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1　はじめに

本州中央部にあたる信州には，列島を代表する黒曜石

原産地である和田峠原産地群と八ケ岳原産地群が存在す

る．これらの黒曜石原産地周辺には数多くの旧石器遺跡

が形成され，また，原産地を下った山麓地域には無数の

縄文集落が残されている（図 1）．

和田峠原産地群とその周辺は，古くは鳥居龍三などの

『諏訪史第一巻』にかかわる調査をはじめ（鳥居 1924），

戸沢充則らによる八島遺跡の調査（戸沢 1958），藤森栄

一らによる星ヶ塔の調査（藤森・中村 1962），森嶋稔を

中心とした男女倉遺跡群の調査（森嶋編 1975，森嶋編

1993），鷹山遺跡群の継続的調査（長門町教育委員会・

鷹山遺跡群調査団 1989 ほか），近年では明治大学黒耀

石研究センターによる広原遺跡群の調査（小野・島田・

橋詰ほか 2016）など，調査・研究が進んだ地域である．

2012 年からは，霧ヶ峰地域を中心とした綿密な原産地

踏査が地質学研究と協同でなされ，原産地における黒曜

石の産状と原産地遺跡の様相が描き出されつつある（及

川ほか 2013）．また，明治大学と長和町教育委員会によ

る星糞峠原産地遺跡における黒曜石採掘址調査（長和町

教育委員会・鷹山遺跡群調査団 2001 ほか），下諏訪町教

育委員会による星ヶ塔原産地遺跡における黒曜石採掘址

調査は（宮坂編 2014），継続的な原産地調査として多く

の成果を上げ，両遺跡は国史跡指定に至るなどその重要

性が評価されている．

信州黒曜石原産地の資源開発と供給をめぐって

堤　　　隆 1）

要　　旨

和田峠原産地群および八ケ岳原産地群からなる信州黒曜石原産地の資源開発と供給について，縄文時代を中心に前後の旧
石器・弥生時代を含めて通時的に論じたのが本稿である．
その開発は後期旧石器時代初頭に遡るが，LGM期にはいったん衰退することがうかがえた．高標高山岳地帯という信州黒
曜石原産地の地理的状況を反映しているものとみられる．縄文草創期後半になると星糞峠に採掘坑が穿たれて黒曜石獲得が
なされ始める．その後，例えば浅間山麓の縄文前期初頭にあっては黒曜石の一定の供給が確認できないが，前葉以降には黒
曜石が増加傾向をみせ，定住化の進行とリンクしているようだ．黒曜石供給安定化の変換点はその後の前期後葉で，その背
景にはいくつかの指摘にあるように交換から交易への供給システムの変化があったものとみられる．星ヶ塔で採掘坑が確認
されるのは前期後葉であり，その変化と整合的である．
中期は，関東地域などにおいて信州産黒曜石の供給の減少が指摘される．また，中期における植物質食料への依存度の高
まりから，狩猟具である石鏃ほか黒曜石石器の需要が減少し，採掘もいったんなされなくなるとの見方がある．一方で浅間
山麓の川原田遺跡などでは，相当量の黒曜石が搬入されていることも事実である．信州での中期の人口増がこの地域での黒
曜石の高い需要を生み，他地域への供給に歯止めをかけているというのが実態ではないだろうか．採掘も中期段階に途切れ
なかった可能性がある．晩期の採掘坑は星ヶ塔で確認されているが，実際浅間山麓では石神など晩期の石鏃製作の遺跡がそ
の素材の搬出先として確認できる．各時期の採掘集団の居住地は，標高の高い原産地を下った諏訪側と長和側の東西両側に
あったのだろう．なお，八ケ岳原産地群の黒曜石は，旧石器時代では一定量の供給がなされているが，縄文時代には衰退著
しい．和田峠原産地群の供給にあっても，とりわけ良質な諏訪系ブランドが凌駕することがわかる．
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こうした原産地フィールドを背景にした明治大学黒耀

石研究センターと長和町黒曜石体験ミュージアムおよび

下諏訪町埋蔵文化財センターの設置は，学術研究と普

及・啓発・公開といった重要な意味をもつ．その一方

で，中部・関東地域を主とした消費地遺跡の黒曜石原産

地推定が多くの研究者や機関によってなされており，膨

大なデータの蓄積から，信州産黒曜石の供給に関する議

論も活発化している．

本稿では，そうした原産地と消費地遺跡における諸議

論をふまえ，縄文時代を中心として前後の旧石器・弥生

時代にもふれつつ，信州黒曜石原産地の資源開発と供給

について検討してみる．具体的には筆者自身が調査ある

いは報告にかかわった男女倉原産地遺跡群，神子柴遺

跡，野辺山高原や相模野台地の旧石器遺跡，浅間山麓の

縄文諸遺跡を分析例として掲げ，他地域のあり方もふま

えて検討してみたい．

2　信州黒曜石原産地の資源開発

2-1　信州黒曜石原産地

信州黒曜石原産地は，標高 1300mを超え 2000mに達

する麦草峠もあるなど，高標高山岳地帯にあることが立

地的特性で，隠岐や神津島など海洋島嶼部に存在する原

産地とは大きく異なる点である．

そのうち和田峠原産地群については，和田峠・男女

倉・星糞峠などの本州分水嶺北側の原産地グループと，

星ヶ塔や星ヶ台あるいは霧ヶ峰・諏訪などと呼称される

本州分水嶺南側の原産地グループとの 2者に分離が可能

である（大竹憲 2013）．八ケ岳原産地群は，麦草峠・冷

山・双子池などの原産地があり，蓼科原産地群とされる

場合もある．その呼称に関して原産地推定をおこなう理

化学分析者は，試料採取地点や原産地推定の根拠となる

元素諸属性の扱いの異なりから，それぞれ別の名称を用

いている場合が多い．したがってここでは議論を遡上に

図 1　信州黒曜石原産地と旧石器・縄文時代遺跡
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乗せるため，相互に共通するとみられる原産地を，谷

の大分類（谷 2013）にしたがって，以下のとおり「系」

として大きく把握しておく．

諏訪系：星ヶ塔・星ヶ台・霧ヶ峰などの原産地

和田峠系：星糞峠・鷹山・土屋橋などの原産地

男女倉系：ブドウ沢・牧ヶ沢・高松沢などの原産地

蓼科系：八ケ岳・麦草峠・冷山・双子池などの原産地

浅間系：大窪沢や千ケ滝などの原産地

このほか，ＮＫ系と呼ばれる野辺山高原中ッ原遺跡群

等で確認された黒曜石グループがある．産出地点は現在

のところ不明だが，分布密度から考えると八ケ岳周辺で

生成した可能性がある．

2-2　後期旧石器時代における黒曜石資源の開発

信州黒曜石原産地の開発期はいつか？

それは多くの原産地分析からも，台形様石器や局部磨

製石斧を含む後期旧石器時代初頭であることは共通認識

といえるだろう．現生人類が列島に到達して間もなく，

信州の黒曜石資源が発見されたものと考えられる．

一例をあげておくと，台形様石器群が検出された長野

県野尻湖遺跡群の日向林B遺跡では（谷編 2000），3969

点の黒曜石原産地分析がなされ（望月 2000），分析不

可 45 点（1％）を除き，和田峠系が 3775 点（95％）で，

なかでも鷹山群が 3179 点と総点数の 80％を占めた．こ

のほか諏訪系 46（1％），蓼科系 103 点（3％）となった．

和田峠系が 9割以上をなすが，諏訪系や蓼科系の黒曜石

の搬入もみられる．その多寡は別として，和田峠系 , 諏

訪系，蓼科系のいずれの原産地も，この時点で開発され

ていることがうかがえる．

他方，沼津市土手上遺跡のBBⅤ層の台形様石器群で

も，神津島系 125 点や伊豆・箱根系の黒曜石とともに，

諏訪系 66 点，蓼科系 5点がみられ，100kmにおよぶ信

州産黒曜石の搬出の軌跡が追える（望月・池谷 1994）．

神津島系原産地もこの段階で開発されていることがうか

がえる事例である．

南関東においては，これ以後のⅥ層段階は信州産黒曜

石の利用が比較的進んだ時期といわれるが，次のⅤ～Ⅳ

下層段階にあたる最終氷期最寒冷期（LGM）は，標高

1300m以上の高冷地にある信州原産地の開発が相当に

困難になる時期であるとみられている（佐藤 1996）．た

とえば当該期の相模野台地の柏ヶ長ヲサ遺跡第Ⅸ文化層

（堤 1997）では，1169 点の出土黒曜石のうち 1120 点の

原産地推定がなされ，箱根系 616 点，天城系 489 点，和

田峠系 2点，諏訪系 2点，蓼科系 1点，神津島系 2点，

高原山系 8点という構成となった（望月 1997）．箱根・

天城系の合計利用率が 99％となり，信州産黒曜石の供

給が著しく低いことがわかる．

細石刃期の中部・関東地域における黒曜石供給につい

てみると（図 2），信州産の黒曜石は 100 ～ 200km圏内

を動き，下総・武蔵野・相模野台地などに数多く運ばれ

ている．他方で愛鷹・箱根山麓へも搬入されたこともわ

かるが，その量は総じて少ないようである．相模野の細

石刃期では，天城系が多用される石器群，神津島系が卓

越する石器群，信州産が卓越する石器群などがあり，段

階による原産地利用の異なりと解釈される（堤 2011）．

信州黒曜石原産地においては，後期旧石器時代に位置

付けられる採掘坑は，全く確認されていない現状であ

る．男女倉遺跡群にみるように河川流域に遺跡が形成さ

れたことを考えると，河川もしくはその周辺の転石採取

が，後期旧石器時代の石材獲得戦略の基本であったとみ

て間違いない（堤 2002）．ただし亜角礫や偏平礫なども

多いことから，上流部にあって円摩の進んでいない礫が

利用されものとみられる．また，露頭およびそこから崩

落した原石も利用されているようである．

2-3　縄文草創期における黒曜石資源の開発

列島を代表する石器群のひとつである神子柴遺跡につ

いては，旧石器時代最終末か縄文時代最初頭に位置付け

るかという時代区分論はあるが，筆者自身がかかわった

その報告では後者の見解をとっている（堤 2008a）．神

子柴遺跡で検出された黒曜石石器は，尖頭器 10 点，掻

器 3点，削器 2点，石核 9点，原石に戻る黒曜石塊 17

個であった．黒曜石塊からは 1点を代表させ，残り 24

点の石器の計 25 点，つまり全ての個体の原産地分析が

なされ，諏訪系 17 点（68％），和田峠系 8点（32％）と

なった（望月 2008）．神子柴の黒曜石は外見上からも非

常に質が良いことがわかるが，実際，良質とされる諏

訪系が数多く選択されていることが原産地分析からう
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かがえる．しかも石核などをみると，現在では入手困

難な 10cmを超す大型のかなり厳選された黒曜石が神子

柴に搬入されたことがうかがえる．一方，諏訪系の黒

曜石尖頭器 8点は完成品として遺跡に持ち込まれてお

り（図 3），うち 5点の完形尖頭器に使用痕が認められ

た（堤 2008b）．使用されたのが神子柴かどうかは不明

だが，おそらく製作時の破損のリスクを回避するため原

産地で製作された後，最終的に神子柴に持ち込まれたも

のと考えられる．神子柴遺跡から天竜川沿いに 17 キロ

下った小鍛冶原遺跡にもこの時期の尖頭器 8点が持ち込

まれ，全点諏訪系の原産地推定結果が出されている（望

月 2009）．両事例からしても，神子柴段階の尖頭器製作

址が諏訪原産地周辺に眠っているものと推定される．

微隆起線紋土器などとともに，神子柴型石斧・尖頭

器・有茎尖頭器・掻器などが発見されている長野県野辺

山高原の立石A遺跡（位置は図 1参照）の黒曜石資料

124 点の原産地推定では，和田峠系 29，男女倉系 1，諏

図 2　稜柱系細石刃石器群における黒曜石の供給

図 3　神子柴遺跡の黒曜石尖頭器
諏訪星ヶ台群　長さ 10.55㎝
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訪系 81，蓼科系 9，神津島系 1，NK系 3点となった（望

月 2002）．遺跡から 40kmの距離に原産地がある諏訪系

が 81点で 65％を占め，20kmとより近い蓼科系は 9点で

7％と少ない．神津島産は単独出土の有茎尖頭器である．

縄文草創期後半では，長和町星糞峠の鞍部において多

縄文系土器群とともに竪坑が確認され，この段階には黒

曜石採掘という行為自体が始まっていたことがわかる．

また，焼土を残す竪穴（住居状）遺構も確認され，居住

を伴う採掘と石器製作がなされていたことがうかがえる

（長門町教育委員会・鷹山遺跡群調査団編 2000）．

ここから検出された黒曜石資料は，原石 158 点・残核

210 点・剥片 1126 点・両極剥離痕をもつ石器 1392 点・

二次加工のある石器 2点の 2888 点で，有孔台石 489 点

と敲石 109 点がみられることも特徴的である．有孔台石

と敲石とを利用し，両極打法によって素材を生産した

後，原石・石核を含め，消費地遺跡へと持ち出していた

ことが想定されるという（安蒜 2000）．これに関連して

及川は，当該期にあたる「出現期石鏃石器群」である群

馬県五目牛新田遺跡や埼玉県打越遺跡の池谷による原産

地推定において，和田峠系（鷹山群）の黒曜石が多数み

られることから，これらについては星糞峠からの搬入が

有力であると推定し，原産地と消費地の石器製作工程連

鎖も含めた相互補完関係を見出している（及川 2006）．

2-4　星糞峠黒曜石原産地遺跡

長和町星糞峠から虫倉山へと広がる斜面一帯では，鷹

山遺跡群調査団により 1991 年からの広域分布調査によ

り「凹み」地形が確認され，その最初の発掘により第 1

号採掘址と呼ばれる採掘坑が調査された．総計 195 基の

「凹み」地形のいずれも採掘に伴う「凹み」であり，採

掘坑とみられている．多数の「凹み」の個別の時期につ

いては判然としないが，調査の進んだ第 1号採掘址では

その詳細がとらえられている（大竹 2015）．

第 1号採掘址では鉱床の最下面より，早期の鵜ヶ島台

式土器が検出されており，この時期において背後に採掘

排土を置きながら斜面を掘り進みその上位に達した時点

で，起点に戻り，横並びに採掘した状況が推定される．

第 1号採掘址地点では，その後 4000 年ほど採掘が途

絶えるが，採掘坑に残された縄文後期加曽利B1式の土

器（図 4）や放射性炭素年代等から，後期に採掘が再開

されたことがわかる．現地表から 3～ 5ｍ程の深さに穿

たれた採掘坑は，和田峠の 94 万年前の噴火の火砕流に

由来する白色火山灰層中に含まれる黒曜石原石を狙った

もので，下方から上方に向かって掘り進み，加曽利B1

図 4　星糞峠 1号採掘址と出土した石核・加曽利B1式土器（大竹幸 2015）より
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期内において採掘活動が繰り返しなされた後，最終的に

は開口したまま放置されたという．近年では，同時期の

土留めのための柵木などが検出され，採掘がいかに大が

かりだったものかがわかる．白色火山灰層中の掘り痕か

ら，採掘用具は最大幅 5㎝前後の尖鋭な掘り具であると

いう．また，採掘排土によって背後に平坦な地形が作り

出され，採掘活動に付随する空間が設けられたらしい．

2-5　星ヶ塔黒曜石原産地遺跡

長野県下諏訪町東俣の星ヶ塔黒曜石原産地遺跡では，

平成 9年から平成 25 年までの調査による総括報告書

が刊行され，その様相が明らかにされている（宮坂編

2014）．

星ヶ塔山の東山腹 35000㎡の範囲においてレーザー測

量などにより確認されたのは，193 か所の採掘坑と推定

される「凹み」である（図 5）．この地区では，11 か所

の試掘坑（TP）が設けられ，そのうちTP01・TP04・

TP05 において採掘坑の検出がなされている．

TP01 からは，採掘坑 1・2が検出され，諸磯C並行

期の土器が出土した．採掘坑 1は，楕円形のプランで底

面の径が 80cmほどで人が一人立てるほどのもの．採掘

坑 2は楕円形のプランで底面の径が 100 × 150cmほど

で人が 2人立てるほどのもの．双方の深さは 200cm以

上となるものと推定される．双方の壁面には，鹿角製

ピックなどが想定される痕跡が見いだせるといい，これ

によって原石を採掘したことが想定されている．TP01

の黒曜石遺物の内訳は，剥片類が圧倒的に多く 6197 点．

この他，石核 892，尖頭器 46，分割礫 23 点の総計 7158

点が認められた．報告者によれば尖頭器は旧石器時代遺

物の混入であろうという．いずれにせよ，縄文時代では

石鏃や石匙などの器種が存在せず，器種製作は別の場所

で行われたことがうかがえる．

図 5　星ヶ塔における黒曜石採掘址の分布（宮坂編 2014）



159

隠岐産黒曜石の獲得と利用の研究

TP04 は，116 号採掘坑と呼称される遺構へのテスト

ピットで，その東半分から鉱床となる黒曜石の岩脈が確

認された．この採掘坑からは，大洞BC式の深鉢形土器

が出土したことから，縄文晩期前半のものと考えられ

る．採掘坑内には径 60cm以下のさらに小さなピットが

10 基以上みられ，黒曜石岩脈を 70 ～ 120cm以上穿っ

て大量の黒曜石が採掘されたことがわかる．ちなみに

TP04 中 3 層から出土した黒曜石石器類は 5673 点，総

重量 28950g で，剥片 699 点，砕片 2773 点，石核 386 点，

「打撃痕を有する原石」1235 点等で，定形石器はスクレ

イパー 1点のみであった．また，敲石 10 点が出土して

おり，これによって岩脈から黒曜石を割取ったことが想

定されるという．鹿角製ピックなどの使用が想定される

前期とは異なった黒曜石獲得方法といえる．

こうした採掘坑あるいはそれに関連する「凹み」地形

は下諏訪町東俣や星ヶ台原産地でも確認されている．

3　信州東部の消費地遺跡における黒曜石供給

3-1　信州東部を例として

信州東部（東信）にあたる長和・上田・東御・小諸・

御代田・軽井沢地域は，和田峠系黒曜石が依田川沿いを

通って浅間山南麓を抜け，碓氷峠を越えて群馬へと下

り，つづく関東諸地域へと運ばれるルートにあたってい

る（図 6）．筆者自身も浅間山南麓の御代田町塩野西遺

跡群に属する下弥堂遺跡（前期初頭）や塚田遺跡（前期

初頭・前期前葉），城之腰遺跡（前期前葉），川原田遺

跡（中期中葉～後葉）などの一連の発掘調査・報告に携

わったことから，この遺跡群を含めた黒曜石の供給につ

いて具体的に検討してみたい．

3-2　縄文前期初頭

当該地域の前期初頭には，花積下層式並行期の縄文施

文の在地系尖底土器が特徴的に出土し，塚田式，中道式

と呼称されている．

図 6　信州東部の縄文遺跡とその石材環境
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塚田式・中道式の両形式をもつ浅間山南麓の下弥堂

遺跡（堤 1994）は和田峠黒曜石原産地群から 40km弱，

中道式の標識遺跡である長和町中道遺跡（児玉編 1984）

は 17km，同じく中道式を出土した東御市真行寺遺跡

（児玉編 1982）は 30kmの距離にある（図 6）．中道遺跡

9号住居では，石器石材331点中黒曜石は325点（98％），

真行寺遺跡 3号住居では，石器石材 279 点中黒曜石は

269 点（95％）であった．これに対し下弥堂遺跡 14 号

住居では，石器石材 456 点中黒曜石は 21 点（5％）にと

どまり，珪質頁岩が 209 点（45％），ガラス質黒色安山

岩が 109 点（24％），チャートが 107 点（23％）を占め

ていた．黒曜石石器の内訳は，石鏃 1点，剥片 20 点で

あった．下弥堂遺跡は当該期の単純遺跡で 14 軒の住居

が検出されているが，各住居とも黒曜石の出土率が総じ

て低く，いずれも石材重量で 5％に満たない状況である．

その珪質頁岩は「駒込頁岩」とも呼称される良質な石材

で，東北地方の珪質頁岩と近似したチョコレート色を呈

し，遺跡から13kmの佐久市駒込地域で採取可能である．

また，ガラス質黒色安山岩も同じく遺跡から 13km程の

佐久市八風山麓で採取可能である．いずれにせよ下弥堂

の当該期の石材供給の事例は，40kmという原産地から

さほど遠くない地域にあっても黒曜石に拘泥せず，むし

ろ周辺の石材環境をよく反映したものといえる．

なお，下弥堂の 14 軒の住居は不整円形か不整方形で

掘り込みが浅く，一軒の石囲炉以外は地焼炉で，総じて

不安定な形態をみせる．当地域では，早期に属する住居

は検出されておらず，これが出現段階の竪穴住居と考え

られ，定住化の萌芽を示しているものと考えられる．

3-3　縄文前期前葉

続く縄文前期の前葉段階の黒曜石利用はどうか．関

山・神ノ木式期にあたる 5軒の住居が検出されている城

之腰遺跡（堤編 1992）での，黒曜石の剥片石器の出土

点数は，1号住居 63 点（98％），2号住居 29 点（100％），

6号住居 9点（82％），8号住居 46 点（98％），9号住居

41 点（100％）であり，他の石材はチャート，ガラス質

黒色安山岩，凝灰岩が 1，2点認められるにすぎない．

きわめて高い黒曜石利用率である．

一方，城之腰と 1kmの近接距離にあり，同じ関山・

神ノ木式期の 6軒の住居が検出されている塚田遺跡では

（堤 1994），剥片石器の点数でなく重量比の記録となる

が，その 26-52％を黒曜石が占めた．八風山のガラス質

黒色安山岩が 25％程度みられる住居もあり，また下弥

堂遺跡と同じ珪質頁岩「駒込頁岩」が 25％程度みられ

る住居もある．石材がほぼ黒曜石に限られる城之腰遺跡

とは異なる傾向にある．遺跡ごとに利用石材が異なって

おり，黒曜石の一元的な供給とはなっていないことがう

かがえる．とはいえ前期初頭と比べれば，黒曜石の増加

傾向は明らかである．

当地域において前期初頭が不安定な住居形態を持つの

に対し，この時期の竪穴住居は，隅丸方形で掘り込みの

深い一定の構造をもち，規則的な柱穴配列をもつものも

あって，前期初頭に比べより定住化が促進されたことが

うかがえる．定住化の進行は，集落間の黒曜石の流通を

より安定させた可能性がある．両遺跡においては小形の

原石や石核が住居内に遺存することからも，製品として

ではなく，小型の原石が集落に持ち込まれ，剥片剥離が

なされ，石鏃などの製品が加工されたことがわかる．

一方，浅間南麓を含む東信地域と諏訪・伊那の南信地

域では，この時期の黒曜石供給事情に大きな違いがある

ようである．上記東信の諸遺跡と和田峠原産地群を挟ん

で対峙する茅野市駒形遺跡は（位置は図 1参照），星ヶ

塔・星ヶ台原産地から 10km未満という近接した距離に

あり，前期初頭から前葉にかけての膨大な量の黒曜石が

長野県埋蔵文化財センターにより発掘された点で注目さ

れる．その報告においては（贄田・柳澤編 2007），時期

的には前期初頭か前葉かが明確に分かち難いため一括し

て記載されているが，石器は全体で 57174 点あり，うち

55325 点（97％）を黒曜石が占めるというおびただしい

多さである．残りの 3％はチャートなど 12 種の石材で

ある．このうち当該期の 8175 点の黒曜石の分析が望月

明彦によってなされ，6087 点（約 75％）が諏訪系の黒

曜石と判明した．器種では，石鏃 1672 点，スクレイパー

698 点，石匙 134 点がみられるほか，石核 1863 点，原

石 927 点，両極石器 2953 点がある．原産地より原石を

持ち込み，剥片を剥離，両極打法により両極石器が生産

され石鏃等の素材となったものと考えられる．原石の形

状からは，岩脈からの獲得でなく転石を採取したと推定
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されるという．報告者は黒曜石を搬出入する拠点的な遺

跡の性格を想定しているが，原材料から製品までの黒曜

石石器の突出した数の多さは，まさにそのことを物語っ

ているのだろう．

伊那谷の宮田村中越遺跡も前期初頭からの集落として

よく知られており，黒曜石の剥片6857点，砕片10213点，

石核 3457 点，原石 324 点，両極石器 832 点ほか，黒曜

石石鏃（点数は明らかでない）などが大量に出土してい

るが（小池編 1990），駒形遺跡からの黒曜石の搬出先と

しては，中越のように黒曜石を多量に保有する集落が想

定され，ここを中継しさらに次の搬出先へと黒曜石が向

かったものとみられる．黒曜石供給の遺跡間連鎖を示す

事例として重要である．

3-4　縄文中期

浅間山南麓の川原田遺跡（位置は図 6参照）は（堤

編 1997），国重要文化財の焼町土器を出土したことで知

られているが（図 7），縄文中期中葉（新道期）から中

期後葉（加曽利EⅡ期）までの住居 51 軒から，総重量

4108 ｇ，2000 点の黒曜石が検出されている．他の石材

点数では，ガラス質黒色安山岩が 203 点，珪質頁岩が

33 点，チャートが 28 点であるので，黒曜石の圧倒的な

多さがうかがい知れる．前期初頭の下弥堂とは全く異な

る石材構成である．

石鏃に限ってみると，当該期では 77 点出土している

が，その石材は黒曜石が 62 点（81％），チャート（秩父

層群）およびガラス質黒色安山岩（八風山）がそれぞ

れ 7点（9％），珪質頁岩が 1点（1％）である．石鏃未

製品も 49 点あり黒曜石が 44 点（89％），チャート 1点

（2％），ガラス質黒色安山岩 4点（9％），黒曜石が 8割

を占める高利用率で，強い黒曜石指向がうかがえる．

黒曜石ではこのほか，小形の原石 15 点，石核 60 点，

剥片 1694 点が検出されている．こうしたあり方からは，

小形原石が遺跡に搬入され，剥片剥離がなされて，遺跡

内で石鏃等製品に加工されたことがうかがえる．

藁科哲男による中期の住居址から出土した黒曜石 17

点の原産地推定では，諏訪系 7点，和田峠系 6点，蓼科

系 1点，浅間系 2点，不明 1点という分析結果であった

（藁科 1997）．一方，黒曜石石器のうち国重要文化財に

指定されている中期の19点の石器（石鏃9点，石錐7点，

削器 1点，楔形石器 2点）に関しては，望月明彦による

原産地推定が行われている．原産地は諏訪系 13 点，和

田峠系 6点で，蓼科系などの黒曜石は含まれていなかっ

た．分析数は少ないが，両分析結果において諏訪系の黒

曜石が多いものの，和田峠系も一定の数があり，蓼科系

はかなり限定される傾向がうかがえる．なお，浅間系 2

点の分析結果が出ているが，実際の遺物は利器として役

に立たない不良な質感を見せている．試みに浅間原産地

自体の黒曜石を割っても，砕ける感があり割れの予測が

できない．興味本位で持ち込まれた可能性がある．

3-5　縄文後・晩期～弥生後期

浅間山麓の縄文後期に関しては，小諸市三田原遺跡

群，同市岩下遺跡，御代田町滝沢遺跡などが存在するが，

黒曜石資料の具体的データを欠くため，残念ながら議論

ができない．星糞峠原産地で本格的な採掘が始まるとさ

れるこの時期の消費地遺跡での黒曜石のあり方はきわめ

て重要であり，今後の資料調査課題とするほかない．

縄文晩期前葉に関しては，塩野西遺跡群に隣接する小

諸市石神遺跡（位置は図 6参照）の調査事例がある．石

神では，晩期前葉の住居址に接する 12m× 8mの範囲

から石鏃 791 点などとともに多量の剥片類が検出され，

当該期の石器製作址と考えられる（角張 1994）．石鏃の

石材は，黒曜石 235 点（30％），チャート 190 点（24％），

ガラス質黒色安山岩 170 点（21％），硬質砂岩 102 点

（13％），頁岩 51 点（6％），砂岩 14 点（2％），流紋岩

13 点（2％），粘板岩 8点（1％），ホルンフェルス 4点・

石英閃緑岩2点・閃緑岩1点・凝灰岩1点（いずれも1％

未満）であった．30％を占める黒曜石の原産地同定は行

われておらず明言できないが，晩期であればやはり諏訪

系星ヶ塔産の黒曜石利用が想定されようか．チャート

190 点（24％）は秩父層群，ガラス質黒色安山岩 170 点

（21％）は八風山のものが利用されていると推定される．

黒曜石ばかりではなく，チャートやガラス質黒色安山岩

など周辺石材の一定利用があることが注意される．

縄文晩期末葉から弥生前期初頭にかかる遺跡に，氷

Ⅰ・Ⅱ式を出土した佐久市下信濃石遺跡（位置は図 6

参照）がある．ここでは当該期の石鏃 27 点を含む黒曜
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図 7　浅間山南麓における縄文時代遺物とその組成変化
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石石器 103 点の原産地分析が望月明彦によってなされ，

102 点が諏訪系，1点が和田峠系と推定されている（馬

場 2006）．ほぼ，諏訪系に限定される傾向が看取される．

ちなみにこれに続く弥生前期後葉・中期・後期の遺跡

（佐久市内）の黒曜石原産地分析も望月明彦により実施

されている（表 1）．全体的には諏訪系が主流をなすが，

中期後葉からは和田峠系が加わる傾向がある．蓼科系，

浅間系のものもわずかにみられるが，利器には使われて

いないようである（馬場 2006）．

3-6　縄文時代を通じた信州産の黒曜石利用

日本考古学協会の 2013 年度長野大会においては，「信

州黒曜石原産地とその利用」と題するシンポジウムがも

たれ，黒曜石の原産地推定に基づく信州産黒曜石の利用

の状況が集成された．

谷によれば（谷 2013），長野県内では縄文時代全般を

通じた原産地推定総数が 19472 点で，諏訪系 15578 点

（80％），和田峠系3071点（16％），男女倉系200点（1％），

蓼科系 596 点（3％）であるという．星ヶ塔原産地など

を含む諏訪系の利用率が 80％を占める反面，蓼科系の

利用率が 3％と極めて低調なことが理解される．星糞峠

などの原産地を含む和田峠系は 16％の利用率である．

蓼科系の黒曜石は気泡が縞状に入るなど，諏訪系の黒曜

石に比べると，質が落ちるのは明らかである．

あわせて谷は，長野県外の関東地方では，縄文時代全

般を通じた原産地推定総数が 36900 点で，神津島系 20593

点（55％），諏訪系9985点（27％），和田峠系3172点（8％），

高原山系 942点（3％），箱根系 880点（3％），天城系 591

点（2％），男女倉系 336点（1％），蓼科系 336点（1％）

という集計結果を出している．時期を不問にすれば，関東

地方では縄文時代において神津島系の黒曜石利用が半数

以上を占めることがうかがえる．

4　�信州産黒曜石の資源開発と供給をめぐる
議論

4-1　縄文前期をめぐる議論

信州産黒曜石が碓氷峠を下り，向かった群馬地域にお

いては大工原豊の詳細な「縄文石器」研究がある（大工

原 2008）．大工原は，群馬地域の黒曜石原産地推定と緻

密な石器分析の結果から，縄文前期の黒曜石供給につい

て，第 1段階として前期中葉の有尾段階までは原産地に

おいて転石採取がなされ，連鎖交換によって黒曜石が集

落間を動いていくあり方を想定する．この段階では和田

峠系の黒曜石が主体を占める．第 2段階は以降の諸磯ｂ

の中段階までで，原産地において原石の表層採掘がなさ

れ，遠隔地集落に存在したという交易従事者が介在して

交易がなされたという姿を描く．やはり和田峠系の黒曜

石が主体的に利用される遺跡が多く，大工原が調査を

行った安中市中野谷松原遺跡の 106 号住居などがそれに

あたる．そして第 3段階の諸磯 b新段階から中期前葉

までは，原産地において本格的な露頭採掘が開始され大

量の黒曜石が流通，ここでは，一転して諏訪系の黒曜石

が主体となるという．この段階の安中市天神原遺跡で

は，1113 点・4014 ｇの黒曜石が確認されている．同じ

く群馬県昭和村糸井宮前遺跡では，13.7 × 18.7cm 重さ

遺跡名 時期 測定条件
諏訪
星ヶ台
群

和田鷹
山群

和田土
屋橋北
群

和田土
屋橋南
群

和田土
屋橋西
群

和田高
松沢群

和田小
深沢群

和田芙
蓉ライ
ト群

和田ブ
ドウ沢
群

蓼科冷
山群

浅間千
ケ滝群

推定不
可

総計

下信濃石
縄文晩期後半
（氷Ⅰ式）

一部 102 1 103

東五里田
弥生前期後葉
（氷Ⅱ式）

全点 28 1 1 30

根々井芝宮 弥生中期後葉 一部 47 13 60

西一本柳 弥生中期後葉 全点 86 15 1 5 8 1 13 1 10 140

後家山 弥生中期後葉 全点 195 10 3 1 1 3 1 214

東久保 弥生後期後葉 全点 4 2 6

462 27 4 5 10 1 2 13 1 16 10 2 553総　計

表１　佐久盆地における弥生時代遺跡の黒曜石原産地推定結果

（馬場2008）に掲載。分析は望月明彦による

表 1　佐久盆地における弥生時代遺跡の黒曜石原産地推定結果
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1878g の巨大原石が確認され，諏訪系と同定される．大

工原は，レンフリューのよく知られた交換モデルを意識

しながら，交換と交易の概念を区別して使用し，第 3段

階では，固定的な交換レートが設定され，「商人」とも

いうべき自由度の高い専業的な黒曜石交易集団によって

黒曜石が流通するという解釈を提示している．また，原

石サイズの画一性から交換レートが存在したことを想定

する．一方で，巨大原石は威信財になったともいう．

大工原の見解に先行して，かつて金山が示した前期の

定住化の進行により交換から初期的な交易へ大形集落か

ら小型集落への再分配がなされたという問題提起（金山

1993）や，糸井宮前をモデルとする黒曜石「遠隔地交易

センター」の存在性に関する仮説（小杉 1995）も想起

されるところである．

前述したように，碓氷峠を上った浅間山麓地域では，

前期初頭から前葉にかけて黒曜石供給が安定化していく

傾向がみられたが，残念ながら後葉段階の事例を欠く．

しかし，群馬地域でのあり方をみる限り，やはり縄文前

期後葉が黒曜石供給の重要な変換点となったという見通

しは大きく変わらないものと考えられる．遺跡での黒曜

石資料の様相から，専業的な黒曜石交易集団（商人）の

存在にまで踏み込む自由な想像の翼を筆者は持ち合わせ

ておらず，慎重な物言いに終始するが，その変換こそが

交換から交易へのシフトであったのだろう．

4-2　縄文中期をめぐる議論

縄文中期といえば，まず藤森栄一の中期「縄文農耕論」

の提唱が想起される（藤森 1949）．藤森は，中部高地の

中期の石鏃の減少と，一方で打製石斧や石皿・磨石など

植物質食料の採取・加工にかかわる石器類の増加に注目

し，縄文＝狩猟・採集という生業の固定観念に議論を巻

き起こした．ふたたび今日では植物種子やその圧痕の検

出から当該期の「栽培」あるいは「農耕」についての問

い直しがなされているところである（小畑 2016 など）．

中期「縄文農耕論」の是非はさておいても，多くの研究

者が指摘する打製石斧などの急増と石鏃の相対的な減少

傾向については再認識されるところである．さきの川原

田遺跡においても，石鏃の総点数 77 に対し，打製石斧

は 105 点の出土がある．こうした状況下において「黒耀

石の利用頻度も低下したのではなかったか」とする見解

があり（安蒜 1999），原産地での採掘活動も中期にいっ

たんは途絶えた可能性が述べられている．

池谷は，環中部高地南東域における信州系黒曜石と

神津島産黒曜石の増減について，多くの原産地分析結

果をもとに時期別に触れつつ，それらの開発と利用に

ついて言及した．中期前葉では信州系の主体的利用がな

され，中葉から後葉にかけては神津島産が主体となり，

つづく中期末葉（加曽利E3）以降には再び信州系黒曜

石が利用されるというあり方を描き出している（池谷

2006）．また，大工原も中期中葉から後葉にかけて群馬

地域における黒曜石流通量の激減について触れる（大工

原 2011）．現象面での両者の指摘は正鵠を射ている．

さらにこの点に関して池谷は，「信州の各原産地での

採掘活動は縄文時代中期に入るといったん低調になるも

のとみられる．黒曜石の多くは山腹や河床などに流れ出

た転石の採取によって得られていたのであろう．強いて

採掘をおこなわなくとも少なくなった消費をまかなうだ

けの黒曜石は得られていたのである．しかしその原石

も，縄文中期後半も終わりに近づくと，消費地である関

東地方での利用が増加したため，しだいに枯渇しつつ

あったものと予想される．こうした「採取圧」が，続く

縄文時代後期の「縄文鉱山」の再開発につながっていく」

と指摘する（池谷 2005）．

一方，縄文中期の信州における黒曜石利用について塚

原は，石器組成に占める石鏃の「相対的な」比率の低下

が「絶対的な」石鏃総量の減少と認識されそれに伴い黒

曜石消費量が減少するといった理解を生んだとし，むし

ろ中期は黒曜石消費量の多い時期であることを当該地域

の多数の縄文遺跡の具体的分析事例から導き出してい

る．そしてその背景にあるのは，黒曜石周辺地域におけ

る爆発的な人口増加に伴う黒曜石消費量の増加であった

という（塚原 2007）．

信州における黒曜石の一括埋納例を集成した山科は

（表 2），前期末から中期初頭にかけて埋納例が急増し，

後期以降には埋納例が減少することを明らかにしている

が（山科 2010a），この表からは中期中葉から後葉にか

けても相応の数が残されていることがわかる．ただ黒曜

石埋納の意味はそれぞれの時期で異なっていたともされ
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る．宮坂は，棚畑遺跡（茅野市）等中期中葉の藤内期の

黒曜石原石集積の観察から，晩期での星ヶ塔採掘址の黒

曜石原石と同様な表面状況を見てとり，中期においても

岩脈から採掘された可能性を述べる（宮坂 2012）．

これらの見解をふまえれば，中部高地における縄文中

期集落の人口急増による黒曜石の需要は，中部高地外部

への黒曜石の流通に歯止めをかけ，むしろそのことが他

地域で神津島産黒曜石が主体となる状況を生じさせたと

いう見通しが得られる．そして星ヶ塔の 190 におよぶ時

期を特定するに至っていない採掘坑の中には，中期に位

置付けられるものが混在している可能性があろう．

4-3　採掘集団の問題

星糞峠や星ヶ塔の採掘を行った人びとの集落はどこに

あったのか．大竹幸恵はその東部域について「標高1,480

ｍの星糞峠周辺の縄文集落分布の中心は標高 800 ｍほ

どの比較的大きな河川流域にあり，最短でも 10㎞以上

離れた複数の集落から採掘活動に従事する集団が編成さ

れ，雪のない時期に採掘活動に訪れた可能性が高い」と

し（大竹幸 2013），大門川・依田川流域の前・中期遺跡

である滝や大仁反，明神原（位置は図 6参照）がそれに

あたるという（大竹編 2004）．季節的には，高標高山岳

地帯にある信州黒曜石原産地での黒曜石獲得は，更新世

にせよ完新世にせよ氷雪に閉ざされる冬を避けたことは

間違いない．

一方，大工原は前期諸磯ｂの新段階において，諏訪湖

周辺の集落において，黒曜石の露頭採掘や選別・保管を

コントロールする採掘管理者が現れ，品質を管理するよ

うになっていたとみる（大工原 2008）．実際，そうした

黒曜石の選別行為がなされていたことに関して山科は，

黒曜石採掘址と消費地遺跡の黒曜石資料のサイズ比較な

どから論証をおこなっている（山科 2010 ｂ）．

星ヶ塔でみられた晩期前半の採掘については，原産地

周辺に該当する集落がなく，40kmの距離をおいた山梨

県北杜市金生遺跡においておよそ 2万点 77kgもの黒曜

石が出土していることから，金生の集団が採掘にあたっ

ていたことを宮坂は推定する（宮坂編 2014）．また，後

の晩期後半には，原産地により近い茅野市御社宮司遺跡

（位置は図 1参照）に採掘や搬出の拠点が移るともいう．

仮に晩期前半において金生の集団が採掘にあたっていた

とするなら，黒曜石の獲得を目的とする派遣グループが，

40kmの距離を控え，より原産地に近い場所に兵站のた

めのキャンプを構え，一旦はその場所に黒曜石をストッ

クしたと考えないと行動上の無理があろう．そうした晩

期前半の黒曜石獲得のための兵站遺跡はいまだ発見され

ておらず，原産地周辺に埋もれている可能性がある．

4-4　八ケ岳原産地の利用衰退

信州黒曜石原産地においても，八ケ岳原産地群である

麦草峠・冷山・双子池，または蓼科系と呼称される黒曜

石は，旧石器時代の利用が少なくない石材である．たと

えば信州野辺山高原における原産地推定の結果では（望

月 2015），矢出川遺跡（位置は図 1参照）の細石刃石器

群においては 1362 点のうち蓼科系 458 点（33.6％），神

津島系 399 点（29.3％），諏訪系 349 点（25.6％），NK

系 101 点（7.4％），和田峠系 54 点（4.0％），天城系 1点

（0.1％）となっている．また，中ッ原 1G地点遺跡（位

置は図 1参照）の削片系細石刃石器群では 467 点のう

遺跡総数 埋納例総数 住居内 住居内ピット住居外ピット住居外

前　期 4 10 4 2 1 3

前期末～中期初頭 9 32 1 0 6 25

中期中葉 11 24 11 6 3 4

中期後葉 13 21 15 1 1 4

（中　期） 4 4 2 0 1 1

後　期 5 6 0 0 1 5

晩　期 1 11 0 0 0 11

時期不明 6 7 0 0 2 5

合　計 53 115 33 9 15 58
（山科2010）

表２　長野県内の黒曜石一括埋納例の集計表 2　長野県内の黒曜石一括埋納例の集計
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ちNK系 313 点（67％），蓼科系 154 点（33％）となり，

それぞれ 3割ほどの利用がみられる（堤編 2015）．相模

野台地の田名向原遺跡の尖頭器石器群では，221 の分析

試料中 138 点（62.4％）が蓼科系であった．

細石刃にも多用される八ケ岳原産地の黒曜石は，質の

悪いものばかりではないが，霧ヶ峰地域の良質な黒曜石

に比べれば全体的には質が落ちるものが多いことは確か

である．縄文時代にあっては谷の全体データ（谷 2013）

にもみられるが，信州で蓼科系 596 点（3.1％），信州外

の関東地方で蓼科系 336 点（1.0％）といったように八

ケ岳原産地群の黒曜石はごくわずかに用いられるにすぎ

ない．また，八ケ岳原産地群では筆者らも何度か踏査を

行っているが，縄文時代の採掘坑に由来するような「凹

み」は確認できず，計画的な採掘もなされていないもの

と考えられる．縄文時代に入ると，ことに前期後葉以降

では和田峠原産地群にあっても良質な「諏訪系ブラン

ド」が席捲していくなか，八ケ岳原産地群の黒曜石資源

の開発と流通は減衰していくのである．

5　小　結

信州黒曜石原産地は，現生人類が列島に到着して間も

ない後期旧石器時代初頭にいち早く発見と開発がなされ

る．高標高山岳地帯という地理的条件下ゆえ，LGM期

などはその開発が困難となったが，その後，縄文・弥生

時代を通じてさかんに利用される原産地である．後期旧

石器時代には，信州黒曜石原産地を構成する和田峠系・

諏訪系・蓼科系のいずれも利用がみられたが，縄文時代

草創期には蓼科系が衰退して和田峠系・諏訪系の利用と

なり，さらに前期後葉以降には良質な諏訪系ブランドの

利用が比重を増す．諏訪系黒曜石の多用は弥生時代に

入ってなお続いている．

浅間山麓における遺跡調査事例からは，縄文前期初頭

では黒曜石利用が顕著とは言い難いが，前葉にかけて利

用が増加する傾向がうかがえる．背景には定住化の促進

があったのかもしれない．他方，諏訪地域では，この時

期いち早く黒曜石搬出入の拠点となる駒形のような遺跡

が形成されており，供給事情が地域によって異なってい

る．いずれにせよ星ヶ塔において本格的な採掘址が確認

される前期後葉までには，群馬の消費地遺跡のあり方な

どからも供給が安定化するものと思われる．それは交換

から交易へのシステム化を表しているのだろうが，浅間

山麓にあってはこの時期の検討資料の増加が望まれると

ころである．

縄文中期に関しては，植物質食料利用へとシフトし，

狩猟具に用いられる黒曜石の利用も減少するとの見方が

ある．しかし，むしろ中部高地での人口増によってこの

地域での黒曜石の需要が高まっており，ゆえに他地域へ

の信州産黒曜石の供給が低下したのではないかとみられ

る．したがって和田峠原産地群における採掘行動も中期

段階には途切れなかった可能性がある．

星糞峠での採掘が本格化するという後期の黒曜石利用

については，これと呼応する消費地遺跡の具体的な分析

例が示せず課題として残った．晩期の採掘坑は星ヶ塔で

確認されているが，実際石神など晩期の石鏃製作の遺跡

がその素材の搬出先として確認できる．なお，星糞峠と

星ヶ塔の両採掘地では，現在のところ確認されているの

はそれぞれ時期の異なる採掘址だが，実際は採掘が並行

する時期があったのだろうか．いずれにせよ，採掘集団

やその居住地は，峠を境に諏訪側と長和側に分かれてい

たものと思われる．

本稿においては，筆者の遺跡調査事例を具体的に掲げ

ながら，信州黒曜石原産地の資源開発と供給について時

間を追って検討するという記述スタイルを取った．縄文

時代では信州を取り巻く各地域の黒曜石供給の扱いがい

ささか断片的になってしまったため，研究課題として今

後に引き継ぎたい．
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