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牟田産黒曜石に含まれる腰岳系黒曜石について

隅 田　祥 光・川 道　寛

1．はじめに

　長崎県松浦市御厨町大崎免から星鹿町牟田免にかけて北に突き出た 3 〜 4 km 四方の半島（星鹿半島）には、

海成段丘中に異地性の黒曜石が産することが知られている（第 1 図）。この地域の黒曜石原産地は、牟田（坂

田 1982、小田 1995）、あるいは松浦（藁科・東村 1983）と呼ばれるが、本論では、坂田（1982）に従い、こ

の地域の原産地のことを牟田と呼び、この地域に産する黒曜石のことを牟田産黒曜石と呼ぶ。この牟田産黒

曜石を原材料とする石器は、九州各地の旧石器〜縄文遺跡から発掘され、考古学的にも九州北西部（西北九

州）における主要な黒曜石原産地として扱われている（川道 2017、芝 2018）。先行研究による、波長分散型

蛍光 X 線分析装置（WDXRF）を用いた定量分析結果では、牟田産黒曜石には供給源の異なるいくつかの黒

曜石が混在し、その中に伊万里市の腰岳産黒曜石と同じ化学組成を持つものが含まれることが示された（長

岡ほか 2003、金成ほか 2011、杉原編 2014）。さらに、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（EDXRF）を用いた、望月・池谷方式 1)（望月ほか 1994）での黒曜石製石器の原産地判別

図において、牟田産黒曜石は 5 つの異なった判別楕円で示され（第 2 図）、ここでも腰岳産黒曜石と同じ判

別楕円で示されるものを含み、これらを「腰岳系」と区分した（川道・片多 2018、川道ほか 2018）。本論では、

川道ほか（2018）により 5 つに区分される牟田産黒曜石についての WDXRF による定量分析値を報告し、さ

らに腰岳産黒曜石の WDXRF による定量分析値と比較した上で牟田産黒曜石の供給源について考察を試みる。

そして、西北九州における異地性の黒曜石原石を含む礫層の地質学的な理解に向けた課題を整理する。

2．牟田産黒曜石研究小史
　星鹿半島から円礫形状の黒曜石が出土するという情報は、この地域の表面採集を熱心に行っていた県立松浦

高校郷土社会部によりもたらされ、芝本一志と下川達彌の両氏が最初の報告を行なった（芝本・下川 1966）。

その後、良質な漆黒色を呈するガラス質に富んだ円礫の黒曜石が星鹿半島に産することが周知され、九州地方

の黒曜石原産地について網羅的に報告した坂田邦洋は、星鹿町牟田免の綿津美神社一体の赤みがかった洪積層

には大量の黒曜石原石が産することを報告し、ここで 300 点もの黒曜石の原石が採集された（坂田 1982）。

　さらに、筆者（川道）らは、1982 年 8 月に圃場整備に伴う黒曜石の分布調査を松浦市教育委員会から委

嘱され、牟田 F 遺跡（牟田 F 地点；第 1 図）における黒曜石（原石）について報告した（川道 1986）。この

地点ではナイフ形石器等も出土しているが、黒曜石原石の包含層も確認できることから原産地遺跡として認

識されている。黒曜石原石の包含層（Ⅳ層）は、黄褐色のしまりの強い粘質土で、層厚は 30 〜 50 cm 程度、

黒曜石のほかに、チャート・花崗岩・安山岩の細〜中礫を含む。調査区全体から黒曜石原石が 587 点出土し、

円礫が最も多く全体の約 7 割、亜円礫が約 2 割、亜角礫〜角礫が約 1 割である。円礫のものは卵形を基本に、

球状、扁球状、扁平、細長など多様である。原石全体の寸法の平均値は、長さ 3.8 cm、幅 3.0 cm、厚さ 2.1 

cm、重量が 36.1 g で、円礫・亜円礫・亜角礫〜角礫で大きな差はない。なお調査期間に制約されて基盤層ま
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では発掘できなかった。その後、松浦市教育委員会によって、牟田池上遺跡（1983 年）、牟田 A 遺跡と牟田

B 遺跡（1997 年）、水尻 B 遺跡（1996 年）の範囲確認調査が行われた（第 1 図）（松浦市教育委員会 1984、

1998）。いずれの調査でも黒曜石原石とその包含層が確認され、それらは地山の赤褐色粘質玄武岩風化土層

の上位の暗灰褐色〜黄灰褐色の粘質土層で、基本的に牟田 F 地点と共通する。水尻 B 遺跡からは 5000 点を

超える原石が出土している。

第 1 図　九州北西部（西北九州）の黒曜石原産地の位置図
（国土地理院発行の地形図と海上保安庁発行の海底地形図を利用）

第 2 図　望月・池谷方式による判別図上での牟田産黒曜石と針尾 I 〜 III 群（針尾中町）の判別楕円（川道ほか 2018）
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　星鹿半島の黒曜石の包含層を地質学的に検討したのは自然地理学を専門とする長岡信治である（長岡ほ

か 2003）。長岡によると「北松玄武岩を覆う表層の厚さ 50 cm 以下の褐色土壌や、その下位の赤色土壌化し

た中〜細礫大のチャートや花崗岩礫を含む厚さ 50 cm 以下の砂礫層に、長径 10 cm 以下の亜円礫の黒曜石が

転々と含まれ……中略……周辺には直接、黒曜石を供給するような流紋岩体は見当たらない」とし「付近

は海抜 20 〜 30 m の定高性のある台地で海成段丘」と推定されることから「円磨された黒曜石を含む砂礫層」

を海成段丘の構成礫層と評価している。牟田 F 地点から出土した黒曜石原石の多くは円礫であり、一部に

は波浪によると思われる礫面がツルツルになるものも存在することや礫層構成層がほぼ均一であることは、

長岡の指摘を裏付けるものかもしれない。半島先端近くの最大標高 40 m 程度の大石地点（第 1 図）でも黒

曜石原石が確認され、星鹿半島をひとつの黒曜石原産地として認識できることをよりよく表現しているもの

と思われる。

3．星鹿地域の黒曜石原産地
　川道ほか（2018）は、牟田産黒曜石の原産地を地理的に松浦牟田と松浦大崎に区分している（第 1 図）。

川道ほか（2018）による望月・池谷方式での黒曜石原石の区分を第 1 表にまとめる。まず、松浦牟田に産す

る黒曜石は松浦牟田①〜⑤、一方で、松浦大崎に産する黒曜石は松浦大崎①〜③という名称で区分される。

これらのうち、松浦牟田①と松浦大崎①、松浦牟田②と松浦大崎②、松浦牟田③と松浦大崎③は、望月・池

谷方式の判別図上で同じ判別楕円で示されることから、それぞれ松浦Ⅰ群、松浦Ⅱ群、松浦Ⅲ群という呼称

でまとめている。さらに、これらのうち松浦Ⅲ群が、いわゆる腰岳産黒曜石の判別楕円と重なることから、

腰岳産黒曜石とともに「腰岳系」という呼称で最終的にまとめている。なお、この腰岳系黒曜石は、長崎県

針尾東町の古里海岸 2）にも分布する（第 1 図）。以上のことをまとめると、牟田産黒曜石は、望月・池谷方

式の判別図に基づいて最終的に松浦Ⅰ群、松浦Ⅱ群、腰岳系、松浦牟田④、松浦牟田⑤の 5 つに区分され、

長崎県埋蔵文化財センターでは、これらの区分名に基づいて黒曜石製石器の原産地判別が実践されている。

また、5 つの区分の出現頻度を、牟田 F 地点で採取した 587 点の黒曜石原石から 178 点を無作為に抽出して

確認したところ、松浦Ⅰ群は 64 点（36%）、松浦Ⅱ群は 13 点（7.3%）、腰岳系 74 点（41.6%）、松浦牟田④

は 6 点（3.4%）、松浦牟田⑤は 21 点（11.8%）であった。これらの代表的な外観写真を図版に示す。松浦Ⅰ

群の黒曜石は、断口面は大きめの白い粒子を多く含みリングは波打ち、色調はやや灰色身を帯びる。松浦Ⅱ

群は亜角礫から角礫が多数を占め牟田産黒曜石の中では特異である。腰岳系は円礫を主体とし、漆黒色を呈

し、ガラス質に富んだ良質である。松浦牟田④は、断口面は腰岳系とほぼ同様であるが若干ガラス質に乏し

い。松浦牟田⑤は、腰岳系と同様円礫を主体とし亜角礫や角礫を含まない。

第 1 表　川道ほか（2018）よる牟田産黒曜石の区分
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4．牟田産黒曜石の WDXRF による定量分析
　松浦市星鹿町の牟田 F 地点の礫層から黒曜石原石を採取し（第 1 図）、EDXRF を用いた望月・池谷方式に

よる判別図上で、松浦Ⅰ群、松浦Ⅱ群、腰岳系、松浦牟田④、松浦牟田⑤と区分された黒曜石を 1 点ずつ選

び出し、明治大学黒耀石研究センターに設置の波長分散型蛍光 X 線分析装置（WDXRF）を用いた定量分析

を実施した。また、腰岳黒曜石原産地研究グループ（2017、2020）による踏査で採取した 8 点の腰岳産黒曜

石についても同様の定量分析を実施した。なお、黒曜石中のガラスのみを分析対象とするために、岩石切断

機や研磨機で風化面を取り除いたのち、タングステン乳鉢で直径 5 mm 以下に荒砕きをし、球顆や微斑晶を

含まないガラスの破片をハンドピックで、1 〜 3 g 集めた。そして、これを完全な粉になるまで高純度アル

ミナ乳鉢ですりつぶし、融剤（四ほう酸リチウムとメタ四ほう酸リチウムの混合剤）と混ぜ合わせ、高周波

溶融装置を用いて円盤状のガラスに加工した。これらの処理は、隅田・角縁（2018）に従い、長崎大学教育

学部地学教室で行なった。明治大学での WDXRF による定量分析は、この円盤状のガラスを用いて実施し、

黒曜石中の主要元素（SiO2 〜 P2O5）と微量元素（Zn, Rb 〜 Nb）についての含有量を測定した。分析法は、

隅田・池谷（2021）に従う。これらの分析結果を第 2 表と第 3 表に示す。また、分析対象とした牟田産と腰

岳産の黒曜石（破片）の外観写真を第 3 図に示す。

第 2 表　牟田産黒曜石（牟田 F 地点）の定量分析値
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第 3 表　腰岳産黒曜石と川棚町大崎半島の黒曜石（KD-2 相当）の定量分析値

第 3 図　分析対象とした腰岳産黒曜石（a 〜 c）と牟田産黒曜石（d 〜 h）の外観写真
（d: 松浦Ⅰ群、e：松浦Ⅱ群、f：腰岳系、g：松浦牟田④、h：松浦牟田⑤）
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5．化学組成の比較
　牟田産黒曜石と腰岳産黒曜石の化学組成の比較結果を第 4 図に示す。この図を作成するために、まず、全

ての定量分析値（第 2 表、第 3 表）を信州和田峠産黒曜石でつくられた岩石標準試料（JR-1）の標準値（正

確な化学組成；Imai et al. 1995）で規格化（割り算）した。そして、これらの値を用いて基準とする黒曜石

の化学組成を横軸に、比較対象とする黒曜石の化学組成を縦軸とした散布図を作成した。この図では、1 対

1 の相関を表す直線を基準に、直線から上下に離れた場所にプロットされる元素が多いほど、縦軸と横軸に

示す黒曜石の互いの化学組成が異なることを意味する。また、直線よりも下にプロットされる元素は、縦軸

に示す黒曜石の方が乏しく、直線よりも上にプロットされる元素は、縦軸に示す黒曜石の方が富むことを意

味する。また、基準とする横軸の黒曜石の分析値の誤差の範囲（σ）を縦の棒線（エラーバー）で表し、こ

の範囲を超えてプロットされる元素は、互いの含有量の違いに有意性があると判断される。

　第 1 図に示す腰岳山頂、腰岳山麓、黒髪山山麓に分布する腰岳産黒曜石の化学組成は、亀井ほか（2016）

で指摘されている通り、腰岳山頂で特徴的に産するグループ（KD-1）と、黒髪山山麓で特徴的に産するグルー

プ（KD-2）に分けることができる（第 3 表）。亀井ほか（2016）は、Ba の含有量で両者を明瞭に区別可能

であるとしたが、本研究では Ba を分析対象としなかったためこれを検証することはできない。しかし、第

4 図 a に示す通り黒髪山山麓で特徴的に産するグループの方が、腰岳で特徴的に産するグループよりも Ti、

Ca、Sr に乏しく、これらの元素を指標とした区分も可能である。また、腰岳産黒曜石の中では、KD-2 より

も KD-1 の方が圧倒的に産出量は多い。さらに腰岳産黒曜石の KD-2 に相当する黒曜石は、長崎県大崎半島

（第 1 図）においても礫層中の小礫として含まれることが確認されている（第 3 表）。これらの黒曜石と牟田

第 4 図　腰岳産黒曜石と牟田産黒曜石の化学組成の比較。
（化学組成の数値は、全て JR-1 の推奨値（Imai et al. 1995）にて規格化。横軸に示す黒曜石と縦軸に示す黒曜石の成分の含有量を比較し
ている。直線から離れてプロットされる元素（黒丸）が多いものほど成分の含有量が一致していないことを示す。）
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産黒曜石の化学組成を第 4 図 c 〜 f に比較する。腰岳系に区分される牟田産黒曜石は、腰岳産黒曜石を代表

する KD-1 の化学組成と完全に一致する。松浦牟田⑤に区分される牟田産黒曜石は、黒髪山山麓において特

徴的に産する腰岳産黒曜石（KD-2）の化学組成と比較すると（第 4 図 c）、MgO の含有量において 0.01 wt.%

の差が認められるものの、ほかの元素に関しては完全に一致する。一方で、松浦Ⅰ群、松浦Ⅱ群、松浦牟田

④に区分される牟田産黒曜石は、いずれの腰岳産黒曜石とも全く一致しない。

6．考察とまとめ
　星鹿半島に産する腰岳系と松浦牟田⑤に区分される異地性の牟田産黒曜石の供給源として、直線距離にし

て約 24 km 離れた伊万里市腰岳地域の黒曜石であることが定量分析結果から強く示された。しかし、どのよ

うに腰岳地域から星鹿半島へ黒曜石が運搬されたかが大きな地質学的問題である。佐賀大学の角縁進氏の私

信によると、今から 260 〜 270 万年前に活動した流紋岩質火山で形成された大量の腰岳産黒曜石は、現在も

有田川流域に散在する（第 1 図）。この河川は伊万里湾に流れこみ、ここから先の海底地形を見ると、伊万

里湾から北、さらに西に向かって深い海底渓谷が存在し、松島と星鹿半島先の海峡下で、その谷が大きく狭

ばれている（第 1 図）。すなわち、現在よりも海水準が低い時代、この谷は現在の有田川からつながる河川

であり、この河川によって黒曜石の礫が星鹿半島に向かって運搬されたと想定できる。そして、その後の海

進により海岸線の上昇とともに海成段丘が星鹿半島に発達し、この海成段丘中の礫として腰岳産黒曜石が含

まれるに至ったと想定できる。例えば、岐阜県の下呂石と呼ばれる黒曜石は、供給源である湯ヶ峰から飛騨

川を下って 80km 下流まで分布していることが知られている（齋藤 1993）。腰岳から星鹿地域までの黒曜石

が河川により運搬されたとすると、その距離は 25 km 程度であり、腰岳で形成された黒曜石の規模からも十

分に、この角縁氏の私信は現実的なものであろう。

　松浦Ⅰ群、松浦Ⅱ群、松浦牟田④の牟田産黒曜石の供給源については、今後の課題として残された。腰岳

から南へ 20 km 程度離れた地域には、いくつかの黒曜石原産地が密集し、これらのうち牟田産黒曜石と同質

の黒色透明の黒曜石は、針尾中町や大崎半島に分布する（第 1 図）。川道ほか（2018）による望月・池谷方

式での原産地判別図上では、牟田産黒曜石の松浦Ⅰ群と、針尾中町の針尾Ⅰ群〜Ⅲ群の判別楕円と重なる（第

2 図）。針尾中町の黒曜石の定量分析値は、長岡ほか（2003）や杉原編（2014）によって公表されているが、

牟田産黒曜石に、針尾中町に産する黒曜石と同じ化学組成のものが混じっているという明確な記述はない。

さらに、問題は、望月・池谷方式の判別図で、川道ほか（2018）が区別した針尾Ⅰ群〜Ⅲ群が、どのような

化学組成を持つものかが不明な点である。今後、長崎県埋蔵文化財センターに保管の針尾中町の針尾Ⅰ群〜

Ⅲ群に相当する黒曜石を WDXRF により定量分析し、牟田産黒曜石の松浦 I 群に相当するものの起源につい

て検討する必要があろう。

　牟田産黒曜石の松浦Ⅱ群と松浦牟田④に相当する黒曜石は、望月・池谷方式での判別図上で、どの原産地

の判別楕円とも重ならない（第 2 図）。しかし、これまで、長崎県埋蔵文化財センターで実施されてきた旧

石器時代から縄文時代にかけての黒曜石製石器の原産地判別結果を取りまとめる限り、明確に松浦Ⅱ群と松

浦牟田④に判別された黒曜石製石器はない。要因としては、原産地で原石の形状による選別や試し割りによ

る石質の確認等の石材選択行為があった可能性がある。あるいは松浦Ⅲ群の原石が量的に卓越する地点が存

在した可能性もある。西北九州における旧石器時代のブランド石材としての牟田産黒曜石の考古学的な重要

性をさらに明確にしていくためには、海成段丘礫層の形成過程についての地質学的な検討とともに、今後と
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も牟田 F 地点で採取された黒曜石原石の起源を WDXRF による定量分析に基づいて明らかにしていく取り組

みは必要であろう。

　西北九州には、星鹿半島だけでなく針尾中町や古里海岸（第 1 図）に分布する別当礫層（阪口・迎 1969）など、

火砕流、河岸段丘、海成段丘に由来する礫層が広く分布する。そして、その中に含まれる異地性の黒曜石の

供給源は、牟田産黒曜石と同様に多様であることが EDXRF と WDXRF 両方の分析結果から明らかである（長

岡ほか 2003、杉原編 2014、川道ほか 2018）。しかし、多くの場合それらの具体的な供給源を特定するには至っ

ていない。このような状況がまさに西北九州の黒曜石原産地の地質学的・考古学的状況をより複雑化してい

ると窺える。旧石器時代から縄文時代の遺跡調査の事例が多い長崎県にとって、該期の重要な研究課題の一

つである石器石材獲得を考える上で黒曜石原産地の分布や、その地質学的な背景を明らかにしていくことが

必要である。まさに、芝（2018）による提言の通り、地質学と考古学の両方の側面から西北九州の黒曜石原

産地の悉皆調査を継続的に行うとともに、西北九州の流紋岩体も含めた黒曜石の WDXRF による定量分析の

さらなる推進が必要である。

註

1）現在、国内で一般的に利用されているエネルギー分散型蛍光 X 線分析装置（EDXRF）による黒曜石製石器の原産地判別は、1990 年

　代に沼津高専（当時）の望月明彦と沼津市文化財センター（当時）の池谷信之によって実用化された手法である。しばしば、望月方

　式と呼ばれることもあるが、EDXRF により測定された各元素の K-α 線のグロス強度の値を用いて、Mn/Fe vs. Rb/(Rb+Sr+Y+Zr）と

　Fe/K vs. Sr/(Rb+Sr+Y+Zr）の 2 つの散布図を描き、これらを黒曜石製石器の原産地の判別図として利用する手法は、望月と池谷の両

　氏によって確立された手法であるため「望月・池谷方式」と呼ぶことが適切である。また引用文献は、望月ほか（1994）が適切であ

　ることを池谷に確認した。なお、この望月・池谷方式では黒曜石の各成分の含有量（wt.% や ppm）を数値として利用していないこ

　とに注意が必要である。

2）古里海岸は、縄文海進によって形成された海岸地形である（久原巻二教示）という。長崎県埋蔵文化財センターで補足している古

　里海岸の黒曜石は 56 点、その内腰岳系とされるのは 5 点で 1 割弱である。古里海岸は縄文時代後期の海岸遺跡で、阿高式系土器や

　石錐・石核なども確認されている。古里海岸の腰岳系黒曜石は人為的な搬入品の可能性もあろう。
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図版　牟田 F 地点における牟田産黒曜石の代表的な外観写真
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