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佐賀県伊万里市腰岳黒曜石原産地における黒曜石露頭および遺跡の発見とその意義

腰岳黒曜石原産地研究グループ

はじめに
　腰岳黒曜石原産地研究グループは，過日佐賀県伊万里市の腰岳において黒曜石露頭を確認し，その周辺で

多数の遺跡を発見した。

　本稿では，黒曜石露頭とその周辺遺跡群の産状と採集石器について速報する。以下，本稿の骨子を示す。

腰岳（標高487.7ｍ）では，鈴桶遺跡や平沢良遺跡に代表される山麓（標高100ｍ前後）の原産地遺跡群がよ

く知られている。これらの遺跡では夥しい量の石刃，石刃核などが出土しており，後期旧石器時代や縄文時

代後晩期の黒曜石資源開発に関する重要な情報を提供している。また近年では，開発に伴って標高約200ｍ

でも後期旧石器時代の小木原遺跡が調査されており，山体での踏査も進み標高300ｍ前後まで遺跡や原石が

点在することが分かっている。一方で，腰岳の黒曜石供給源は，山頂からやや下った標高400ｍ前後にある

ことが地質学的には明らかにされている。この地質学的知見と上述の考古学的成果には矛盾はないものの，

とくに黒曜石供給源と人間活動との関係がこれまで不明であった。

　そこで本グループはこの関係を明らかにするために，黒曜石露頭およびその周辺での遺跡探索を目的とし

て踏査をおこなった。その結果，新たな黒曜石露頭の確認とその直下での多数の遺跡の発見という大きな成

果を得た。遺跡では旧石器時代から縄文時代に位置付けられる多量の石器が採集された。この発見は，従来

山麓の原産地遺跡群に代表させていた腰岳黒曜石原産地像を大幅に変更させるものである。また，これによ

って消費地遺跡群との関係もより重層的に考える必要性が出てきた。つまり，①腰岳黒曜石原産地の理解≒

新遺跡と山麓原産地遺跡との関係，②原産地遺跡群と消費地遺跡群との関係などの問題が派生することにな

る。今後こうした問題に取り組むためには，腰岳全域での踏査の実施，新遺跡群および山麓原産地遺跡群の

地質学的コンテクストの確認，消費地遺跡群での腰岳産黒曜石製石器の礫面形状の確認などが必須である。

１．腰岳黒曜石原産地および腰岳産黒曜石に関する研究史
　黒曜石産地としての腰岳の認知

　腰岳に黒曜石が産出することが地質学的に見出されたのは，戦後のことである。河野義礼（1950）は，

「…最近（昭和25年）の沢村技官の調査により腰岳西中腹の玄武岩と流紋岩の接触部に相当多量に黒曜岩熔

岩の存在することが明かとなった」（12頁，28行目）と記しているので，この時点で今日知られている腰岳

の産出状況がほぼ正確に捉えられていたことになる。

　腰岳における考古学的調査

　1961年に平沢良遺跡と鈴桶遺跡の調査が明治大学考古学研究室によっておこなわれた（杉原・戸沢1962，

杉原・戸沢・横田1965）。腰岳周辺での初めての発掘調査であった腰岳北麓における平沢良遺跡の調査で

は，古墳造成土の下位から石器群が検出された。報文では，石器群を包含状況から同一時期のものとみな

し，石器型式からナイフ形石器を伴うインダストリーとされている。この報文では，腰岳の黒曜石産状の
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具体的な記述がなされている。「腰岳北麓の渚付近から南麓の西有田村二ツ瀬付近にかけての標高200mか

ら100ｍ（低いところでは50ｍ）にわたる西斜面一帯に夥しい量の黒曜石が散乱し，部分によっては地表を

覆い尽くすほどである。また段々畑や道路の切りとおしで地層の断面に包含される。」（杉原・戸沢1962，

12-13頁）と記述される。同時期に腰岳山麓で行われた鈴桶遺跡の調査では，約30㎡の小規模調査ながら刃

器状剥片が約4000点，石刃核250点という夥しい数の石器群が回収された。この石器技術は，「鈴桶型刃器

技法」とされる特徴的なものであった。報文（杉原・戸沢・横田1965）では，旧石器時代のものと位置づけ

られたが，後年縄文時代のものということが明らかとなった（橘1977）。

　これらの調査以降，腰岳産黒曜石に関する考古学的研究は，原産地というより消費地遺跡で進んだ。旧

石器時代においては，九州一帯に分布することが明らかとなり，縄文時代においては，九州のみならず朝

鮮半島南部や中四国地方にも分布を広げたことが明らかとなっている。また，鈴桶遺跡で注目された鈴桶

型刃器技法は，近年石器技術の見直しが図られ（小畑2002など），この流通形態の議論も活発である（小畑

2003a，橘2004など）。

　腰岳での考古学的な研究の現状は，原産地研究会における『Stonesourses №1』（2002）に示されてい

る。その中で岩永雅彦（2002）が，黒曜石原石と遺物の分布地点や原石分布地点を示している。岩永は腰

岳北側中腹から山麓にかけて遺跡が分布し，原石も主に西斜面に分布していることを示している（第４図

上）。また，船井向洋（2002）や島内浩輔（2002）は，腰岳の調査研究や近年開発に伴って調査された小木

原遺跡や牛戻遺跡といった腰岳およびその周辺の遺跡の状況をまとめている。腰岳中腹の小木原遺跡（標高

約200ｍ）では，旧石器時代石器群が検出されており，ナイフ形石器や台形石器がまとまって検出されてい

る（島内編2002）。また，腰岳から北東に約５㎞離れた午戻遺跡では，縄文時代後期の石器群とともに原石

集積遺構が確認されている（荒谷編2000）。このように，1960年代初頭の状況と比較すると，腰岳山中の遺

跡分布や原石散布地点がおさえられており，また腰岳中腹に旧石器時代遺跡が発見されたことも大きな成果

である。しかしながら，腰岳山麓の遺跡の実態は，調査面積の狭小さや正式報告が未刊行であることも１つ

の要因として，断片的な情報にとどまっている。

　地質学的調査と研究

　1950 年に黒曜石の産出状況が記載されたが(河野 1950)，ここで示された流紋岩は，のちに有田流紋岩と

命名された(松本・山崎 1960)。有田流紋岩は，280～230万年前の鮮新世に形成され（宇都ほか 2002），お

もに黒雲母流紋岩からなる溶岩・凝灰角礫岩で，ざくろ石・角閃石を含む場合があり，しばしば黒曜岩を伴

うとされ，腰岳のある有田地域は有田流紋岩 R1～R3に，大村湾周辺では下部有田流紋岩，上部有田流紋岩

に区分される(唐木田・早坂・長谷編 1992)。腰岳の黒曜石のK-Ar年代は2.76±0.16Ma (1Maは100万年)の値

が報告されている（Kaneoka and Suzuki 1970）。

　今日の地質学的，岩石学的な理解としては，長岡ほか(2003)の記載が最も充実している。腰岳の山頂部 に

は玄武岩溶岩(北松浦玄武岩類)に重なる厚さ 60～70mの有田流紋岩が認められ，その下底部の 十数mに 黒

曜石溶岩流を伴う(長岡ほか 2003)。黒曜石は山頂部から山麓へと崩壊し，崖錐堆積物中や沢沿いに転石とし

て認められ，中でも北～北西側斜面では人頭大から拳大の黒曜石岩塊が褐色土中に大量に認められるという

（金成ほか2011）。長岡らは，踏査時に黒曜石溶岩を確認しており，この写真が掲載されている（長岡ほか

2003，附76頁，981223-3地点）。このように，腰岳の地質的な大枠は捉えられている。また，蛍光X線分析

では，腰岳中腹採取の溶岩と腰岳北麓採取の崖錐堆積物中の礫とは，均質な化学組成を示している。

佐賀県伊万里市腰岳黒曜石原産地における黒曜石露頭および遺跡の発見とその意義（腰岳黒曜石原産地研究グループ）
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２．問題点
　このようにこれまでの地質学的，考古学的調査によって，基盤地質や黒曜石の生成時期，腰岳山麓や中腹

に石器多量生産遺跡をはじめとする先史時代遺跡が存在することも明らかになっている。しかしながら，腰

岳における地質学的コンテクストと遺跡との関係が不明瞭であることが大きな問題である。特に黒曜石供給

源と人類活動との関係については全く不明な状況と言わざるを得ない。先述のように，地質学的調査によ

ると，標高約400ｍ付近で黒曜石が産出することが分かっているが，その付近で明確な露頭や遺跡は発見さ

れていない。岩永の原石分布の把握や遺跡の探索によると，それらが主に腰岳の西斜面に分布することが記

されているが，これは西斜面側の開発の多さに起因している可能性がある。東麓側の十分な踏査が必要であ

る。いずれにしても，未だなされていない組織的，悉皆的調査が急務である。これらの問題を解決するべ

く，本グループは腰岳山頂近くの黒曜石露頭の確認と周辺での遺跡探索を目的として，調査チームを結成し

踏査を実施した。以下踏査成果を示す。

３．腰岳黒曜石原産地における踏査成果
（１）調査目的と経過
　調査の概要

　踏査は，以下の２回実施された。目的と日程および調査メンバーは以下のとおりである。

第１回（2014年３月５・６日）：腰岳黒曜石原産地の現状の把握（遺跡・原石分布など）

参加者：芝康次郎（奈良文化財研究所），及川穣（島根大学），稲田陽介（島根県古代文化センター），

船井向洋・一本尚之・伊達惇一郎（以上伊万里市教育委員会）※所属はいずれも踏査時。

第２回（2014年４月27日～29日）：黒曜石一次生成地点の産状把握と周辺の付近の遺跡探索

参加者：芝，及川，稲田，船井，一本，伊達（埋蔵文化財サポートシステム），角縁進（佐賀大学），岩永

雅彦（多久市教育委員会），川道寛（長崎県埋蔵文化財センター），越知睦和（宇美町教育委員会），川井

優也・角原寛俊・藤川翔（以上島根大学学生）※所属はいずれも踏査時。

　調査方法

　２回の踏査では，ハンディ型GPS（GARMIN GPSmap 62CJ）を用いて，黒曜石（原石・石器など）分布

地点の位置情報を記録し，暫定的に「腰岳GPS№１，２，３…」として通し番号を付した。本稿では，これ

を「GPS№○」と呼称する（第１，４図の番号に対応する）。これらの分布地点では，その産状をメモ，写

真等で記録するとともに，原石を50点程度採取し，遺物については１地点につき10分程度の探索によって資

料を採取した。踏査に際して，これまで踏査された情報が整理された岩永（2002）分布図（p.3，図１）お

よび，５万分の１地質図で示された有田流紋岩の分布周縁部の位置を参照した。

　調査経過（第１・３図，第１表）

　１回目の踏査では，まず岩永（2002）の分布図中の「Ｉ地点」を確認した（GPS№15）。この地点は山頂

付近から派生する小規模な谷で，ここに玄武岩の巨礫に混じって多数の黒曜石角礫および剥片が認められ

た。これらがより上方から崩落したものと予測されたため，そこから山頂方向に登ったところ，同谷筋の標

高約430ｍ付近で黒曜石表層集中を確認し（GPS№16），その北東方向の切り通し断面には黒曜石溶岩の露

頭を確認した（GPS№19）。これは長岡ほか（2003）の地質学的知見と一致している。また周辺では石刃状

剥片が採集された。さらに山頂部に向けて登ると，黒曜石礫は認められず，流紋岩礫が多数露出していた。

九州旧石器 18 号（2014）
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佐賀県伊万里市腰岳黒曜石原産地における黒曜石露頭および遺跡の発見とその意義（腰岳黒曜石原産地研究グループ）

第１表　腰岳踏査 GPS 登録地点の位置情報と所見

第１図　腰岳調査範囲と GPS 登録地点の位置（KASHMIR 3D を用いて作成）
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しかし，山頂から派生する小規模な尾根では黒曜石剥片や安山岩製の削器などが散乱している箇所を確認し

た（GPS№18）。

　２回目の踏査では，１回目踏査で黒曜石溶岩や表層集中が認められた標高430ｍ付近に着目し，山体の同

標高の全周囲を重点的に踏査した。これは有田流紋岩の下底部に黒曜石溶岩流が伴うという地質学的知見

（長岡ほか2003など）を参照したものでもある。踏査は，まず１回目の踏査で記録したGPS№19地点から半

時計回りに実施した（４月27日）。１回目の踏査時に黒曜石表層集中を確認した地点（GPS№26）で剥片等

を採取し，さらに東進したGPS№30では，夥しい量の黒曜石角礫とともに縦長剥片石核や剥片等を発見し

た。南斜面はおおむねこれと類似した状況であったが，東斜面に入ると黒曜石原石や石器の量が減少した。

東斜面では全体に黒曜石原石の量は少なかったものの，数地点で黒曜石岩脈を確認した（GPS№33・36）。

　次に南斜面のGPS№19から時計回りに踏査を実施した（４月28日）。西斜面では，多数の黒曜石角礫のほ

かに鈴桶型を含む石刃核や石刃，剥片などを発見した（GPS№42～49）。この状況は西斜面で断続的に続く

が，急斜面に原石分布地点と石器群が重複する産状であった。北斜面に入ると，樹木が繁茂しており様相把

握は困難であったが，黒曜石原石や剥片等が断続的に認められた。GPS№52では黒曜石露頭を確認し，その

直下では幼頭大前後の角礫原石も認められた。以下，新発見の原石分布地点および遺跡の産状と採集石器に

ついて詳述する。

（２）黒曜石一次生成地点とその直下の遺跡群の概要
　踏査の成果は主に次の２つである。①黒曜石一次生成地点の確認と②その直下遺跡群の発見である。

　黒曜石一次生成地点の産状と生成プロセス

　踏査の結果，第２図のような地質図が得られた。標高420m前後の北松浦玄武岩と有田流紋岩の境界部分

では，沢などで開削された一部で，黒曜石露頭が確認された(GPSNo19，33，36，52)（第３図２・４）。し

たがって，従来の見解(長岡ほか 2003 など)どおり，この部分で黒曜石は生成されている。今回新たに確認

した露頭での黒曜石の産状は，以下のとおりである。灰白色の流紋岩溶岩の流理の縞の中に最大30cm厚の

レンズ状に黒曜石となった部分が認められる。黒曜石を含む流紋岩の上部は白色の黒雲母流紋岩溶岩が溶岩

ドームを形成しており，その流紋岩溶岩ドームの周縁部にのみ黒曜石が形成されたことが観察される。

　露頭中に含まれる黒曜石は発泡が著しく石器製作には不適なものが多い。露頭周辺の斜面には， 黒曜石

原石(角礫)が多数分布しており，これは石器製

作に好適であるが，これらは過去に存在してい

た厚い黒曜石溶岩の内部の均質な部分からもた

らされたものであると思われる。腰岳の流紋岩

の噴出は約280万年前であることを考えれば，

流紋岩の噴出当時には腰岳山頂の溶岩ドームの

周縁に厚く黒曜石が形成されたものと考えられ

るが，現在その多くの部分は開析され，山麓に

崩落しているものと考えられる。

　黒曜石一次生成地点直下の産状と遺跡群

　現状では腰岳の原産地遺跡群は，石器群の様

相を基づくと次のように分類できる。すなわち

九州旧石器 18 号（2014）

第２図　腰岳山頂付近の表層地質
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黒曜石露頭直下にあたる西斜面遺跡群，南斜面遺跡群，黒曜石供給源の上部の流紋岩帯にある山頂遺跡群，

そして，従来から知られる山麓遺跡群である（第４図）。

　まず，西斜面遺跡群は，GPS№42～49の位置にあたる。これらの地点では，急斜面の表層に拳大，掌大程

度の黒曜石角礫が断続的かつパッチ状に集中分布する（第３図３）。原石は他の斜面よりも相対的に良質で

あり，球顆や原礫面の発泡がほとんど認められない。ただし，北方のGPS№48，49では，原礫が小型で，球

顆を含んだものが多い傾向がある。こうした原石散布に重複して石器が多数散在する。上方の平坦面には

礫，石器ともに分布しないので，おそらくこの斜面で石器生産が行われたと考えられる。石器は，打面が小

さく，スリガラス状擦痕を有する石刃や扁平で両設打面を有する石刃石核など鈴桶型の特徴を示すものが主

体を占める。ただし剥片鏃やつまみ形石器などは認められなかった。また，中には打面を大きく残す石刃，

石刃核など，旧石器時代に遡る可能性がある石器も一定量存在する。

　南斜面遺跡群は，GPS№26～30の位置にあたる。黒曜石礫は西斜面よりも石質に劣るが，拳大あるいは掌

大程度の原石が多量に分布する（第３図１）。原石は稜線の切り立った角礫が主体で，球顆が入るものや発

泡したものなどが含まれる。西斜面と同様に断続的に分布する様相を示すが，南斜面でも東斜面に近づくと

分布量が少なくなる。東斜面では上述のとおり，原石量は少なくなり，発泡が著しいものや球顆が多いもの

など粗質なものが目立つ。石器は，南斜面の平坦面に分布する傾向があり，この点は西斜面とは異なる。石

器は剥離面が一面しかない，いわゆる一発コアや礫表皮を有する剥片が多数分布する。GPS№30では，水和

層の発達した石刃核や石核，剥片があり，旧石器時代に位置付けられる可能性がある。北斜面でも原石分布

や石器群はこれと類似しているが倒木等で存在を確認した程度である。ここでは北斜面遺跡群としておく。

佐賀県伊万里市腰岳黒曜石原産地における黒曜石露頭および遺跡の発見とその意義（腰岳黒曜石原産地研究グループ）

第３図　腰岳黒曜石原産地の産状
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第４図　腰岳黒曜石原産地の露頭・遺跡およびその周辺の遺跡と原石分布
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　腰岳山頂遺跡群は，黒曜石供給源上位の流紋岩帯にあり，山頂から派生する小尾根上に立地する傾向があ

る。GPS№18が該当する。周辺には黒曜石礫は基本的に認められない。石器には黒曜石製の石刃や剥片のほ

か，安山岩製の削器がある。時期認定の根拠となる石器はないが，風化の程度から旧石器から縄文時代に位

置付けられる可能性が高い。

　山麓遺跡群は，鈴桶遺跡，平沢良遺跡，柱引遺跡，小木原遺跡などが該当し，現状では北～西麓に分布す

る。亜角礫を用いた鈴桶型石刃石器群や後期旧石器時代石器群に分けることができるが，両者とも小尾根上

に立地する。これらの遺跡では，石刃や剥片の生産だけでなく，ナイフ形石器や剥片鏃など製品まで製作さ

れる。この点が高標高地の斜面遺跡群と大きく異なる。

（３）採集石器について
　以下では，西斜面遺跡群，南斜面遺跡群，山頂遺跡群に分けて採集石器の内容について記す（第５～８

図，以下図番号は略す）。なお，33を除き，全て漆黒色黒曜石製である。計測値は第２表を参照されたい。

　西斜面遺跡群

　１，２はGPS№42採集品である。１は石刃核である。角礫の右側面に調整を施し，扁平な直方体状に整形

した後，急斜度に調整した打面から数枚の石刃を剥離する。最終剥離面である作業面右の剥離痕のみバルブ

がよく発達する。２も石刃核である。右側縁に調整を施して直方体状に整形した後，単一の剥離で打面を作

出し，数枚の縦長剥片を剥離する。細かな打面調整や頭部調整が認められる。

　３～７はGPSNo.43地点採集品である。 ３は石刃である。石刃の末端に平坦な自然面を残す。打面は単剥

離面打面で，表面上部には頭部調整痕を残す。背面の剥離面から両設打面であることがわかる。４，５はや

や厚手の石刃である。表面左側から末端にかけて角礫状の自然面を残す。礫面の稜線は切り立つ。打面は調

整打面で，頭部調整痕が認められる。５は，右側縁に一部自然面を残す。打面は単剥離面打面で，石刃の最

大厚の部分となる。これも両設打面である。６は石刃核作業面再生剥片である。打面と剥片末端，左側面に

滑らかな自然面を残す。自然面打面で，剥片末端の自然面も先行剥離面の打面である。7は石刃核である。

球夥を多く含み，左側面にサンドペーパ状の自然面を残す。石刃剥離作業面は表面のみで，裏面には石核

調整痕が認められる。右側縁には，裏面から細かな石核調整が施される。両設打面で，打角は上部が80°前

後，下部が45°前後となる。

　８～11はGPSNo.44地点採集品である。８は薄手の縦長剥片である。打面は調整打面で，打面以外はすべ

て自然面で覆われる。サンドペーパ状の礫面で，自然面の稜線は切り立つ。９はやや厚手の石刃である。球

夥を多く含む。打面は単剥離面打面である。背面の剥離面から両設打面であったことがわかる。10は稜付石

刃である。打面と左側面上部の一部に自然面を残す。表面下部には階段状の剥離面を残し両設打面であった

ことがわかる。左側面にやや大きめの石核調整の剥離面を残し，上書きするように稜成形のための微細調整

が施されている。11は石刃核である。左側面に滑らかな自然面を残す。表面上部側から薄手の石刃を数枚剥

離しており，裏面は石核調整剥離面で覆われる。

　12～15はGPSNo.45-46地点採集品である。12は薄手の石刃である。下部を欠損する。打面は自然面打面で

ある。表面上部には頭部調整痕を残し，右側には石核調整痕を残す。これも両設打面である。13，14は石刃

核である。両者とも，球夥を多く含む棒状に近い角礫を素材とする。自然面はやや滑らかなサンドペーパ状

で，その稜線は切り立つ。13は，表面の石刃剥離面は全て自然面を打面として剥離されているが，剥離後，

石刃作業面を打面として打面調整が施される。上部の打角は約90°，下部は約45°である。14は，上下の両

佐賀県伊万里市腰岳黒曜石原産地における黒曜石露頭および遺跡の発見とその意義（腰岳黒曜石原産地研究グループ）
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第５図　腰岳黒曜石原産地採集石器１（西斜面遺跡群）
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佐賀県伊万里市腰岳黒曜石原産地における黒曜石露頭および遺跡の発見とその意義（腰岳黒曜石原産地研究グループ）

第６図　腰岳黒曜石原産地採集石器２（西斜面遺跡群）
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第７図　腰岳黒曜石原産地採集石器３（西斜面遺跡群）
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佐賀県伊万里市腰岳黒曜石原産地における黒曜石露頭および遺跡の発見とその意義（腰岳黒曜石原産地研究グループ）

第８図　腰岳黒曜石原産地採集石器４（南斜面・山頂遺跡群）
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打面には細かな調整が施される。表面に残る石刃剥離面には，ネガティブバルブが大きく発達しており，頭

部調整は認められない。左側面には先行する石刃剥離面が数枚残され，打面再生による石核の縮小を捉えら

れる。15は厚手甲高の石刃である。滑らかな自然面をもち，礫面の稜線はやや磨滅する。上，下部を折損す

る。表面に残る先行剥離面から，両設打面によると考えられる。

　16～19はGPSNo.47地点採集品である。16は薄手の石刃である。上部は折損する。先行する石刃剥離面も

主要剥離面もすべて上方からの打撃によるものである。17はやや厚手の稜付石刃である。サンドペーパ状の

礫面を表面の左右に残す。表面下部にやや大きめの石核調整の剥離面を残し，上書きするように稜成形のた

めの微細調整が部分的に施される。打面は単剥離面打面で，頭部調整痕が認められる。表面下部の逆方向の

剥離面から，両設打面であると考えられる。18は石刃核である。サンドペーパ状の自然面をもち，稜線は切

り立つ。板状の角礫を素材とする。裏面の数枚の剥離面は，板状の形状を保つための石核調整であると考え

られる。石刃は表面の上部から，薄手のものが数枚剥離されている。打面は自然面もしくは単剥離面であ

る。19は石刃核原形であると考えられる。裏面に自然面を大きく残す。滑らかなサンドペーパ状をなし，切

り立つ角礫の部分と，やや角の取れた亜角礫状の部分の両方をもつ。大ぶりな剥片を素材として，その素材

剥片のバルブ部分の厚みを除去するように上面，右側面，下面側から平坦な加工が施されている。

　南斜面遺跡群

　28～30はGPS№30，31はGPS№20採集品である。28は縦長剥片石核，29不定形石核である。28は拳大程度

の角礫の平坦面を打面として，数枚の縦長剥片を剥離する。調整剥離は認められない。29は多面体の角礫の

平坦面から数枚の剥片を剥離する。これも調整加工は認められない。30は剥片で，背面は全体が角礫面に覆

われる。28～30は，バルブが発達し，水和層がよく発達することで一致する。31は石刃状剥片である。右側

縁に背面からノッチ状の加工が施され，左側縁の腹面側に微細剥離痕が認められる。

　山頂遺跡群

　32・33ともにGPS№18採集品である。32は石刃である。頭部を欠損する。33は安山岩製の削器である。大

ぶりな板状の剥片の左側縁に二次加工を施す。下部を欠損する。

　石器群の時期的位置づけ　これらの採集石器は，石刃，石刃石核，剥片，剥片石核，削器に分類できる。

削器は山頂遺跡のみで採集されたため，斜面遺跡群は石刃や剥片生産の痕跡が主体であると考えられる。剥

九州旧石器 18 号（2014）

第２表　腰岳原産地遺跡採集石器計測表（※長さ・幅・厚さの単位は cm，重さは g）
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片や不定形剥片は，全体的に自然面に覆われ，剥離面も少なく，試し割り程度のいわゆる一発コアとその産

物と考えられる（8，29，30：番号は第５～８図に対応，以下同じ）。問題は石刃関連遺物である。石刃に

は薄手（3，4，12，16，21，22），厚手のもの（5，9，15，24）が双方見られ，石刃石核には扁平，板状の

もの（1，2，7，11，25，26，27）と角錐，角柱状のもの（13，14，28）に分けられる。薄手の石刃や扁平

板状の石刃核は，頭部調整が発達し両設打面の痕跡が認められるので（小畑2002），縄文時代後晩期に北部

九州一帯で盛行した鈴桶型石刃技法によるものと考えられる。特に3の石刃や7や11の石刃核は典型的な資料

と考えられる。小畑（2002）の定義に則せば，10，17，23のような稜付石刃もその関連遺物である可能性が

高い。一方厚手の石刃や角錐，角柱状の石刃核は，頭部調整が認められず（5，9，13，14，24，29），石刃

核の剥離面のネガティブバルブが発達する。また薄手のものや扁平な石刃核に比べて水和層が発達する傾向

がある。これは，鈴桶遺跡の分類のＣ群（杉原・戸沢・横田1965）と類似し，小畑（2002）が旧石器と縄文

石器を峻別に用いた指標である。以上の石器の特徴から採集石器には，旧石器時代と縄文時代のものの両者

が存在すると推測される。遺跡群別では，西斜面では両時代のものが混在しながら，鈴桶型石刃石器群が目

立つこと，南斜面には旧石器時代のものがあるらしいことがわかる。山頂遺跡は２点のみであるため判断が

難しいが，石刃（32）は水和層が発達しており，旧石器の可能性もある。

４．腰岳における黒曜石原産地遺跡群発見の意義と今後の展望
（１）原産地遺跡群発見の意義
　今回の踏査の大きな成果は，黒曜石供給源の把握およびその付近での遺跡群の発見である。黒曜石供給源

は，これまでの地質学的調査によって把握されていたが，悉皆的踏査により露頭を確認し，黒曜石生成プロ

セスもある程度明らかにできた。すなわち，黒曜石は，腰岳山頂を形成する黒雲母流紋岩の溶岩ドームの周

縁部のみに形成された。現在は本来存在するはずの分厚い黒曜石溶岩が下方に崩落したために，拳大程度の

角礫が供給源付近の斜面に集中的に分布していると考えられた。そして何よりも，この黒曜石供給源と遺跡

群に密接な関連があるらしいことが明らかになったこと，これが本踏査の最も大きな成果と意義である。遺

跡群は，分布および石器群の様相から，西斜面遺跡群，南斜面遺跡群（北斜面含む），山頂遺跡群に分類で

きる（第４図）。これらの遺跡群では，黒曜石角礫の表層集中に重複して多数の石器が認められ，石器型式

や水和層の発達の程度から旧石器時代から縄文時代にかけて遺跡が連綿と形成された可能性が高いことも明

らかとなった。

　従来，腰岳の原産地遺跡群は，鈴桶遺跡や平沢良遺跡など山麓の遺跡群がそれにあたると考えられてき

た。山麓での調査における膨大な黒曜石製石器の出土量はそれを裏付けるものであり，鈴桶遺跡などで認め

られる石刃の多量生産痕跡は，縄文時代後晩期の原産地遺跡の様相を示すものとして注目されてきた（橘

2004など）。しかし，今回の踏査の成果から，この状況は，腰岳黒曜石原産地の一側面に過ぎない可能性が

出てきた。実際には標高410～440ｍ付近の貫入露頭（火道・溶岩ドーム）の産状（主に角礫原石）に対応し

た遺跡が数多く存在しており，潜在的には腰岳の各所に遺跡が存在する可能性もある。問題は今回発見した

遺跡群と従来の山麓遺跡群との関連性である。新発見の遺跡群では角礫素材の石刃や石刃核をはじめとする

遺物を主体とするが，既知の山麓遺跡群では，亜角礫素材の石器が大半を占めており，標高300ｍ以下の北

西崖錐性堆積斜面の産状（主に亜角礫原石）に対応した遺跡群であると評価できる可能性がある。つまり，

両遺跡群は別物と考えられる。そうであるなら，これらの遺跡群形成の集団差や時期差などが問題となろ
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う。時期や石器群（集団）ごとに，選択対象となる原石形状や石質とその産出状況が異なり，その目的に合

わせて開発場所や獲得方法が変化していたことが予測できる。いずれにしても，腰岳には複数の遺跡群が展

開していることは明らかで，これまでの単相的な理解ではなく，より重層的な理解が必須となる。

（２）今後の展望
①「腰岳黒曜石原産地遺跡」の再検討の必要性

　上述のとおり，従来の山麓の原産地遺跡に引っ張られた腰岳観でなく，より複雑な原産地遺跡群としての

見方が必要である。実際のところ，山麓遺跡群の詳細な石器群の様相，土層堆積の状況は不明な部分が多

く，今回の踏査成果との比較も現状では困難である。こうした状況と，腰岳には潜在的に各所に遺跡が存在

する可能性を加味して調査を進める必要がある。したがって，当面の課題として，腰岳中腹から山麓の原石

分布状況，遺跡の悉皆的な把握による「腰岳黒曜石原産地マップ」を作成したい。この過程で蛍光Ｘ線分析

を含む岩石学的分析の実施や，既存の腰岳山麓遺跡群出土遺物の再検討も重要な作業となる。

②原産地遺跡群と消費地遺跡の関係性の追求

　腰岳黒曜石原産地遺跡群が，決して一元的な存在ではないとすれば，これに対応する消費遺跡も複数に分

類可能であることと考えられる。これまで認識されてきた北～西麓の「亜角礫」黒曜石原産地遺跡群と，山

頂斜面部分の「角礫」黒曜石原産地遺跡群に対応する石器群の分類は，礫面の肉眼観察で十分可能である。

冒頭で触れた腰岳近傍の午戻遺跡では，黒曜石角礫の原石集積遺構が存在しており（小畑2003b），これら

角礫は供給源付近の黒曜石が搬入された可能性がある。こうした周辺の消費地遺跡の状況を丹念に分析する

ことで，腰岳黒曜石原産地開発史に新たな知見を示し，先史時代の社会組織の解明に資することができると

期待される。

　付記

　本調査は島根県古代文化センターのテーマ研究事業『隠岐産黒曜石の獲得と利用の研究』の比較研究とし

て進めたものである。本稿は，腰岳黒曜石原産地研究グループによる調査成果をまとめたもので，グループ

の構成メンバーは３頁に記した調査参加者全員である。本稿の内容は，その参加者との協議および調査メモ

をもとに芝が取りまとめた。見解に誤りなどがあればその責は芝にある。図表のうち，第１図，第１表は

及川が，第２図は角縁が作成し，その他の図表は芝が作成した。第５～８図の実測図の作成は，踏査参加者

（一本，稲田，及川，川井，芝，角原，藤川，船井）が分担してあたり，芝が製図した。なお，本グループ

は今後も腰岳における調査を継続的に実施する予定である。興味がある方はぜひ参加いただきたい。
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　九州旧石器第18号をお届けいたします。

　今号は第40回記念大会の準備・運営と併せて，各県幹事が編集，執筆者との連絡調

整，印刷所との交渉・打ち合わせ等を分担する編集体制となりました。執筆者の皆様

には，最後まで原稿の催促，校正のご連絡等お手数をおかけしましたが，何とか刊行

にこぎ着けることができました。どうもありがとうございました。

　巻頭には，川道会長にこれまでの会のあゆみを，また記念講演として本研究会の活

動に設立当初から関わってこられた橘先生に，会の歴史と展望を紐解く講演録を頂戴

しました。また巻頭図版には，準備会での発案により会の活動の歴史を振り返る写真

を掲載することになりました。会員の皆様には，会の歴史を物語る写真を数多くご提

供いただき，ありがとうございました。

　第40会記念大会のシンポジウム予稿集としては，冒頭に沖縄県の山崎信治氏に基調

報告を頂き，各県のメンバーの発表要旨を併せて，本研究会の総力を挙げた構成とな

りました。第40回記念大会に併せて刊行される本誌が，今後の旧石器文化研究会の新

たな里程標となり，今後の九州旧石器文化の研究に大きく寄与できるものとなれれば

幸いです。

　最後に，刊行にご協力いただいた執筆者ならびに会員諸氏に厚く御礼申し上げま

す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集担当
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