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１ はじめに 

出⼟遺物の中でも⽯製品は、腐⾷、腐敗すること
のない貴重な⽂化財である。⽯器から得られる情報
は当時の⽣活様式や⽂化を理解するのみに限らず、
⽯材を正しく理解することは、その⽤途や製作技術、
原⽯（原岩）の産地や⽣産地を知る上で有⽤である。 

先史時代の⽯器⽂化の中でも「ヒスイ岩（註１）」
に代表される⽇本やマヤの「⽟器 (JADE)」の⽂化
は、芸術性や加⼯技術という観点からも注⽬され研
究が進んでいる。⼀⽅、東アジアや東南アジア地域
において先史時代から広く⽟器に利⽤されてきた岩
⽯は、「ネフライト（註２）」である。⽟器に使⽤さ
れる⾼品質の「ヒスイ岩」や「ネフライト」の産地
は地質学的にも極めて限定的であり、地域間交流を
知る上で重要な要素の⼀つとなっている。 

表⾯研磨が施されている磨製⽯斧や装⾝具の⽯材
の⾁眼による同定は、岩⽯学者であっても⼤変に難
しく、正しい記録がなされているとは⾔い難い。近 
年、⾮破壊で化学分析が⾏えるポータブル型蛍光 X
線分析装置（以下、「p-XRF」）が普及し、⽯器⽯材
分析に応⽤できるようになってきた。本報告では、
その分析法と注意すべき点、また各地で⾏っている
分析結果の⼀部を紹介する。 

２ ポータブル XRF による⽯器⽯材分析 

（1）分析⼿法 
p-XRF 法は、分析対象物を損傷させることなく完

全⾮破壊（non-invasive）の化学分析技術で、野外や
収蔵施設での作業ができる。⼈々が珍重し、活⽤し
てきた⽯材は、単⼀の構成鉱物からなる岩⽯、すな
わち単鉱岩（monomineralic rocks）が多い。例えば、
蛇紋岩と称される岩⽯は蛇紋⽯という鉱物のみから
構成されている（註３）。このような単鉱岩を構成す
る鉱物の化学組成は、はっきりしているため、含ま
れる主要元素組成とそれらの元素⽐を知ることで⽯
材の同定は⽐較的容易にできる。図１に各元素の有
無に基づく単鉱岩判別法をフローチャートで⽰す。 
 

 
 
 
 
 
 
（２）分析上の注意点 

p-XRF 法は、通常、⼤気雰囲気下でエネルギー分
散型 X 線分光分析（EDS）を⾏う。このため、ナト
リウム（Na）以下の軽い元素の特性 X 線が減衰され
検出ができない。Na は「ヒスイ岩」を構成する主要
元素であり判別には重要な元素である。また蛇紋⽯
や滑⽯（註４）などの含⽔鉱物中に含まれる⽔酸化
物イオン（OH-）、いわゆる「結晶⽔」や、⽅解⽯な
どの炭酸塩鉱物に含まれる炭酸イオン（CO32-）も、
技術上測定不可能である。また物性上の差異を分析
することもできない。 

これらの分析上の問題を確認するため、鉱物の定
量化学分析に⽤いられている電⼦線プローブマイク
ロアナライザー（EPMA）や、完全⾮破壊法で⽯器
の化学分析も可能な⾛査電⼦顕微鏡（SEM-EDS：飯
塚 2012）を⽤いて、「ヒスイ岩」や結晶⽔を含む「ネ
フライト」などを分析し、p-XRF 法であってもどれ
くらい確からしく分析できるかという検証を試みた
上で、分析調査を進めている（飯塚ら 2020；飯塚・
⼩野 2020）。 

3 ⽯器⽯材の多様性 

⽇本において「ネフライト」が⽯材として⽤いら
れていたという認識はほとんどなかったが、近年、
中村由克による⽐重測定や光学顕微鏡を⽤いた詳細
な表⾯観察によって、旧⽯器時代後期〜縄⽂時代の
出⼟遺物の多くから、「ネフライト（透閃⽯岩）」製
⽯器の存在が報告されている（中村 2013, 2015 な
ど）。このような報告に基づき、飯塚は 2016 年より、
特に緑⾊岩系の磨製⽯斧に注⽬し、p-XRF を⽤いた
分析を進めてきた。これまでに北陸、関東、東北地
⽅の縄⽂遺跡出⼟の、とりわけ「蛇紋岩」として記
載されていた磨製⽯斧の多くが「ネフライト」製で
あったこと、「翡翠」と記載されているものにも「ヒ
スイ岩」以外の⽯材、例えば緑⾊⽯英岩、葉蝋⽯（註
５）などが存在することを報告している（飯塚 

2017；飯塚・⼩野 2020；飯塚・杉野森 2020；中村・
飯塚 2020 など）。 

詳細については、それぞれの報告を参照されたい。 

完全⾮破壊化学分析法による磨製⽯器⽯材の研究 
飯塚義之（台湾・中央研究院/⾦沢⼤学） 
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主たる⽯材（単鉱岩）：<岩⽯名 ⽇本語＞：構成鉱物、理
想化学式 モース硬度（H）、⽐重（D）の順に記す。 
註１ ＜ヒスイ輝⽯岩＞「ヒスイ岩」*（Jadeitite）：ヒス

イ輝⽯ (jadeite) NaAlSi2O6 〜オンファス輝⽯
(omphacite) (Na,Ca)(Al,Mg,Fe)Si2O6  H 6~7, D 
3.2~3.5。 

註２ ＜透閃⽯岩〜緑閃⽯岩＞「ネフライト」* 
(Nephrite)：透閃⽯(tremolite) Ca2Mg5Si8O22[OH]2〜
緑閃⽯(actinolite) Ca2(Mg,Fe)5Si8O22[OH]2  H 5~6, 
D 2.9~3.5 微細な繊維状組織を呈する。 

*上記 2 つの⽯材は「硬⽟」、「軟⽟」とも⾔われるが、岩
⽯学的には適切な呼称ではない。本報告ではそれぞれ
「ヒスイ岩」、「ネフライト」と記述する。 

註 3 ＜蛇紋岩＞（serpentinite）蛇紋⽯(serpentine) 
(Mg,Fe)3Si2O5[OH]4  H 2.5~3.5, D ~2.6 

註４ ＜滑⽯岩＞（talc rock）滑⽯(talc) 
(Mg,Fe)3Si4O10[OH]2  H 1, D ~2.6 

註５ ＜葉蝋⽯＞（pyrophyllite rock）葉蝋⽯
(pyrophyllite) Al4Si8O20[OH]4  H 1~2, D 2.7~2.9 
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図１ 主要元素の有無による⽯材の簡易判別法 



 
第２回 物流・交流を考える会(オンライン開催)のご案内 

 
２０２１年３⽉１４⽇ 
物流・交流を考える会 

 
 以下のとおり研究会をオンラインにて開催します。皆さまのご参加をお待ちしております。また、周囲
の皆さまに周知くださいますようお願い申し上げます。 
 
⽇ 時 2021 年５⽉ 8 ⽇（⼟）午前 9 時から 
形 態 オンライン開催（zoom ミーティング） 
参加費 無料 
定 員 100 名（先着順） 

プログラム 
５⽉ 8 ⽇（⼟） 
9:00〜9:10   開会挨拶、連絡等  
9:10〜10:10  講 義  中村由克（明治⼤学・下仁⽥⾃然史館⻑）「北上産と⽷⿂川産透閃⽯岩（蛇紋岩）の特

徴と識別」 
10:10〜11:10 話題提供 飯塚義之（⾦沢⼤学、台湾・中央研究院）「完全⾮破壊化学分析法による磨製⽯斧⽯材

の研究」 
11:10〜11:40 質 疑 
11:40〜13:00 休憩・懇談 12 時半頃から⾷後のお茶でも飲みながら懇談しましょう。 
13:00〜13:30 話題提供 ⼩野章太郎（宮城県教育庁⽂化財課）「⽯材分析から⾒た宮城県域の縄⽂時代磨製⽯

斧および⽯製装⾝具の特徴」 
13:30〜13:50 発表１ 須原 拓（岩⼿県⽂化振興財団）「盛岡市川⽬ A 遺跡における磨製⽯斧の製作」 
13:50〜14:10 発表２ ⾼橋保雄（新潟市歴史⽂化課）「⽷⿂川市六反⽥南遺跡における磨製⽯斧製作」 
14:10〜14:30 発表３ ⾼橋 哲（⻘森県埋蔵⽂化財センター）「⻘森県における円筒⼟器⽂化の磨製⽯斧」 
14:30〜14:50 発表４ 三澤裕之「東北地⽅中南部地域における緑⾊⽯英製の⽟類の⽣産と流通について」 
14:50〜15:10 発表５ ⼋⽊勝枝（岩⼿県⽂化振興財団）「宿⼾遺跡出⼟の双脚状⽯製品について」 
15:10〜15:30 休 憩 
15:30〜15:50  発表６ 加藤 学（新潟県教育庁⽂化⾏政課）「北陸地⽅における出現期の玦状⽿飾」 
15:50〜16:10 発表７ 折登亮⼦（⻘森県埋蔵⽂化財センター）「東北⽇本の続縄⽂系遺物と遺構」 
16:10〜17:00 質疑・討論１  東北⽇本の磨製⽯斧・⽟類の⽯材と流通 
17:00〜17:30 質疑・討論２ 先史時代東北⽇本における物流・交流：次回研究会に向けて 

閉会 
会の終了後、有志で懇親会（オンライン）を開催します。⾃由参加です。 

申し込み⽅法 下記アドレスにメールで申し込んでください。ミーティングデータを返信します。 

問い合わせ等 沢⽥ 敦（新潟県教育庁⽂化⾏政課 世界遺産登録推進室） 
Mail：a-sawada@mti.biglobe.ne.jp 携帯：090-9001-0488 


