハンガリー国立博物館へ移動。日本の参加者と合流し，

LOC が手配した乗合タクシーにてシャロースパタクのホテルまで移動。ホテルにチェックイン後，直ぐに会

場に移動し，受付を済ました後，施設見学のツアーに参加。スロバキアとジョージアからの参加者とも合流

し世間話をする。会場内のレストランにてアイスブレイク。20 時ぐらいに終了しホテルに移動。

5 月 27 日：朝 8 時にホテルを出る。午前のセッションにて口頭発表を行う。発表自体は，練習通り何事も

なく終える。2 件の質問があったが，いずれも nd という判別結果が他のソースからのものなのかどうなの

かというものであった。この点をプレゼンで明確にしなかったのは反省すべき点である。また，このセッ

ションでは黒曜石のデータベースの重要性や標準化についての議論が最後に行われた。日本では個々のコレ

クションを統一化しようという動きは全くなく，これはなんとかすべき課題であろう。昼食を自由に済ませ

ることになっていたが，銀行を探して 100 ユーロを換金する。昼食を食べないまま，ポスター発表の会場へ

移動する。会場は受付を行った建物の二階でかなり薄暗くポスターは読みにくい。一人数分程度の概要説明

があり，私が共著となっていたものは責任著者が急遽不参加になったため私が担当する必要があったが，ま

ともな説明ができず，大変苦々しい思いをした。国内の学会のように講演要旨を読んでポスターに来る人は

皆無であり，ポスターにはリーフレットのようにしっかりとコンパクトに情報を入れること。また，折り目

がついたような見栄えの悪いポスターには誰も寄り付かない。日本では発表者による上から目線でのプレゼ

ンが多いが，国際舞台では発表を聞いて見てくれる人たちのための下から目線でのプレゼンが当たり前と感

じる。午後のセッションを終え，ホテルのレストランにてウェルカムパーティーが開催。トカイワインを頂

きながらハンガリーの南部の博物館の研究者，メキシコの研究者と意見交換を行う。

5 月 28 日：午前のセッションにて他の日本からの参加者（3 名）の口頭発表が行われる。14 時に駐車場に

集合し，ハンガリー国内のカルパチアの原産地の見学に移動。地質学者と分析・考古学者に分かれてバスに

分乗。ぶどう畑に散財している黒曜石を採取。途中大雨が降る。ホテルに戻り夕食を取ろうとホテルのレス

トランに行くが 20 時で閉店。しかたくなくピザ屋に行きワインを一杯のんで帰宅。体調が悪い状態が続く。

5 月 29 日：朝起きると身体中が痛い。会場に行くと頭が痛く明らかに風邪をひいている。午前のセッショ

ンの最後に次の開催地の話し合いが行われ，北海道白滝町長の開催誘致に向けての文書が読み上げられる。

審議継続にはなったが 2年後にカルフォルニア，その 2年後に北海道，さらにその 3年後にメキシコで開催

される予定。体調の悪い状態が続いたので，全てのセッションが終ると集合写真にも参加せず，すぐにホ

テルに戻り，薬を飲み休養し，ホテルのレストランで昼食をとる。14 時に巡検の集合場所の駐車場に移動。

スロバキアの黒曜石原産地に行く。見学場所はワイナリー。ワイナリーの貯蔵庫にて黒曜石の露頭を観察し

ワインを頂いてもう一箇所の見学場所へ移動。シャロースパタクに戻り対岸のレストランにてディナーパー

ティが開催。体調があまりよろしい状況でないため，頃合いを見てホテルに帰宅。他の日本からの参加者は

翌日に帰路につく。

5 月 30 日：朝，体調がなんとか戻る。朝食を済ませ 7 時 45 分に集合場所の駐車場へ移動。約 2 時間バスに

揺られてウクライナとの国境に到着。国境を越えるのにかなりの時間がかかる。ウクライナに入ると別のバ
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スに乗り換えトランスカルパチアのハンガリーの大学に移動。トイレを済ませ巡検場所のロコソボにさらに

移動。ロコソボの巡検案内書には 2014 年に執筆した論文（Suda et al., 2014）が引用され，ウクライナの

研究者は皆，Dr. Suda を知っていたことに驚く。論文を英語で書くことの重要性を再認識。1時間程度，試

料採取を行ない，バスで大学に戻り，食事をとったあと国境を超え，ホテルに帰宅。夕食はホテルで済ます。

5 月 31 日：10 時にチェックアウトし荷物を預けてシャロースパタクの街を散策。11 時にホテルに戻り，12

時 4 分発の列車に乗るために駅へ移動。切符は事前にネットで購入。途中の駅でバスに乗り換えブタベスト

に戻る。バスを降りた場所からホテルまで地下鉄を利用。夕食はダウンタウンにてハンガリー料理。

6 月 1 日：ブタベストカードを購入してハンガリー国立博物館に行く予定であったが，予想外にマーケット

で時間を費やし，結局，その後パーリンカを買い，オペラ座とリスト音楽院を見学。オープンカフェにて昼

食。夕方，一度，ホテルに戻り，ダウンタウンにてハンガリー料理を頂く。

6 月 2 日：朝からハンガリー国立博物館に行く。博物館にて何人もの IOC の参加者に再会する。博物館見学

を終えオペラ座に向かう途中に大雨に会いバスにて移動。オペラ座にて館内ツアーに参加し，帰り際にまた

IOC の参加者の夫妻に会う。そのまま，近くのレストランにて食事をとり，早めにホテルに戻る。

6月 3日：朝6時30分に朝食を済ませブダ城へ行く。城を一周し，教会見学を終え10時 30頃にホテルに戻る。

11 時 30 分にチェックインを済ませ，12 時にハイヤーにてブタベスト空港へ移動。空港内にて食事をし，定

刻通りに飛行機に乗る。ドバイ経由で，翌日，ほぼ定刻通りに成田に到着。さらに翌日の便で長崎に戻る。

　IOC の主要メンバーによる協議の結果，IOC2019 のプロシーディングを Prehistoric archaeological 

series of the Hungarian National Museum, IPH (Inventaria Praehistorica Hungariae) で編集すること

が決定された。なお，投稿の締切りは 2019 年 11 月 15 日と定められた。この論文の編集はピアレビューで

行われ，完成すればハンガリー国立博物館のHPからのダウンロードも可能になる。これに投稿中の「Chemical 

discrimination and classification of obsidian from the Oki source for provenance studies of 

obsidian artefacts in the circum-Japan Sea region」の内容についてレビューする。

　島根県隠岐諸島の隠岐島後は，西日本を含めた日本海西南沿岸地域の主要な原産地であり，本論文の著者

ら（Y. Suda, Y. Inata, A. Kamei, and M. Oyokawa）は，2012 年よりこの島の黒曜石原産地に関する踏査

を行なってきた。そして，2016 年に明治大学黒耀石研究センター発行の学術誌「資源環境と人類」に，原

産地で採取した黒曜石の原石試料についての波長分散型蛍光 X 線分析装置（WDX）による定量分析値　を公

表した（隅田ほか 2016）。ここに紹介する研究では，この定量分析値に基づいて日本海西南沿岸地域の主要

な黒曜石原産地と隠岐の原産地との化学的な区分を明確にした上で，石器の非破壊分析が可能なエネルギー

分散型蛍光 X線分析装置（EDX）による半定量分析値　に基づく原産地判別法の検討が行なわれた。 最後に

隠岐島後の宮尾遺跡（Miyabi site；第 2図 b）から出土の黒曜石製石器の原産地判別が実践された。

　隠岐島後における黒曜石原産地の地点をまとめたものを第 2 図に示す。この図に示す通り，これまでに

19 地点において黒曜石の原石が産出することが明らかにされている。これらの地点から採取した 31 試料に

ついての WDX による定量分析値を散布図上に示したものが第 3図である。ここでは，日本海西南沿岸地域の

主要な原産地であるペクト山，北部九州（腰岳など），信州霧ヶ峰，神津島，北海道白滝の黒曜石の定量分

析値もプロットされている。結果として隠岐の黒曜石の化学組成は，北部九州の壱岐の黒曜石，そしてペク

1）

2）
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ト山の黒曜石に類似している。しかし，第 3図 cと dの判別図を用いればそれらを区分することができるこ

とが示されている。

　次に，定量分析を行なった黒曜石の原石を用い，原石の状態で EDX による半定量分析を実施した。なお，

ここでは，先に定量分析を行なった久見（No. 403-1）と津井（No. 295-1）の黒曜石を標準試料として用い，

FP 法で分析値を算出した。結果，まず，EDX による半定量値を用いたとしても第 3図 cと dの判別図を用い

第２図　島根県隠岐島後における黒曜石原産地の地点分布

第３図　黒曜石原産地の定量分析値（WDX による分析値）
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ることで，隠岐産の黒曜石を特定することが出来る。それだけでなく，壱岐かペクト山か，さらにそれ以外

の腰岳を含む北部九州・信州霧ヶ峰・神津島・北海道白滝の一群であるかを特定できる可能性も示された。

　次に，隠岐産であると判別された黒曜石は，第 4 図の判別図を用いてさらに化学的な区分（SA1 など）を

実施する。最終的に SA1，SA2，AL1，AL2，AL3，AL4，AL5 のいずれかに判別されれば，隠岐島後における地

点レベルでの原産地判別をしていくことが可能である。なお，これらの判別計算は Microsoft Excel を用い

て自動的に計算が実施されるようプログラムを組んだ。この原産地判別法を用い，隠岐島後の宮尾遺跡から

出土した 2373 点の黒曜石製石器の原産地判別を実施した。結果，石器の表面形状，状態，厚さなどの理由

で再測定が必要なものは，全体の 2.8% で，残りの 97.2% が隠岐産に判別された。さらに，地点レベルまで

の原産地判別は，全体の 89% の石器に対して成功し，全体の 66.4% が久見産のものであるほか，津井産や加

茂産も含めた島内全域の黒曜石がこの遺跡に持ち込まれていることが明らかになった。 

　このように EDX を用いた半定量分析により原産地判別は可能であることが示されたが，やはり EDX は WDX

に比べて検出器の分解能が低く，また石器の非破壊分析の場合，石器の形状や厚さの違いによって分析値が

大きく変動する。そのため，それぞれの原産地の黒曜石の化学組成を基準化（標準化）していくには，WDX

による定量分析は欠かせない。さらに，WDX のみならず，誘導結合プラズマ質量分析（ICP-MS）, 中性子放

射化分析（NAA），即発ガンマ線放射化分析（PGAA）などのさまざまな手法による定量分析値を統合していく

ことで黒曜石原産地の判別法の信頼性を高めていくことができる。このためにも，国内の研究機関や研究者

間の連携に加えて，黒曜石原産地研究に関する国際ネットワークづくりは欠かせない。 

第４図　隠岐産黒曜石の判別図（EDX と WDX による分析値）
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　日本人にとっての国際舞台での大きなハンディキャップは明らかに英語力であろう。しかし英語を通して

得られる人脈・知識・知見は，日本語を通して得られるものよりも明らかに膨大である。英語を避けるので

はなく，日々努力しながら，それと正面から立ち向う姿勢が，このような国際舞台で最も必要と感じる。一

方で，国際誌に投稿した英語の論文は，なかなか日本では周知されないことがあるが，国際誌に投稿した論

文をこのような形で，日本語でレビューを書く機会を頂いた編集者に，心から感謝したい。九州の黒曜石原

産地に関しては，川道ほか（2018）で示された通り，従来の EDX による定性分析値　に基づく原産地判別法

では，特に分解能に限界がある。この手法の改善を模索しながら，黒曜石製石器の原産地判別がさらなる考

古学研究の進展に繋がるよう，引き続き惜しみないサポートをしていきたい。なお，本研究は JSPS 科研費

19K01128，19K21651 の助成を受けたものである。

3）

【註】

１）定量分析値とは，波長分散型蛍光 X線分析装置（WDX）による信頼性の高い化学分析値（wt.%，ppm）のことである。

２）半定量分析値とは，エネルギー分散型蛍光 X線分析装置（EDX）による化学分析値（wt.%，ppm）のことであり，信頼性は

　　WDX による定量分析値に比べて低い。ただし，石器の非破壊分析が可能。

３）定性分析値とは，EDX による元素ごとの 2次 X線（特性 X線）の強度（cps，count 数）のことであり，化学分析値そのも

　　のではなく定量分析値や半定量分析値との直接的な比較はできない。
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