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　長崎県埋蔵文化財センターでは、センター職員及び県内埋蔵文化財関係

者の研究活動の一端を発表する場の提供を目的として、平成 22 年の開所以

来毎年度、研究紀要を発刊しています。

　第９号となる今号は、各執筆者が過去の調査成果にさらに踏み込んで考

察を加え書き上げたもので、旧石器時代から現代までの幅広い時代を対象

とする考古学研究についての内容となっています。

　長崎県埋蔵文化財センターは、これからも「研究し、広く世に発表する」

ということを通して、専門的知識・技術の向上を図りながら、調査研究機

能の充実と長崎県の埋蔵文化財保護行政の中核機関としての責務の遂行に

取り組んでいきたいと考えています。

　今後とも皆様の御指導、御叱正をお願いいたします。
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長崎県埋蔵文化財センター
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平成 31（2019）年３月

長崎県壱岐市八幡半島に見られる黒曜石の化学的特徴（報告）

　　　　　　　　　　　　　　　隅田　祥光（長崎大学教育学部）
　　　　　　　　　　　　　　　川道　　寛（長崎県教育庁新幹線文化財調査事務所）
　　　　　　　　　　　　　　　片多　雅樹（長崎県埋蔵文化財センター）
　　　　　　　　　　　　　　　角縁　　進（佐賀大学教育学部）
　　　　　　　　　　　　　　　及川　　穣（島根大学学術研究院人文社会科学系）

１．はじめに
　長崎県壱岐は北部九州における黒曜石の産地の一つであり（坂田1982）、島内の遺跡からは腰岳系1）

の黒曜石とともに壱岐島内の黒曜石を石材とした石器が数多く報告されている（例えば、川道ほか

2017）。坂田（1982）以来、壱岐における黒曜石の主要な産地は、島北部の箱崎周辺（芦辺町箱崎本

村触と江角触）と島南部の印通寺周辺（郷ノ浦町平人触・石田町南触）とされてきたが、箱崎西方（勝

本町本宮東触）、そして印通寺西方（郷ノ浦町坪触）から新たな原産地が報告された（及川ほか2018、

隅田ほか2018）。特に郷ノ浦町坪触の黒曜石は、これまで報告されてきた黒曜石とは異なる化学的特

徴を持つことが波長分散型蛍光Ｘ線分析装置による定量分析から明らかとなった（隅田ほか2018）。

さらに、馬立海岸遺跡において採取された黒曜石製石器の中には腰岳系のものとともに、この郷ノ浦

町坪触を原産地とするものが含まれることが報告された（江口ほか2018）。このように、近年、特に

壱岐における黒曜石原産地の全体像が明らかになりつつあり、朝鮮半島と九州本土の中間地点である

という壱岐の地理的状況の重要性とともに、黒曜石にまつわる先史時代の人類の資源開発や交流にま

つわる考古学的な研究の進展が期待されつつある。

　このような状況の中で、長崎大学教育学部開講の野外地質実習（2018年８月２日）にて、これまで

に黒曜石の産出と遺跡の報告例のない壱岐市八幡半島の南方の岬付近にて、２点の黒曜石試料を発見

した。さらに、海岸において幾つもの外観上パーライト質な岩石（以降、パーライト様岩）の転石の

存在を確認した。本稿ではエネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置と波長分散型蛍光Ｘ線分析装置を用い

たこれらの試料の元素分析結果について報告する。

２．採取地点
　試料の採取地域は、芦辺町八幡浦（AY）の八幡半島の南方の岬から海岸にかけてである（第１図）。

この地域には珪藻土により構成される約1000万年前の湖底堆積物である長者原層が、約490万年前に

活動したアルカリ玄武岩のスコリアや溶岩により覆われる様子が露頭で観察され（佐野1995）、この

地域にて、２点の黒曜石と１点のパーライト様岩の転石を採取した。採取した黒曜石（AY-2517-1、

AY-2517-2）とパーライト様岩（AY-2519）の外観写真を第２図に示す。

	　AY-2517-1は拳大程度の黒曜石の原石であり（以降、黒曜石原石）、ざらざらと細かな穴の空いた

礫面と、光沢を持った剥離面を持ち、微小な球顆（微斑晶）を特徴的に含む。一方、AY-2517-2は、

一見、AY-2517-1と比較して、外観上の特徴に大きな違いは見られないが、微小な球顆が流理状に
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並んでいる様子が特徴的に観察される。さらに、不明瞭ながら貝殻状の形状を持った剥離面も見られ、

遺物である可能性も含め、ここでは黒曜石小片と呼ぶことにした。

　次に、パーライト様岩としたAY-2519は、これらの黒曜石の採取地点から北へ10m程度移動した海

岸で採取したもので、この付近には、数10cm程度の角礫状の転石として、この種の岩石がいくつも

点在する。また、黒曜石と比較するとやや鈍い光沢感を持った優黒質でガラス質な岩石と言え、優白

質な部分と細かく重なり合った縞状（筋状）の構造が特徴的である（第２図）。これらの外観から、

この試料はパーライト（真珠岩）もしくは、ピッチストーン（松脂岩）であると判断し、「パーライ

ト様岩」と呼ぶことにした。さらに、岩石ハンマーで叩くと脆く壊れやすく、礫面は厚さ<１mmの

優白質な風化面で覆われる。佐野（1995）などの先行研究による地質図上では、この種の岩石の岩体

第１図　長崎県壱岐の黒曜石原産地の分布と馬立海岸遺跡の位置（左）。八幡半島における資料採取地域（右）。
　　　　左図のGroup１〜３は隅田ほか（2018）による黒曜原産地の組成区分を表す。

第２図　八幡半島における採取資料の外観



−	3	−

の存在は示されていないものの、点在する転石の状況から水面下も含めこの種の岩体がこの地域周囲

のどこかにあることが示唆される。

３．黒曜石の定性分析
　長崎県埋蔵文化財センター設置のエネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置（SII、SEA1200VX）を用い、

黒曜石原石（AY-2517-1）についての切断面、剥離面、礫面の定性分析、そして遺物の可能性があ

る黒曜石小片（AY-2517-2）の礫面と剥離面の定性分析（非破壊）を行った。なお、測定は各試料、

測定面を変えながら繰り返し３回実施した（第３図）。測定法は片多（2015）に従った。測定結果は、

望月（1997）に基づく川道ほか（2018）による九州の黒曜石原産地の判別図2）を用いて解析した。川

道ほか（2018）によるMicrosoft	Excel	2010	for	Macによる原産地判別プログラムの画面上に測定結果

ならびに判別結果を第３図に、測定値の九州の黒曜石原産地の判別図上での結果を第４図に示す。

　解析の結果、黒曜石原石（AY-2517-1）については、繰り返し３回の測定結果で、いずれも「印通寺」

に判別された（第３、４図）。印通寺（第１図）は八幡半島から南西に約５kmの場所に位置し、隅田

ほか（2018）によるGroup２に組成区分される相当する黒曜石が産することが知られている。すなわち、

分析対象とした資料はこのGroup２と同じ化学組成を有するものであることが強く示唆される。

　次に、黒曜石小片（AY-2517-2）について定性分析を行い同じ手法で解析した。この黒曜石小片は、

AY-2517-1の試料と比較して、外観上の特徴に顕著な違いが見られないが、繰り返し３回の測定結

果で、いずれも「腰岳系1）」に判別された。この結果から、黒曜石小片（AY-2517-2）は、黒曜石原

石（AY-2517-1）とは明らかに化学組成が異なる。また、繰り返し３回の測定結果でいずれも同じ

判別結果が得られていることから、この定性分析の解析結果の信頼性も高いものと判断できる。

　これらの定性分析結果から、黒曜石原石（AY-2517-1）は、壱岐島内の南東部にある印通寺地域

の原産地の黒曜石と類似した化学組成を有する。一方で、黒曜石小片（AY-2517-2）は、北部九州

を原産地とする腰岳系の黒曜石と同じ化学組成を有する可能性が高いことが示された。すなわち、こ

の黒曜石小片については、九州北部から壱岐島内へと人為的に持ち込まれた黒曜石である可能性が強

く示唆される。

第３図　九州地域の黒曜石原産地の判別プログラム（川道ほか2018）による判別結果
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第４図　九州地域の黒曜石原産地の判別図（川道ほか2018）における判別結果
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４．黒曜石原石の定量分析
　定性分析の結果から黒曜石小片（AY-2517-2）の黒曜石は、明らかに九州北部の腰岳系の黒曜石に

相当すると判断し、ここでは、黒曜石原石（AY-2517-1）の化学組成を、壱岐島内の原産地の黒曜

石の化学組成と精密に比較するために、佐賀大学教育学部設置の波長分散型蛍光Ｘ線分析装置（リガ

ク、ZSX	primusII）を用いた定量分析を行った。また、八幡海岸にて採取したパーライト様岩（AY-

2519）についても、同様の定量分析を行い、この岩石の起源と岩種の特定を試みた。試料処理の方法

や分析手法は、隅田・角縁（2019）に従う。

　まず、Pichler	and	Schmitt-Riegraf（1997）によると、黒曜石（obsidian）は１〜２%、真珠岩

（パーライト、Perlite）は３〜４%、松脂岩（ピッチストーン、pitchstone）は４〜８%の水分量で区

分される。このことから、パーライト様岩（AY-2519）についての水分量をLOI（強熱減量、loss	on	

ignition）を測定結果から見積もることにした。このLOIの測定では、まず、磁性坩堝を用意し、電

気炉を用いて900℃で4.5時間加熱し、デシケーター内にて除冷させた坩堝の重量を分析用天秤で秤量

した（9.8900g）。次に、粉末状の試料を用意し、恒温器を用いて110℃で12時間加熱し（吸着水H2O-

を取り除く）、デシケーター内で30分除冷させ、除冷後、直ぐに試料を坩堝に入れ、坩堝と試料の重

量を秤量し（12.3543g）、試料の重量を求めた（2.4643g）。これらを、電気炉に入れ900℃で4.5時間加

熱しデシケーター内で30分除冷させ、除冷後、直ぐに分析用天秤を用いて重量を測定し（12.2562g）、

強熱後の試料の重量を求めた（2.3662g）。強熱前と強熱後の重量差（LOI）を求め（0.0981g）、強熱

前の試料に含まれるLOIを含有量で求めた。結果、測定したAY-2519の試料のLOIは3.98wt.%であり、

Pichler	and	Schmitt-Riegraf（1997）の区分に従うとパーライト（真珠岩）になる。しかし、この試

料の定量分析結果（表１）を見るとSiO2を91.94w.%、CaOを3.37wt.%含む（表１）。通常、パーライ

トであればSiO2の含有量は70 〜 77wt.%の流紋岩質である（例えば、亀井ほか2016）。この試料につ

いては、外観上ガラス質であることからパーライト様岩と判断したが、今後、岩石薄片を用いた鏡下

観察に基づいた岩種区分の再検討が必要であろう。

　次に、八幡海岸で採取した黒曜石原石（AY-2517-1）の定量分析結果を表１に示す。ここでは、

隅田ほか（2018）による壱岐の黒曜石原産地の黒曜石の定量分析値とともに、腰岳山頂付近の露頭

（N33.24505°、E129.87080°）から採取した黒曜石（KD521）の定量分析値（AY-2517-1と同じ手法で

佐賀大学教育学部にて実施）、そして朝鮮半島白頭山（PNK1、Popov	et	al.	2005）の黒曜石の定量分

析値（明治大学黒耀石研究センターにて2014年９月に実施。採取地点の詳細は不明）を比較対象とし

て示す。なお、亀井ほか（2016）による先行研究で腰岳の黒曜石は、非常に組成的な均一性が高く、

腰岳系と呼ばれるもののほとんどが、定量分析であっても原産地の地点ごとの判別に有意な組成差を

持たないことが示されている。

　黒曜石原石（AY-2517-1）は、K2Oの含有量が5.06wt.%、K2O+Na2Oの含有率が10.4wt.%であり、

アルカリ流紋岩、高カルウム流紋岩（Ewart	1979）の化学的特徴を有し、腰岳と白頭山の黒曜石も

同様である（表１）。SiO2の含有量は70.46wt.%であり、隅田ほか（2018）で区分された低シリカの

組成グループ（70wt.%程度）に相当し、高シリカの組成グループ（75 〜 76wt.%）の腰岳や朝鮮半

島白頭山の黒曜石、さらに壱岐のGroup１に相当する黒曜石とは異なった化学的特徴を有すると言え

る（表１）。Srの含有量は7.0ppmであり、これと同じSrの含有量が10ppmを下回る黒曜石は、壱岐島
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内（Group１〜３、表１）や、島根県隠岐島後（隅田ほか2018）においても見られる。また、隅田ほ

か（2018）では、隠岐と壱岐の黒曜石の化学組成は非常に類似性が高いものの、Zrの含有率を用い

て、>300ppmが隠岐、<300ppmが壱岐であると判別することが可能で、さらにMnN/FeN比3）を用い

て、<2.0が隠岐、>2.5が壱岐であるとさらに判別することが可能であるとした。分析対象とした黒曜

石（AY-2517-1）のZrの含有量は278ppmであり、MnN/FeN比は2.69であることから、隠岐と壱岐の

表１　各地域の黒曜石と八幡半島のパーライト様岩の定量分析値
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区分では明らかに壱岐に判別される。

　隅田ほか（2018）による壱岐島内の黒曜石（Group１〜３）、腰岳の黒曜石（KD521）、白頭山（PNK1）

と、分析対象とした黒曜石原石（AY-2517-1）の化学組成を第５図（上）に比較する。この図は、

壱岐のGroup １〜３の平均化学組成を黒曜石原石（AY-2517-1）の分析値で割った値（規格化した値）

を表１の元素ごとに並べたものである。すなわち、縦軸の値が１に近いものほど黒曜石原石（AY-

2517-1）の組成に近いものであることを示す。まず、全体的にはMgとSrにおいて１の値から大きく外

れたパターンが見られる。分析対象とした壱岐の黒曜石中のSrとMgの含有量は非常に低濃度でSrが

<10ppm、MgOが0.02wt.%であり、いずれも検出限界に近い値で、分析値の有効数字の最小桁が１変

わるだけで、このグラフ上で縦軸の比は大きく変動する4）。これらのことから、SrとMgOについては、

第５図　八幡半島で採取した黒曜石原石（AY-2517-1）の定量分析値と
　　　　各地域の黒曜石の定量分析値の比較
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ここでの議論では用いないことにした。黒曜石原石（AY-2517-1）の化学組成は、腰岳とはTi、Fe、

Mn、Zn、Y、Z、Nbの含有量が、白頭山の黒曜石とはMnの含有量が大きく異なる。さらに、壱岐の

Group１に相当する黒曜石に対しても、Ti、Fe、Mn、Zn、Rb、Zr、Thの含有量が大きく異なる。

　次に、壱岐のGroup２とGroup３の黒曜石の化学組成と比較するために、SrとMgを除き、さらに腰

岳と白頭山、壱岐のGroup１を除いた元素組成のパターン図を第５図（下）に示す。すると、主要元素（Si

〜 P）については、Group２もGroup３も0.9 〜 1.1の範囲で一致しているが、Thを除く微量元素（Zn

〜 Nb）については、明らかにGroup２に近い組成を有すると言える。微量なMgとSrとともにThに

ついての議論は残されているものの、エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置による定性分析結果と同様

に、分析対象とした八幡半島で採取した黒曜石原石（AY-2517-1）は、壱岐の南東部の印通寺地域

の原産地（第１図）に特徴的に見られる黒曜石とほぼ同じ組成を持つものと示された。

５．まとめ
　八幡半島の南端には、壱岐島内の印通寺地域の原産地と同じ組成を持った黒曜石の原石とともに、

北部九州の腰岳系の黒曜石の小片が散在していることが明らかとなった。また、腰岳系の黒曜石は剥

離面の形状から見ても遺物の可能性が示唆される。原の辻遺跡原ノ久保地区石器群の原産地判別結果

などから、壱岐島内では後期旧石器時代までさかのぼる腰岳系の黒曜石製石器が数多く産出すること

が既に知られている（川道ほか2017）。本分析結果により、この地域における新たな遺跡の存在が示

唆され、今後、この地域の考古学的な調査を行い石器や原石の散布状況などを詳細に確認していく必

要があろう。

謝辞　八幡半島の２点の黒曜石は、長崎大学教育学部３年生：琴野顕志氏と林凌太氏により発見され
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註

1）	佐賀県伊万里市の腰岳は北部九州における主要な黒曜石原産地であるが、ここの黒曜石と同じ化学組成を有するものが長崎県北
部から佐賀県西部にかけて分布する。ここでは腰岳とともに、有田川、松浦牟田③、松浦大崎③、古里海岸⑦の黒曜石原産地を
一括して「腰岳系」と分類する（川道・片多2018、川道ほか2018）。

2）	川道ほか（2018）による判別図上の壱岐の黒曜石原産地は「坪」「印通寺」「箱崎本村触」の三つである。「坪」は第１図の坪触で	
ある。

3）	Rudnick	and	Gao（2004）による大陸上部地殻の平均化学組成（Mn：774.5ppm、Fe：39176ppm）を用いて、表１のMnOと
T-Fe2O3の分析値を割った値のこと。表１の分析値は、Mn	ppm	=	10000×MnO	wt.%/1.2912と、Fe	ppm	=	10000×T-Fe2O3	
wt.%/1.4297の式を用いてwt.%からppmに換算する。

4）	例えば、20ppmの値を２ppmで割った場合と１ppmで割った場合では、それぞれ10と20で２倍異なる。一方で、20ppmを15ppmで割っ
た値と14ppmで割った場合は、同じ1ppmの差でも、それぞれ1.33と1.43で1.07倍と小さくなる。



−	9	−

【引用・参考文献】

江口幸希・木　榑栓・滝川和遥・森　進　2017「長崎県壱岐市馬立（もうたる）海岸の研究」『島の科学』第55号、43-57頁、島の科
学研究会

及川　穣・川道　寛・隅田祥光・稲田陽介・粟野翔太　2018「長崎県壱岐島黒曜石原産地の踏査報告」『九州旧石器』第21号、97-107頁、
九州旧石器文化研究会

片多雅樹　2015「判別図表を用いた黒曜石の産地推定〜原産地データの蓄積〜」『長崎県埋蔵文化財センター研究紀要』第５号、
35-39頁、長崎県埋蔵文化財センター

亀井淳志・角縁　進・隅田祥光・及川　穣・芝康次郎・稲田陽介・大橋泰夫・	船井向洋・一本尚之・越知睦和・腰岳黒曜石原産地研究グルー
プ　2016「佐賀県腰岳系黒曜石の全岩化学分析」『旧石器研究』第12号、155-164頁、日本旧石器学会

川道　寛・片多雅樹・辻田直人　2017「長崎県における黒曜石原産地研究の進展―原の辻遺跡原ノ久保地区石器群の分析を通して―」
『長崎県埋蔵文化財センター研究紀要』第７号、21-41頁、長崎県埋蔵文化財センター

川道　寛・片多雅樹　2018「長崎県における黒曜石原産地研究の進展（２）」『長崎県埋蔵文化財センター研究紀要』第８号、１-17頁、
長崎県埋蔵文化財センター

川道　寛・隅田祥光・片多雅樹・辻田直人　2018「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」『九州旧石器』第22号、
123-132頁、九州旧石器文化研究会

坂田邦洋　1982「九州の黒曜石―黒曜石の産地推定に関する考古学的研究―」『史学論叢』第13号、71–216頁、別府大学史学研究会

佐野貴司　1995「壱岐火山群の地質：主にK-Ar	年代に基づく溶岩流層序」『火山』第40巻、329-347頁、日本火山学会

隅田祥光・角縁　進　2019「長崎大学教育学部における岩石試料の教材化に向けた波長分散型蛍光Ｘ線分析装置を用いた定量分析の
試料処理法」『長崎大学教育学部紀要』第５集、217-230頁、長崎大学教育学部

隅田祥光・亀井淳志・川道　寛・及川　穣・稲田陽介・粟野翔太　2018「長崎県壱岐と島根県隠岐島後の黒曜石の化学的特徴の類似
性と原産地判別法についての検討」『旧石器研究』第14号、83-108頁、日本旧石器学会

望月明彦　1997「蛍光Ｘ線分析による中部・関東地域の黒曜石産地の判別」『Ｘ線分析の進歩』28、157-168頁、日本分析化学会Ｘ線
分析研究懇談会

Ewart,	A.　1979『A	review	of	 the	mineralogy	and	chemistry	of	Tertiary-Recent	dacitic,	 latitic,	 rhyolitic,	 and	related	sialic	
volcanicrocks,	 In	Trondhjemites,	dacites	and	related	rocks』Elsevier	Miyashiro,	A.	1978「Nature	of	alkalic	volcanic	rock	series」

『Contributions	to	Mineralogy	and	Petrology』66巻,	91‒104頁、Elsevier

Pichler,	H.	and	Schmitt-Riegraf,	C.	1997『Rock-forming	Minerals	in	Thin	Section	(2nd	ed.)』Springer

Popov,	V.	K.,	Sakhno,	V.	G.,	Kuzmin,	Y.	V.,	Glascock,	M.	D.	and	Choi,	B.	K.	2005「Geochemistry	of	Volcanic	Glasses	of	the	Paektusan	
Volcano」『Doklady	Earth	Sciences』第403巻、第５号、254-259頁、Springer

Rudnick,	R.	L.,	and	Gao.	S.	2004『Composition	of	the	continental	crust,	In	The	Crust』Amsterdam、Elsevier



長崎県埋蔵文化財センター
研究紀要第９号

平成 31（2019）年 3 月

編集・発行：長崎県教育庁長崎県埋蔵文化財センター
　　　　　　〒 811–5322　長崎県壱岐市芦辺町深江鶴亀触 515–1
　　　　　　電話 0920–45–4080　ファックス 0920–45–4082
　　　　　　URL　http://www.nagasaki-maibun.jp/

印　　　刷：有限会社 正文社印刷所

執筆者（掲載順）

隅田　祥光　　長崎大学教育学部	数理情報	准教授

川道　　寛　　長崎県教育庁新幹線文化財調査事務所

片多　雅樹　　長崎県教育庁長崎県埋蔵文化財センター

　　　　　　　　　調査課	係長

角縁　　進　　佐賀大学教育学部	学校教育課程	教授

及川　　穣　　島根大学法文学部	社会文化学科	准教授

古澤　義久　　長崎県教育庁長崎県埋蔵文化財センター

　　　　　　　　　東アジア考古学研究室	主任文化財保護主事

宮﨑　貴夫　　長崎県考古学会副会長

山梨　千晶　　長崎県教育庁長崎県埋蔵文化財センター

　　　　　　　　　調査課	主任文化財保護主事

田中亜貴子　　長崎市文化観光部出島復元整備室

田中　　学　　長崎市文化観光部文化財課

近藤　佳恵　　長崎県教育庁長崎県埋蔵文化財センター

　　　　　　　　　調査課	文化財調査員


	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



