
九 州 旧 石 器 文 化 研 究 会
2018 年 12 月 8 日

九 州 旧 石 器　第 22 号　抜刷

原産地判別プログラムを用いた黒曜石製石器の産地同定

川　 道　　 寛 ・ 隅　田　祥　光
片　多　雅　樹・辻　田　直　人





九州旧石器　第 22 号：123-132, 2018
PALAEOLITHIC KYUSHU Vol.22 : 123-132, 2018

―123―

原産地判別プログラムを用いた黒曜石製石器の産地同定

川　 道　　  寛 ・ 隅　田　祥　光
　片　多　雅　樹・辻　田　直　人

1．はじめに
　旧石器時代研究において石器石材研究は，今日的課題の一つである。特に黒曜石の原産地研究は，石器群

の動態を知る手がかりとして有用である。そのための手段として蛍光 X線分析は欠かすことのできないもの

となっている。九州地方の黒曜石原産地研究は，関東地方研究者の主導によって行われてきた経緯がある（金

成 2011ほか）が，多くは原産地のデータのみで石器群の分析までは遠かった。近年では石器群の蛍光 X線

分析の報告事例も多くなってきており，壱岐市原の辻遺跡，雲仙市栗山遺跡では石器群の全点分析が行われ

ている（川道ほか 2017，雲仙市教委 2017）。

　長崎県埋蔵文化財センターでは開所にあたってエネルギー分散型蛍光 X線分析装置を設置し，九州各地の

研究者の協力のもと黒曜石原産地のデータを集約し，判別図とともに蛍光 X線強度のデータを公開している

（川道ほか 2017，川道・片多 2018）。あわせて長崎県内の旧石器時代から縄文時代草創期の石器群の産地同

定の作業を進めているところである（川道 2017，川道・辻田 2017など）。

　このたび長崎県埋蔵文化財センターの蓄積した黒曜石原産地の蛍光 X線データをもとにした原産地判別プ

ログラムを作成した。本プログラムを用いることで誰でも容易に黒曜石の原産地分析や黒曜石製石器の産地

同定が可能となった。整備途上で原産地の原石の多寡などの問題点もあるが，原産地研究に資するところが

大きいものと考える。

2．九州地域の黒曜石原産地のデータセット　
　長崎県埋蔵文化財センターでは，2014年以来九州地区の黒曜石原産地の蛍光 X線分析を実施しており，

これまで数度その成果を公表してきた（片多 2015，川道ほか 2017，川道・片多 2018など）。分析には，エ

ネルギー分散型蛍光 X線分析装置（SIIナノテクノロジー社製（現日立ハイテクサイエンス）：SEA1200VX）

を使用している。下面照射式で照射径は 8mmΦ，Rh（ロジウム）管球，SDD 検出器で液体窒素を必要としない。

分析条件は，管電圧 40kVで管電流は抵抗値によって自動設定としているが概ね 600～ 800μA程度である。

分析雰囲気は大気圧で，測定時間は約 100秒である。

　蛍光 X線分析の手法は，測定した元素のうち，K（カリウム），Mn（マンガン），Fe（鉄），Rb（ルビジウ

ム），Sr（ストロンチウム），Y（イットリウム），Zr（ジルコニウム）の 7元素の X線強度（CPS値：1秒間

に検出した蛍光 X線量）から下記の①～④のパラメータを用いて，①・②の散布図（以下，Rb散布図）と，

③・④の散布図（以下，Sr散布図）の 2種類の散布図（判別図）を作成するという望月明彦氏の開発した手

法に基づいている（望月 1997）。 

① Mn 強度 ×100／ Fe強度 

② Rb 分率＝｛Rb 強度 ×100／（Rb 強度＋ Sr 強度＋ Y 強度＋ Zr 強度）｝ 
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③ Log（Fe 強度／ K 強度）

④ Sr 分率＝｛Sr 強度 ×100／（Rb 強度＋ Sr 強度＋ Y 強度＋ Zr 強度）｝ 

　最新の長崎県埋蔵文化財センターの報告（川道・片多 2018）によると，九州地域には地質学的な意味で

給源である流紋岩体を持った一次原産地と給源が不明な二次原産地が混在しており，ひとつの原産地であっ

ても複数の組成を持った原石が産する場合や，同じ組成を持った黒曜石原石が複数の黒曜石原産地において

産する場合があることが判明している。

　この状況を整理するために，表 1に示す通り，ここでは複数の組成を持った原石が産する場合は，例えば，

古里海岸①～⑦などと，原産地名の後に丸数字を付けて区別した。また，同じ組成を持った黒曜石原石が複

数の黒曜石原産地において産する場合は，松浦 I群～Ⅲ群，淀姫系などと「群」や「系」を用いた組成グルー

プとして示した。これにより，黒曜石製石器の原産地判別において「群」や「系」が付く名称の判別結果が

示された場合は，複数の原産地が候補としてあげられることになる。例えば，針尾 I群という組成グループは，

古里海岸③と針尾中町①により構成されることから，針尾 I群という判別結果が得られた場合の石器の原産

地は，古里海岸もしくは針尾中町となる。一方で，印通寺や箱崎本村触，川棚大崎①など，ある特有の黒曜

石原石が産出する原産地が判別結果として得られた場合は，一つの原産地に絞ることが出来る。

　九州地域の黒曜石原産地の判別図を作成するにあたり，長崎県内の黒曜石原産地として，印通寺，坪，箱

崎本村触，松浦牟田，松浦大崎，牛ノ岳（土器田），針尾米軍基地，砲台山，淀姫神社・東浜，前畑弾薬庫，

久木島米軍基地，針尾中町，古里海岸，上土井行，亀浦，宮浦郷，川棚大崎，神代海岸，国見町海岸の 19

箇所を登録した。これらのうち，ひとつの原産地において複数の組成を持った原石が産するものとして，川

棚大崎①～②，古里海岸①～⑦，針尾中町①～③，松浦牟田①～⑤，松浦大崎①～③が示された。さらに，

組成グループとして，針尾 I群～Ⅲ群，松浦 I群～Ⅲ群，淀姫系が示された。

　同様に，佐賀県内の黒曜石原産地として，腰岳，有田川，椎葉川の 3箇所を登録した。組成グループとし

て，腰岳系と椎葉川系が示され，腰岳系は，腰岳と有田川とともに，長崎県内の松浦牟田③・松浦大崎③（あ

わせて松浦Ⅲ群とする），古里海岸⑦が含まれる。椎葉川系は，椎葉川とともに，長崎県内の古里海岸②が

含まれる。

　熊本県内の黒曜石原産地として，御船町，南阿蘇村長谷峠，熊本市和泉町，阿蘇市的石，小国，白浜林道，

象ヶ鼻の 7箇所を登録した。組成グループとして，阿蘇 3系と阿蘇 4系および小国系が示され，阿蘇 3系は，

御船町と南阿蘇村長谷峠の原産地により，阿蘇 4系は，熊本市和泉町，阿蘇市的石の原産地により構成され，

小国系は小国と大分県竹ノ首の原産地で構成される。白浜林道，象ヶ鼻の原産地については，それぞれ固有

の組成を持った原石が産する。

　宮崎県内の黒曜石原産地として桑ノ木津留の 1箇所が登録され，この原産地は桑ノ木津留①と②に組成区

別される。そのほか，大分県内の姫島の原産地，鹿児島県内の上青木，五女木・日東の原産地については，

それぞれ固有の組成を持った原石が産する。

　それぞれの原産地の位置を図 1に示した。紙面の都合上詳細な位置図は省略した。原産地の詳細な位置等

については，坂田邦洋，長岡信治らのグループおよび金成太郎らのグループに記載されているのでそれらを

参照してもらいたい（坂田 1982，長岡ほか 2003，金成ほか 2011）。

　このように現時点では「系」，「群」，「①」などの使用法が混淆しており，煩雑であることは否めない。九

州地域では分析者によって原産地名が異なる場合も多々見られ，望月の指摘するように産地呼称の標準化は
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図 1　九州の黒曜石原産地

表 1　九州の黒曜石原産地
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急務と考えている。また分析点数が少ない産地もあり，資料の増加も課題のひとつである。

3．原産地判別プログラムの使用法
　九州地域の黒曜石原産地の原石の定性分析結果（各元素の Kα線の積算強度）を，望月（1997）の手法に

基づいて Rbの散布図と Srの散布図上にプロットし，九州地域における黒曜石原産地の判別図を作成した（図

2）。なお，それぞれの原産地，ないし組成グループの判別領域は，原石の測定値の 3点以上のプロットから

算出された 95%の確率楕円内とした。また，黒曜石製石器の定性分析結果を入力するだけで，容易に原産

地判別が実施できるよう，Microsoft Excel for Mac 2011を用いた原産地判別プログラムを作成した。ここでは，

長崎県壱岐市原の辻遺跡原ノ久保地区石器群（川道ほか 2017）の原産地解析を例に，このプログラムの使

用方法について解説する。Excel上のプ

ログラムのワークシートを図 3に示す。

　このプログラムを使用するには，まず，

事前に，エネルギー分散型蛍光 X線分析

装置（EDXRF）によって測定された K，

Mn，Fe，Rb，Sr，Y，Zrの Kα線の強度

を用いて，100×Mn / Fe，Rb分率，log10 （Fe 

/ K），Sr分率の値を計算しておく。なお，

ここでの Rb分率と Sr分率は，それぞれ

Rb / （Rb + Sr +Y + Zr）と Sr / （Rb + Sr +Y 

+ Zr）を表す。

　これらの計算を終えたら，原産地判別

用のプログラムファイルを開き「測定値

の入力と判別結果」というワークシート

を開く。このワークシートのＢ列に資料

番号を入力し（②），Ｃ列からＦ列にか

けて，事前に計算した Rb分率などの値

を入力する（③）。すると，自動的にＧ

列とＨ列に，Rb散布図と Sr散布図によっ

て得られた判別結果が表示される（④）。

Ｇ列やＨ列に判別結果が何も表示されな

い場合は，いずれの散布図においても，

どの判別領域にも入らない，すなわち「判

別不能」であることを意味する。さらに，

最終的な判別結果は，Ｇ列とＨ列の結果

を確認しながら，Ｉ列（⑤）に手入力し

ていくものとする。ここでは，Rb散布

図と Sr散布図による判別結果が一致す 図 2　九州の黒曜石原産地と原の辻遺跡原ノ久保地区石器群の判別図
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るものに限定する。両者で一致しないものについては「判別不能」とする。　　

　以上の操作法を，具体的な例を挙げながら解説する。例えば図 3のワークシート内の 4行目の試料番号

1781の石器の Rb散布図と Sr散布図による判別結果は，いずれも空欄（すなわち判別不能）であることか

ら最終判別結果は「判別不能」となる。5行目の試料番号 1782は，いずれの散布図においても亀浦という判

別結果が得られていることから，最終判別結果は「亀浦」となる。17行目の試料番号 1623は，Rb散布図に

おいては針尾 I群，Sr散布図においては印通寺という判別結果が得られ，二つの散布図上で異なった判別結

果が得られていることから，最終判別結果は「判別不能」となる。さらに，39行目の試料番号 1776は，Rb

散布図においては松浦 I群，Sr散布図においては阿蘇 4系，針尾Ⅱ群，松浦 I群という複数の判別結果が得

られている。この場合，松浦 I群という結果については，二つの散布図上で同じであることから，最終判別

結果は「松浦 I群」となる。さらに，40行目の試料番号 1782は，いずれの散布図においても針尾Ⅱ群，松

浦 I群という判別結果が得られていることから，最終判別結果は「針尾Ⅱ群，松浦 I群」となる。なお，散

布図上の石器の判別結果（図 2）は，「判別図上の結果」というワークシート（⑥）を開いて確認すること

図 3　原の辻遺跡原ノ久保地区石器群の判別ワークシート
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ができる。

4．判別プログラムの運用
　蛍光 X線分析の計測値を入力するだけで容易に原産地の判別が可能となる本プログラムを用いてその有効

性を検証してみたい。ナイフ形石器文化期の石器群と細石刃石器群という旧石器時代から縄文時代草創期の

石器群に適用してみる。

（１）ナイフ形石器群の判別率
　対象とする石器群は，壱岐島の鶴田遺跡，原の辻遺跡原ノ久保地区，佐世保市の根引池遺跡，諫早市の西

輪久道遺跡上層・下層，島原半島土黒川流域の龍王遺跡倉地川地区，同遺跡 5・6区，真正寺条里跡，栗山

遺跡の 9石器群である。このうち原産地遺跡の性格を有するのは根引池石器群のみで他の石器群は原産地か

ら遠い消費地遺跡である。ここで表 2中の用語の整理をしておく。「点数」はこれまでの分析で明らかにさ

れた産地同定結果である（川道 2017，川道ほか 2017など）。「自動計算」の欄には前節の手法で特定し手入

力したものである。「判別率」とは自動計算を判別で除したもので，95％の確率楕円に入る割合である。表

には判別数が 10点以上の原産地を取上げている。

　腰岳系は，本地域の最も主要な石材であり，その判別率は総計平均でも 80％を超え，高率である。壱岐，

島原半島という原産地から遠距離にある石器群の判別率が，大村湾周辺や原産地遺跡の根引池遺跡よりも高

いという予想外の結果であった。しかし壱岐，島原半島両地域の石器群における腰岳系は，その原産地が異

なることは原石の形状からみて明らかである。鶴田・原ノ久保石器群で使用される原石はやや扁平な円礫で

あり，その形状から腰岳系松浦Ⅲ群に比定され，雲仙市土黒川流域の石器群場合は原石の形状が角礫である

ことから腰岳系腰岳産の原石に比定される。これに対し，腰岳系松浦Ⅲ群黒曜石の原産地遺跡としての性格

を有する根引池石器群は，今回分析した石器群では最多の分析数であるが判別率は意外に低く約 70％であっ

た。大村湾南奥の西輪久道石器群の判別率は下層・上層両石器群で，他の石器群として比較して低い傾向

にある。特に下層石器群は

51.5％に過ぎない。

　淀姫系黒曜石の出現頻度

は高く各石器群で見られる

ものの出土点数は数点に留

まる場合が多い。根引池石

器群で出土点数が多いもの

のその判別率は極端に低く

7.9％で 1割にも満たない。

古里海岸⑥，宮浦郷，椎葉川

系，印通寺については出土す

る石器群が偏在するととも

にそれを保持する石器群が

減少する傾向にある。

（２）細石刃石器群の判別率

表 2　ナイフ形石器群の判別結果
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　対象とする遺跡は五島列島

福江島の茶園遺跡Ⅴ層，同Ⅳ

層，諫早市の西輪久道遺跡細

石器，鷹野遺跡，島原半島の

小ヶ倉 B遺跡，伊古遺跡の 6

石器群である。編年的には旧

石器時代終末期が茶園遺跡Ⅴ

層，小ヶ倉 B遺跡が該当し，

縄文時代草創期として茶園遺

跡Ⅳ層，伊古遺跡が該当する。

西輪久道遺跡，鷹野遺跡は細

石刃・細石刃核を抽出したも

ので複数期に跨ることが予想

される。

　表中の判別・自動計算の欄

の数値は細石刃とそれ以外の

細石刃核・剝片等を含めたものである。ナイフ形石器群との違いは明瞭で，腰岳系を初めとしていずれも判

別率が低下する傾向が認められる。

　腰岳系の判別率は，島原半島の細石刃石器群ではナイフ形石器群の時期と同様であるが，他地域の石器群

では押しなべて低くなる傾向にある。淀姫系はそれを主体的石材とする茶園Ⅴ，茶園Ⅳいずれも低い判別率

である。その他の原産地も似たような傾向にあり，ナイフ形石器群との違いは明瞭である。

　こうした違いは細石刃の形状，大きさに起因することが考えられる。

（３）細石刃石器群における判別率の検証
　蛍光 X線分析ではそれ自体が内包する原理上の限界が指摘されている。角縁ほかは波長分散型蛍光 X線

分析装置を使って，腰岳産黒曜石原石を用いて，厚さ，形状，水和層ごとの変動を検討している（角縁・宇

都宮 2002）。それによると試料の厚さでは約 18mm，11mm，3mm，0.5mmの 4種類で分析し，3mmまでは

変動がなく 0.5mmで約 5％の X線強度の減少があるとしている。測定面の形状では平坦に比べて，凹凸が

あると Y/Zr比でバラツキが大きくなる。水和層においては Rb/Zr比で約 4％の減少を指摘しており，その要

因を Rbの溶脱と考えている。考察ではいずれの変化幅も原産地ごとの組成と比較して著しく小さいとし，

同一の産地の黒曜石はほぼ 1点に集中すると結論づけた（角縁・宇都宮 2002）。

　エネルギー分散型蛍光 X

線分析（EDXRF）の原理上

の限界について望月ほかは表

面分析であることと試料の厚

さと大きさが影響することの

2点を指摘している（望月・

池谷 2007）。それによると試

表 3　細石刃石器群の判別結果

表 4　細石刃石器群の石器別パラメータの平均と判別率
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料表面の風化の影響が大き

いことや試料が小さすぎる

と発生する X線強度が小さ

くなる。また試料が薄い場

合，一次X線が透過すること，

元素によって蛍光 X線の透

過力が異なることを指摘し，

試料の厚さごとの強度変化

を示している。それによれ

ば強度変化は厚さ 1mm以下

で顕著となる（望月・池谷

2007）。

　これらを踏まえて細石刃

石器群における判別率の低さを検証してみよう。表 4に腰岳系の石器群ごとの細石刃とそれ以外の石器の蛍

光 X線パラメータの平均値を示した。判別率ではいずれの石器群においても細石刃がそれ以外の石器と比べ

て著しく低下していることがわかる。細石刃以外の石器の判別率は，ナイフ形石器群のそれと同等である。

　腰岳系原石のパラメータの平均値と比較すると各石器群とも Rb 分率では高くなり， Mn×100／ Feでは低

くなるという傾向にあり，細石刃においてその差が大きくなることが分かる。 Sr 分率・ LogFe／ Kでは原

石の平均値との差はいずれも小さい。こうした傾向は自動判別プログラムの計算結果からも支持される。計

算結果では伊古石器群の判別不能とした細石刃 102点の内，Sr散布図で確率楕円内に収まるものが 88点

図 4　伊古遺跡の細石刃にみる判別結果

表 5　伊古遺跡の細石刃の厚さ別パラメータの平均と判別率の推移

表 6　伊古遺跡の細石刃の幅別パラメータの平均と判別率の推移
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（86.3％）という高い割合になる。Rb散布図では僅か

3点に過ぎない。

　次に厚さと幅について検討してみる。腰岳系が最も

多く出土している伊古遺跡の細石刃を素材とする。厚

さについて，0.2mmごとのパラメータの平均値と判別率に推移を第 5表に，幅は 1mmごとに区分し表 6に

示した。

　厚さについては，望月らは 1mm以下になると有意差が生じるとしている（望月・池谷 2007）。伊古遺跡

の分析でもその指摘は当たっている。細石刃が薄ければ薄いほど Rb 分率の数値は高くなり， Mn×100／ Fe

の数値は低くなる。つまり Rb散布図にプロットすれば確率楕円から右下方向にシフトしていくことがわか

る。他方，Sr 分率・ LogFe／Kでは原石の平均値との差はいずれも小さい。幅についても同様のことが言える。

　次に形状についてみてみよう。図 4には，幅 4mm以下の細石刃を判別できたものと判別不能に分けて，

7mm以上は判別不能を図示した。4mm以下の判別できたものの側面図をみると頭部・中間部が多いことか

ら判別不能のものに対してより直線性が確保されているようにみえる。このことは測定時の試料の平坦性に

つながるものであろう。判別不能の細石刃形状は，全体が大きく湾曲するものや先端部が多く，測定の際に

平坦性が確保できないことが考えられる。

　最後に風化についてみてみる。対象とするのは淀姫系である（表 7）。淀姫系黒曜石は，新しい断口面は

黒色でガラス光沢も認められるが，風化すると灰白色から青灰色に変化しガラス光沢は消失する。そのため

ガラス質安山岩と誤認されていた時期もあった。ここに取上げたのは旧石器段階のナイフ形石器群の根引池，

細石刃石器群の茶園Ⅴ層および縄文時代草創期の茶園Ⅳ層である。茶園遺跡の場合大きさの影響を避けるた

め細石刃は除外している。

　判別率をみると，淀姫系は腰岳系と比べておしなべて低くなる傾向にある。事実根引池石器群では約 8％

に過ぎず 1割にも満たない。茶園Ⅴ層で 40％，同Ⅳ層では 24.4％であった。

　パラメータの平均値でみると，Rb分率・Mn×100/Feでは低くなる傾向にあり，Mn×100/Feでその差が大きい。

Sr分率は低めで logFe/Kでは高めになる。これを散布図でみれば，Rb散布図では確率楕円のやや左よりの

下方にプロットされ，Sr散布図では若干左よりの上方にプロットされる。自動計算で Rb散布図・Sr散布図

のいずれの確率楕円内に入らないものが多いが，片方のみ入るものをみると Rb散布図が Sr散布図の約 3倍

多い。このことは前者よりも後者の方が，誤差が大きいことを意味する。

　

5．終わりに
　今回作成した自動判別プログラムを用いることで，誰でも容易に石器の原産地判別の結果を計算すること

ができる。しかしそれには前提があり，原石と異なった設定条件で測定を行った石器については，このプロ

グラムを用いて原産地判別を実施することは出来ない。あくまでも原産地判別を実施する石器と原産地の原

石試料が同じ条件で測定されていることが条件となる。設定条件を変更して石器を測定した場合は，原石に

ついても同じ条件で再測定し，図 1に示される判別楕円の全てを描き直す必要がある。このため，永続的に

黒曜石製石器の原産地判別を続けていくには，表 1に示された原産地の試料がひとつのパッケージとして，

しっかりと保管管理されていくことが強く望まれる。同時に，原産地判別の正確度や信頼性を向上させるた

めに，原石試料についての定量分析や，エネルギー分散型蛍光 X線分析装置を用いた石器の非破壊による半

表 7　淀姫系の判別パラメータの平均
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定量分析法の開発についても今後検討していく必要があろう。また原産地によっては測定個数が少ないため

正規の確率楕円を描けないものが散見される。それを補うために新たな原石の確保も望まれる。

　非破壊で分析することが絶対条件である考古学における蛍光 X線分析では，石器の形状，厚さ，大きさ，

風化など測定条件として非常に厳しいものがあることも事実である。また長崎県内の原産地が抱える特有の

問題点もある。たとえば二次産地が多いこと，ひとつの原産地で複数の異なる領域にプロットされること，

複数の産地のプロット領域が重複すること等である。こうした問題点をかかえながらも蛍光 X線分析から得

られるメリットは大きい。今後とも測定事例を増加させていく必要性を痛感している。
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