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　先史時代に利器や装飾品として使われた石器や玉器の石材の同定および原岩・原石の産地の研究は、当時の文化や人的、物
的な交流を探る上で貴重な情報をもたらす。本研究では導電性の低い物質の表面観察に有用な低真空走査型電子顕微鏡（LV －
SEM）と、非破壊で鉱物の化学分析が可能なエネルギー分散型 X 線スペクトルメーター（EDS）を用いて先史時代の玉器表面
の観察と石材分析を試みた。一方で、電子線プローブマイクロアナライザー（EPMA）を利用し、東アジアから環太平洋地域
に産するネフライトの鉱物学的研究を行った。SEM － EDS による玉器遺物の非破壊分析によって、台湾と東南アジア各地の
先史時代の遺跡から出土した緑色の玉器のほとんどは、トレモラ閃石からアクチノ閃石を主たる構成鉱物とするネフライトで
製作されており、その多くに亜鉛を含有することを特徴とするクロムスピネルが随伴していることがわかった。これらの鉱物
学的特徴は台湾東部に産するネフライトに一致し、かつ東南アジアや中国に分布する他のネフライトとは非調和的であった。
これまでの分析によって東南アジアの新石器時代から鉄器時代の遺跡から出土した緑色玉器の多くは台湾ネフライトで製作さ
れたものであると考えるに矛盾なく、さらにこれら玉器の出土遺跡はオーストロネシアン（南島 ･Austronesian）語族の分布
範囲にほぼ重複していることがわかってきた。本研究によって、東南アジア先史時代におけるネフライトの物流から、現代に
おいて世界で最も広範囲に分布するオーストロネシアン語族の新石器時代における移動、あるいは移住の初期段階、その後の
金属時代における南シナ海周辺地域間の交流を検討する上で重要な物的証拠が得られている。

はじめに

　今日の考古学では、より精密で定量的な議論のために、
遺跡の年代測定や有機物の DNA 鑑定、無機物の物理的、
化学的な分析などが必須とされるようになってきた。岩石
学 ･ 鉱物学を専門とする筆者も、考古学研究者から遺物、
特に石器石材の鑑定を依頼されることが多い。従来の考古
学の手法では、肉眼観察による石器の形状や大きさ、比重
や色などの類似性に基づいた定性的な議論が多く、科学的
な根拠に基づく遺物の記載や定量的なデータをもとにした
考古学的議論が充分になされているとはいえなかった。一
方で、遺物は埋蔵文化財という価値があるため、そのすべて、
あるいは一部を破壊し分析にかけることが難しく、それが
科学的検証の妨げとなっている。
　先史時代は、使用された主要な利器によって大きく石器時
代と金属時代（青銅器時代、鉄器時代）に区分されている。石
器時代はさらに打製石器を用いた旧石器時代と、磨製石器
が出現して農耕が始まった新石器時代に大まかに区分され
る。すなわち、出土した石器はその遺跡が属する時代の指標

として用いられ、その形状や製作技法、その用途の研究によ
って、当時の文化や生活様式が検討、解明される。石器の中
でも、硬く美しい色彩の玉石で作られた装身具や祭器などの
玉器は、特に注目されやすく、先史時代から文化的、あるい
は宗教的意味を持つものとして扱われていたと考えられてい
る。玉器の多くは特徴的な形状をもち、他の遺物に比べその
数は希少ながら、広範囲に分布していることが多い。玉器は
石斧や石鑿といった実用的な石器の使用がなくなった青銅器
時代、鉄器時代に入っても存在し、多くは副葬品として出土
している。とりわけ形状や色彩が特徴的な玉器は、他の遺物
以上にその分布範囲が詳しく調査され、文化交流や比較文化
の観点からも長年にわたり詳しい研究がなされている。
　埋蔵文化財の中でも重要とされる玉器を、岩石学あるい
は鉱物学の手法を用いて分析し、天然の岩石 ･ 鉱物試料と
比較し、岩石名、鉱物名を同定することは先史時代の人々
がどのような岩石を利用していたかを明確に知ることにつ
ながる。また、それら原岩・原石の産地を推定することに
より、先史時代の人々の行動範囲や物流などを考える上で
の重要な手がかりを得られる。さらに同質の玉器の時間的、
空間的分布の把握は、当時の人々の物的、文化的交流の範
囲を検討する上で極めて有効な情報となる。
　筆者はここ数年来、低真空走査型電子顕微鏡の分析法を
応用し、非破壊法で玉器の鉱物分析を行い原岩の産地同定
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を試みている。南シナ海を中心とする東南アジア周辺地域
の遺跡から出土した玉器の分析を通じて、台湾東部に産す
る特徴的に緑色を呈する玉石（ネフライト）が、先史時代の
東南アジア各地に拡散していたことが明らかになってきた。
本論では、先史時代に石材として用いられていた岩石・鉱
物の解説とその分析方法、産地の同定法を台湾と東南アジ
アの例を中心に紹介する。

玉、その岩石学的、鉱物学的な意味

　「玉 （ぎょく、Jade）」とは、美しい輝きを持つ天然石の総
称で、古くから道具、装飾品の石材として用いられてきた。

「玉」とは俗称であり、岩石・鉱物学、宝石学用語ではない。
市場において、広義の「いわゆる玉」は様々な色を持つ「き
れいな石」として認識されていることが多い。たとえば紫
色や茶色から乳白色を呈するメノウ、緑色の碧玉（あるいは
ジャスパー）、赤色のカーネリアンなど（これらは玉髄と総
称される）は微細なケイ酸塩（シリカ、SiO2）鉱物の石英を
主成分とする岩石であり、また紫水晶や透明な水晶は石英
の結晶体である。アジア諸国の「玉市」では灰白色の大理
石や珪岩、総じて緑色を呈する輝石岩、石英片岩、蛇紋岩
などのいわゆる緑色岩も玉の一種と扱われている。
　それに対し、狭義の「玉」は、ヒスイ輝石岩（あるいは
単に「ヒスイ」）とネフライトを指す。ヒスイ輝石岩とネフ
ライトとは共に岩石名で、変成岩である。それぞれ「硬玉」
と「軟玉」と称されることもあるが、岩石学的には「硬玉」
と「軟玉」という記載は好ましくはない。また、「硬」と「軟」
の文字から、その硬さの違いについて誤解を招くことが多
い。しかしながら両者はどちらも硬くかつ強靱で、大気中
や通常の埋葬や埋没による破壊や、土中での化学変化を免
れる。したがって、玉器はガラスや金属、陶器、あるいは
軟質の岩石から作られた石器などの遺物と比べ、製作当時
の姿のまま、風化、変質、腐食することなく保存されてい
ることが多い。
　以下にヒスイ輝石岩とネフライト、および緑色岩類を簡
単に解説する（Table １、Fig. １）。Fig. 2 には東アジアか
ら西太平洋にかけての主たる玉石の産地を示した。
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（1）ヒスイ輝石岩（Fig. 1a）

　ヒスイ輝石岩（Jadeitite）はヒスイ輝石（鉱物名、Jadeite: 
NaAlSi2O6）が 90 ％ 以 上 を 占 め る 岩 石、 単 鉱 岩（mono －
mineralic rock）の呼称である [1]。ヒスイ輝石の硬度は 6 ～
7 で、比重は約 3.3 ～ 3.4 と非常に緻密である。化学的に純
粋なヒスイ輝石は白色を呈するが、結晶中のナトリウム（Na）
を置換するカルシウム（Ca）やアルミニウム（Al）を置換す
るクロム（Cr）の量が増すにつれ、緑色を帯びるようになる。
ヒスイ輝石岩にはアルバイト（灰長石、albite）が随伴鉱物
と包有されていることが多い。ヒスイ輝石岩の産地は世界
的に見ても限定的である。これまでに玉器の材料として使
われていたと確認されているヒスイ輝石岩の産地と先史文
化は、日本の糸魚川 - 青海地域産の縄文時代と中米グアテ
マラ Motagua 産のオルメカ文明、歴史時代、中国では清朝
以降になって、ミャンマー北部の Kachin 州産のヒスイ輝石
岩が利用されるようになり、現代に至っている。

（2）ネフライト（Fig. 1b）

　 ネ フ ラ イ ト（Nephrite）は カ ル シ ウ ム 角 閃 石（Ca －
Amphibole: Ca2[Mg,Fe]5[Si8O22][OH]2）が 90% 以上を占め、
緻密な繊維構造を持つ単鉱岩である [1]。その緻密な繊維構
造をもつためヒスイ輝石岩よりも強靱で、石斧や石鑿とし
て利用するのに極めて優れた岩石である。ネフライトを構
成するカルシウム角閃石は、含まれるマグネシウム（Mg）
と鉄（Fe）の比によってトレモラ閃石（透閃石、tremolite）
とアクチノ閃石（緑閃石、中国語では陽起石、actinolite）
とに区分され、Mg/（Mg+Fe）比が 0.9 以上のものをトレ
モラ閃石、0.9 以下（0.5 以上）のものをアクチノ閃石と呼
ぶ。モース硬度 5 ～ 6、比重は 2.9 ～ 3.1 ほどである。鉄を
全く含まないトレモラ閃石は透明、あるいは白色で、一般
的に鉄の含有量が増えるにしたがって緑色が濃くなる。白
色のネフライトは主に鉄をほとんど含まない方解石やドロ
マイトを主とする炭酸塩岩が変成した変成岩で、随伴鉱
物として燐灰石（アパタイト Apatite （Ca5[PO4]3[OH]）、デ
ィオプサイド（透輝石、diopside: CaMgSiO3）、グロシュ



玉（Jade） 緑色岩類（Green stones） 珪岩類

岩石名 ヒスイ輝石岩 ネフライト 単斜輝石岩 アノーソサイト 白雲母岩 ボウエナイト（蛇紋岩） 玉髄＃、珪岩、チャート

Rock name Jadeitite Nephrite Clinopyroxenite Anorthosite (Mica-schist) Bowenite（Sperpentinite） Chalcedony, Quartzite, chert

俗称＊ 硬玉 軟玉 水晶、フリント

主要構成鉱物 ヒスイ輝石 トレモラ閃石－アクチノ閃石 ディオプサイド アノーサイト 白雲母 アンチゴライト 石英

Dominant mineral Jadeitite Tremolote-actinilite Diopside Anorthite Muscovite Antigorite Quartz

鉱物族 単斜輝石 角閃石 単斜輝石 長石 雲母 蛇紋石 シリカ鉱物

理想化学式 NaAlSi2O6 Ca2(Mg, Fe)5Si8O22[OH]2 CaMgSi2O6 CaAl2Si2O8 K2Al(Si6Al2O20)[OH]4 (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4 SiO2

比重 3.2 - 3.4 2.9 - 3.1 3.2 - 3.5 2.7 - 2.8 2.7 - 2.8 2.7 - 3.5 2.5 - 2.6

モース硬度 6-7 6 - 6.5 5.5 - 6.5 6 2.5 - 3 2.5 - 3.5 7

色 白色～緑色 白色～緑色 緑色 白色～緑色 白色～緑色 緑色 透明、白色、赤、緑、黒など

Table １ 玉器に利用されている単鉱岩の岩石学、鉱物学的比較

＊俗称は一般的に用いられることもあるが、岩石学、鉱物学的には好ましくない。
＃玉髄はその色彩や含まれる不純物により、カーネリアン（赤）、クリソブレーズ（緑）、オニキス（黒）、メノウ、碧玉（あるいはジャスパー）など多様な名称がある。

ラー（灰礬石榴石、カイバンザクロイシ、grossular: Ca －
garnet: Ca3Al2Si3O12）、ドロマイト（dolomite: CaMg[CO3]2）
などが観察される。一方で緑色のネフライトは蛇紋岩が変
成してできた岩石である。蛇紋岩は全岩化学組成でおおむ
ね約 0.9 の Mg/（Mg+Fe）比を持ち、変成作用後もこの値
が保存されている。すなわち緑色ネフライトを構成するカ
ルシウム角閃石の Mg/（Mg+Fe）比はトレモラ閃石からア
クチノ閃石の定義の境界を挟んだ概ね 0.93 ～ 0.85 の範囲を
示す。緑色ネフライトはクロム鉄鉱（クロマイﾄ、Chromite: 
FeCr2O4）、 ウバロバイト（灰クロムザクロ石、uvarovitite, 
Cr － rich Ca － garnet: Ca3[Cr,Al]2Si3O12）、緑泥石（chlorite: 
[Mg,Fe,Al]4-6[Si,Al]4O10[OH,O]8）、 蛇 紋 石（serpentine: 
[Mg,Fe] 3Si2O5[OH]4）、滑石（talc: [Mg,Fe]3Si4O10[OH]2）など
の随伴鉱物が観察される。ネフライトは蛇紋岩体に挟生し
て観察されることが多い。
　ネフライトは繊維状のカルシウム角閃石の集合した岩石
であり、その微細構造は肉眼で判別することが難しい。構
成鉱物の大きさが 1mm あるいは数 mm 幅の粗粒の岩石は
透閃石岩、あるいは緑閃石岩と区別して表現することが望
ましい。上述した緑色を呈するネフライトを構成する鉱
物はトレモラ（透）閃石からアクチノ（緑）閃石の組成範囲
を持つことが多いので、その際、透緑閃石岩と称するこ
ともある。これに対応する英語名はなく、しばしば semi-
nephrite と記載される [2]。
　ネフライトの産地は限定的であるものの、ヒスイ輝石岩
に比べるとその数は多い。白色のネフライトとして著名な
ものには、中国新石器時代、良渚文化玉器の主たるネフラ
イトの産地と考えられている江蘇省小梅嶺（Xiaomeiling）
産、その後中国王朝に珍重された中国新疆和田（ホータ
ン Khotan）産、やや青みがかったものに中国遼寧省岫岩 

（Xuiyan）産などがある。一方、蛇紋岩体に伴う緑色ネフラ
イトは台湾東部の花蓮豊田（Fengtain）郷産、カナダ東部の
ブリティッシュ・コロンビア州産やニュージーランド南島
産、ニューカレドニア Tiwaka 渓谷産、ロシアバイカル湖
周辺地域産、中国の甘粛省南山（Nanshan）産などが主たる
産地として知られている。台湾の豊田（Fengtain）産のネフ

ライトは第二次世界大戦（日本統治時代）後に再発見され、
1970 年代当時は世界最大の産出量を記録していた。ここ
は台湾先史時代の遺跡から発掘された玉器の最も可能性の
ある産地として考えられている [3]。1980 年代以降、現在、
世界で最も採掘量の多いものはブリティッシュ・コロンビ
ア産のネフライトである。ニュージーランドネフライトは
マオリ族の装飾品として使われていることでも有名である
[4]。日本では新潟県の糸魚川平岩産、長野県白馬八方尾根
産 [5]（ともに姫川水系）などがある。

(3) その他の「いわゆる玉（Jade）」（Jade-like 
greenstones）

① 単斜輝石岩（単斜輝石を主体とする岩石）（Fig. 1c）

　ディオプサイド（透輝石 Diopside: CaMgSi2O6; モース硬
度 H: 5½ - 6½） は単斜輝石のマグネシウム端成分鉱物であ
る。ディオプサイドは一般にクロムの含有量が多くなるに
つれ緑色を呈するようになる。北海道に産するいわゆる日
高ヒスイはこの典型的な例で、9 割以上のクロム－ディオ
プサイドから構成される単鉱岩で、灰クロムザクロ石やク
ロム鉄鉱を随伴鉱物として包有している。番田 [5] も指摘し
ているように、これら一連の緑色岩はヒスイと称されてい
るが、岩石学的にはヒスイ輝石岩ではない。縄文時代の北
海道地方や東北地方北部にはいわゆる日高ヒスイによって
作られたと考えられている装飾品が広く分布している。

② アノーソサイト（長石を主体とする岩石）（Fig. 1d）

　 ア ノ ー サ イ ト（ 灰 長 石、 カ イ チ ョ ウ セ キ Anorthite: 
CaAl2Si2O8; H: 6-6½）は斜長石のカルシウム端成分鉱物で白色
から薄緑色を呈する。アジア、オセアニア地域において、ア
ノーサイト単鉱岩は、中国湖南省の南陽（Nanyang）玉（ある
いは独山玉）、フィリピン、ルソン島西部 Zambales 州産（い
わゆる Zambales Jade）、ニューカレドニア南部の Ile Ouen 

（Ouen Island）産などがある。随伴鉱物として , ディオプサイ
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玉（Jade） 緑色岩類（Green stones） 珪岩類

岩石名 ヒスイ輝石岩 ネフライト 単斜輝石岩 アノーソサイト 白雲母岩 玉髄＃、珪岩、チャート

Rock name Jadeitite Nephrite Clinopyroxenite Anorthosite (Mica-schist)

ボウエナイト（蛇紋岩） 

Bowenite（Serpentinite） Chalcedony, Quartzite, chert

俗称＊ 硬玉 軟玉 水晶、フリント

主要構成鉱物 ヒスイ輝石 トレモラ閃石－アクチノ閃石 ディオプサイド アノーサイト 白雲母 アンチゴライト 石英

Dominant mineral Jadeitite Tremolote-actinilite Diopside Anorthite Muscovite Antigorite Quartz

鉱物族 単斜輝石 角閃石 単斜輝石 長石 雲母 蛇紋石 シリカ鉱物

理想化学式 NaAlSi2O6 Ca2(Mg, Fe)5Si8O22[OH]2 CaMgSi2O6 CaAl2Si2O8 K2Al(Si6Al2O20)[OH]4 (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4 SiO2

比重 3.2 - 3.4 2.9 - 3.1 3.2 - 3.5 2.7 - 2.8 2.7 - 2.8 2.7 - 3.5 2.5 - 2.6

モース硬度 6-7 6 - 6.5 5.5 - 6.5 6 2.5 - 3 2.5 - 3.5 7

色 白色～緑色 白色～緑色 緑色 白色～緑色 白色～緑色 緑色 透明、白色、赤、緑、黒など

ド、ウバロバイト、クロム鉄鉱 , スフェーン（楔石、sphene, 
titanite:（CaTi[SiO4][O,OH]）とゾイサイト（灰簾石、zoisite:

（Ca2Al2OAlOH[Si2O7][SiO4]）、アクチノ閃石などが観察される。

③ 白雲母岩 （Fig. 1e）

白雲母（Muscovite:（KAl[AlSi3]O10[OH,F]2; H: 2½ － 3）は雲
母の一種である。白雲母は他の「玉」よりもはるかに柔らか
く加工しやすい石材である。フィリピンでは緑色を呈する白
雲母岩がミンドロ島山岳部（Arakaak, Sta. Cruz, Occidental 
Mindoro）に産する。このミンドロ雲母を利用したと思われる
遺物がルソン島北部のラロ貝塚群（Lallo Shell middens）、パ
ラワン島のタボン洞穴群（Tabon Complex）、あるいはタイの
カオサムケーオ（Khao Sam Kaeo）から出土している（後述）。

④ 蛇紋石（Fig. 1f）、あるいは滑石、緑泥石などを主
体とする岩石

　蛇紋石（H: 2–5）、滑石（talc, H: 1; あるいは soapstone）、緑
泥石（chlorite, H: 2 － 3）を主体とする岩石は主として塩基性
岩に伴い産する。これらの石材は「玉」に比べて軟らく加工
しやすいため、先史時代からしばしば装飾品に利用されてい
る。蛇紋石（アンチゴライト）を主体とするボウエナイトはニ
ュージーランドのマオリ族が装飾品を製作するのに利用して
いることでも有名である。台湾卑南遺跡からはこれらの石材
がビーズに使われていたことが報告されている。（分析した 30
試料のうち、それぞれ滑石と緑泥石が１つずつ、残りの 27 試
料は台湾ネフライト製 [7]）。また滑石を使った装飾品はフィ
リピンのタボン洞穴群からも確認されている。

⑤ 玉髄（chalcedony）、珪岩（quartzite）、チャート
（chert）（Fig. 1g）

石英（H: 7）を主体とする岩石でしばしばきれいな緑色を
呈することから、装飾品に用いられることがある。日本の
縄文時代の出土品の中には緑色の玉髄（碧玉）をヒスイ輝石

岩と誤解し記載されている例もある。

⑥ アマゾナイト（カリ長石を主とする）

アマゾナイト（天河石 Amazonite）はカリ長石（マイクロ
クリン microcline: KAlSi3O8, H: 6）からなる緑色岩である。
古代エジプトから現代まで装飾品に使われているが東南ア
ジアの先史時代の遺跡では未発見である。

石器石材の分析法

　発掘された石器の石材鑑定は発掘現場に立ち会う考古学
者によって、その表面の色、風合いや手触り感、硬度、比重、
磁性などを基準として行われる。肉眼観察はすべての基本
であるが、情報が定性的であり、鑑定者の経験や主観によ
って誤った記載がしばしば起こりうる。岩石・鉱物の理化
学的分析方法が普及しはじめた 1960 ～ 70 年代以降、考古
学者と地球科学者との共同研究として、実験室での石器の
分析が行われるようになってきた。この時期は炭素 14 同位
体や古地磁気測定、火山灰層序による年代測定法が広く考
古学に応用されはじめた頃でもある。
　岩石・鉱物の分析方法には、鉱物の結晶構造を調べ、鉱
物の同定を行う物理的手法と岩石・鉱物の化学成分を調べ
る地球化学的手法の２つがあり、分析方法は（1）破壊分析

（destructive analysis）、（2）非破壊分析（non － destructive 
analysis）、（3）完全非破壊分析 （non － invasive analysis）に
分けられる。また、化学分析は測定法によって岩石の全岩

（bulk）化学組成か、あるいは岩石の構成要素である鉱物を
分析する手法に分けられる。

（1）破壊分析

　文字通り分析対象物（岩石試料）を粉砕した後に分析を行
う。物理学的手法では粉末Ｘ線回折法を用いて鉱物の結晶
構造を読み解くことにより鉱物の同定を行う。地球化学的
手法では、粉末試料をガラスビード、あるいはペレットに
して分析する蛍光Ｘ線分析法や試料を強酸で処理し溶液と
し、原子吸光分析法などを用いた湿式分析によって全岩化
学組成（主として％濃度）を測定する。さらには溶液を質量
分析法によって微量元素（ppm 濃度以下）、同位体組成を分
析する方法などがある。これらの分析によって得られた微
量元素組成や同位体組成は、岩石の成因や形成年代を知る
手がかりとなるだけでなく、原岩・原石の産地（以下「来源」
と称する）を探る上で、有効な情報でもある [8]。

（2）非破壊分析

　岩石試料の粉砕や化学薬品での分解処理をせず、各種の
ビームを用いて「その場観察」をしながら分析する方法で、
レーザーや赤外線を利用したレーザーラマン分光法やフー
リエ変換赤外分光法（FT-IR）、波長分散型 X 線分光分析

（WDS: X － ray wave － length dispersive spectrometry）を
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Fig. 1 玉器に利用されている単鉱岩の EDS
スペクトルと反射電子像。
反射電子像のスケールは 50 ミクロン

（a）Jadeite （b）Actinolite

（c）Diopside （d）Anorthite

（e）Muscovite （f）Serpentine （g）Quartz

apatite

（a） ヒスイ輝石岩中のヒスイ輝石
 （新潟県 糸魚川産）

（b） ネフライト中のアクチノ閃石
 （台湾　豊田産）

（c） 単斜輝石岩中のディオプサイド
 （北海道 日高産）

（d） アノーソサイト中のアノーサイト
 （中国南陽産：中央の白色鉱物はアパタイト）

（e） 緑色白雲母岩中の白雲母
（フィリピン ミンドロ島産）

（f） 蛇紋岩中の蛇紋石
 （台湾　豊田産）

（g） 玉髄中の石英
（富山県境 A 遺跡から出土したビーズ）
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（g）Quartz Fig. 2 東アジア、西太平洋地域のネフライト、ヒスイ輝石岩、および緑色岩類の産地。
 ○：ネフライト（Nephrite）
 1 － 15：蛇紋岩に伴うアクチノ閃石（actinolite）を主成分とするネフライト
 1 Fengtian（ 台 湾 ）、2 Manasi、3 Nanshan、4 Xichuan、5 Shimain（ 中 国 ）、6 Chara Jelgre River、7 Onot River （ ロ シ ア、 シ ベ リ ア ）、
 8 Nelson、9 North Westland、10 South Westland、11 Wakatipu、12 Livingstone Mountains （ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 南 島 ）、
 13 Tiwaka Valley （ニューカレドニア）、14 糸魚川平岩（新潟県）、15 白馬八方尾根（長野県）
 16 － 29 炭酸塩岩体に伴うトレモラ閃石（tremolite）を主成分とするネフライト
 16 Khotan、17 Qiemo、18 Jiuquen、19 Lintao、20 Kuandian、21 Xiuyan、22 Xiaomeiling、23 Longxi（中国）、24 バイカル湖東岸地域（ロ

シア、シベリア）、25 春川（韓国）、26 丹生川（岐阜県）、27 Hai－Phong（ベトナム）、28 Aceh（インドネシア）、29 Cowell（オーストラリア）
 ☆：ヒスイ輝石岩（Jadeitite）
 30 Kachin State（ミャンマー）、31 青海 - 糸魚川地域（新潟県）
 ● : 単斜輝石岩
 32 日高（北海道）
 □：アノーソサイト
 33 Ouen Island（ニューカレドニア）、 34 Nanyang（中国）、35 Zambales（フィリピン）
 M: 緑色白雲母岩
 36 Mindoro 島（フィリピン）
 （以上、筆者が EPMA によって鉱物化学組成の分析を行ったものに限って表示した）



利用した電子線プローブマイクロアナライザー（EPMA）法、
イオンビームを利用した二次イオン質量分析法（SIMS）な
どがある。これらビーム測定法は研磨した試料表面の微細
な組織（鉱物あるいはガラス質）を判別した上での分析が出
来、かつ分析後も試料がほぼそのままの形で残っている（こ
の点において「非破壊分析」と称する）。破壊分析法と同様
に、試料からは詳細な情報が得られるが、分析に際しては
試料を切断し、表面を研磨、炭素や金蒸着面を施すなどの
前処理が必要である。破壊分析法やこれらビーム分析法は、
試料から可能な限りの物理的・化学的な分析情報を得るこ
とが出来るが、試料の前処理が必要であり貴重な埋蔵文化
財の分析にはそぐわない。

（3）完全非破壊分析

　試料の表面についたホコリや指紋を水やアルコール等で洗
浄するだけに留め、試料に全く損傷を与えることなく分析を
行う方法で、貴重な埋蔵文化財の分析に最も適している。上
述したレーザーラマン分光法や近赤外線分析法などでは試料
表面の結晶構造、すなわち石器においては鉱物の同定が可能
である。近年では、簡易型あるいは携行型のラマン分光計や
蛍光 X 線分析装置が普及し、半定量的な化学分析が発掘の現
場でも簡便に出来るようになってきた。しかし簡易測定法に
よって得られる情報は限定的である。単鉱物岩であるネフラ
イトやヒスイ輝石岩、カーネリアンなどの同定には有効であ
るが、多種の鉱物で構成される火山岩や変成岩などの全岩組
成の測定による石材鑑定には不向きである。
　後述するようにネフライトは Ca 角閃石の化学組成と随伴
鉱物の有無やその種類と化学組成が産地推定の有力な情報
源となっている。筆者が遺物の分析に使用している低真空
走査型電子顕微鏡は試料室に分析試料をそのままの形で挿
入でき、反射電子像で表面を観察しながら、約数ミクロン
の極めて限定的な目的領域からエネルギー分散型 X 線分光
法（EDS: X － ray energy dispersive spectrometry）を用い

（SEM-EDS 法）、主要元素組成を約 1 重量％以下の精度で
求めることが出来る [9]。ただし、この手法では重金属元素
分析の精度は悪く、また微量元素分析や同位体測定はでき
ない。また、分析可能な試料の形状や大きさは、試料室内
の寸法に制約される。

台湾ネフライト、その岩石学、鉱物学、
考古学的な意味

　地質学者と考古学者の共同研究として、これまでにも石
器石材の研究報告は多い。埋蔵文化財である玉器は破壊分
析ができないという制約条件があるため、ラマン分光法や
蛍光 X 線による石材の鑑定が主たる目的とされてきた。こ
れまでの研究によって日本の縄文時代から弥生時代に発達
したヒスイ文化を除き、東アジアおよび東南アジアの先史
時代の玉器はネフライトで製作されていることがわかって
いる。一般的に東アジアにおいて、ネフライトはBC（紀元前）
6000 年頃からバイカル湖周辺地域で利用されはじめ、ネフ

ライト文化はその製作技術と共に拡散してきたと考えられ
ている。台湾におけるネフライト文化は約BC2500年に現れ、
金属時代が訪れる AD（紀元）１世紀前後まで続く。またフ
ィリピン、ベトナムなどにおいても、新石器時代にはネフ
ライト製の石器が確認され、東アジア、東南アジア地域で
は鉄器時代に至っても（厳密には現代まで）装飾品にはネフ
ライトが利用されている [10 － 13]。

（1） 産地同定法

　考古試料の完全非破壊分析によって得られた情報を有
効に活用するためには、すなわち、遺物に用いられた石
材の来源を同定するためには、出来る限り多くの「天然
石材」から鉱物学的、地球化学的情報を得、データベー
スを構築することが不可欠である。岩石を構成する鉱物
の種類やその組み合わせ、化学組成は限定的な地球化学
的「指紋」ということができる。こうした指紋を見い出し、
さらに、その指紋が完全非破壊分析法によって遺物から
確認することが出来れば、遺物の出土情報、あるいは矛
盾のない考古学的な考察（これらは必要不可欠な情報であ
る）を総合的に解釈することによって、来源を特定するこ
とは可能である。
　火山体に産する黒曜石（obsidian: 火山ガラス）や大陸地
域に産する硬質な岩石、珪岩（quartzite）やフリント（Flint: 
チャート Chert の一種）は旧石器時代から石材として多く
利用されており、これらの産地は広範囲で数限りない。主
成分の平均化学組成はおおむね同じで、個々の違いは微量
元素や同位体組成の違いに認められることが多いことから、
完全非破壊分析による来源の検討は難しい。一方で、ネフ
ライトの産地はある限定的な変成作用を被った変成岩帯に
限られ、化学組成の多様性を持つ。またその産地は古くか
ら知られていることが多い。そこで筆者は、東アジア、お
よび環太平洋地域から産する天然のネフライトを蒐集し、
WDS-EPMA を用いて構成鉱物とその主要成分分析を行い、
鉱物学的見地からネフライトのデータベースを作成した。
これを完全非破壊法で得た遺物の分析値と対比させること
で来源の特定を試みている [9、14 － 16]。

(2) 分析方法

　天然のネフライトから約 2cm 大、厚さ数 mm 程度の岩片
をダイアモンドブレードを用いて切り出し、エポキシ樹脂に
包埋して個々の分析試料とした。試料はシリコンカーバイト
ペーパーで表面を研磨した後、アルミナペーストを用いて
琢磨し、観察面とした。主要化学成分分析には、台北、中
央研究院地球科学研究所の日本電子社製 W － EPMA JXA －
8900R および FE － EPMA JXA － 8500F を用いた。それぞ
れ電子プローブの照射電流は加速電圧 15kV および 12kV、
電流値 12nA および 6nA、ビーム径 2μm と設定し、以下
の標準物質と ZAF 補正法によって定量分析を行った。シ
リコン Si: ウォラストナイト wollastonite かディオプサイ
ド diopside; チタン Ti: ルチル rutile; アルミニウム Al: コ
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ランダム corundum; クロム Cr: 酸化クロム Chromium －
oxide; 鉄 Fe: 赤鉄鉱 hematite; マンガン Mn: テフロライト

（Mn －オリビン）tephrolite; マグネシウム Mg: ペリクレー
ス periclase; カルシウム Ca: ウォラストナイト wollastonite; 
ナ ト リ ム Na: ア ル バ イ ト albite; カ リ ウ ム K: 正 長 石
orthoclase; 亜鉛 Zn: 酸化亜鉛 Zinc － Oxide。分析時間は各
元素につきピーク測定 10 秒、ピーク位置をはさんだバック
グラウンド測定を前後でそれぞれ 5 秒ずつ行った。標準試
料、ネフライト試料の表面には炭素蒸着膜（約 20nm）を施
した。
　遺物試料は表面を超音波洗浄器を用いて純水で洗浄し、
その後、充分に乾燥させ、Oxford 社製 Si[Li] 半導体検出
器 EDS（INCA － 350）付設の日本電子社製 SEM JSM －
6300LV を用いて表面観察と化学分析を行った（Fig. 3）。
電子プローブの照射電流は加速電圧 15kV、電流値 0.18nA 
と設定し、試料室の圧力設定は低真空モード 25Pa とした。
標準試料および遺物試料は炭素蒸着を施すことなくそれ
ぞれ標準試料分析と定量分析を行った。EDS 分析用の標
準試料は WDS － EPMA 用のそれと同じである。定量分
析は ZAF 補正法を用いエネルギー帯 0 から 10keV の範
囲で 100 秒間の点分析を行った。ごく一部の考古試料は
所有する個人もしくは関係機関の許可を得た後、琢磨試

Fig. 3 SEM － EDS による玉器分析の例。
 （a） 低 真 空 走 査 型 電 子 顕 微 鏡 W－ SEM JSM －

6360LV （中央研究院地球科学研究所）
 （b） 試料台に固定されたタボン洞穴群より出土し

た双頭獣型耳飾（左）とサフィン型リンリンオ
ー玦状耳飾（右）（フィリピン国立博物館所蔵）

 （c） 双頭獣型耳飾（NMP － J3）表面の反射電子像。
ネフライトの特徴である繊維状組織が観察さ
れる。スケールは 50 ミクロン。

 （d） 試料（NMP － J3）表面から得られたアクチノ閃
石の EDS スペクトルと定量分析結果（23 ポイン
ト分析の平均値。かっこの中は分析誤差１σ）、
および分析結果から得られた化学式。

料を作成し EPMA 法によって分析を行った。
 ネフライトの構成鉱物であるトレモラ閃石とアクチノ
閃石はその結晶構造の特徴として平行に発達した劈開 

（cleavage）が顕著である（Fig. 3c）。また玉器製作の仕上
げに施された表面の研磨面は現代のアルミナやダイアモン
ドペーストによる琢磨面と比しても遜色がない。すなわ
ち、ネフライト製の玉器においては表面の反射電子像の観
察によって分析に適当な平滑な面が得られることが多い
ため、点分析（照射されるプローブ径は約 1μm）による定
量分析を試みた。分析に際し、ワーキングディスタンス

（WD=10mm）の設定とビーム電流値とその安定度には細心
の注意を払った。
　トレモラ閃石とアクチノ閃石は EDS および WDS では分
析不能な 1 ～ 3wt% の水酸化物イオン（[OH]）を有している。
したがって分析結果は酸化物重量％の総計は 100％になり
えないため、各分析結果はその総計を 100% に標準化せず、
酸化物の総計が生データで 96-99wt% の範囲内にあること、
陽イオン比が Ca 角閃石のストイキオメトリー（化学量論的）
に合致することを基準として評価した。すなわち、Ca 角閃
石の理想化学式 Ca2[Mg,Fe]5[Si8O22][OH]2 において酸素値を
23 としたとき、シリコン（Si）の値が 8 以下であること、鉄

（Fe）とマグネシウム（Mg）の合計がおおむね 5 であること、
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Fig. 5 天然ネフライトの産地による組成比較。
 （a） ネフライト基質部の Ca 角閃石から得られた化学組成の範囲。Group －1, －2 は白色から淡緑色を呈する炭酸塩岩体に伴うト

レモラ閃石（tremolite）を主成分とするネフライトの組成分布範囲（Fig. 2 の 16 － 29）。緑色を呈する蛇紋岩に伴うアクチ
ノ閃石（actinolite）を主成分とするネフライト（Group － 3: ＋カナダブリティシュコロンビア産、●ニュージーランド南島
産、▲シベリアバイカル湖周辺地域産、■中国甘粛省南山産）の組成範囲はそれぞれに重複し、また破線で囲った台湾ネ
フライトの組成範囲にも重なる。Ca 角閃石の化学組成だけでは産地の判別はできないことがわかる。

 （b） 緑色ネフライトに随伴するクロムスピネル [Mg,Fe][Al,Cr]2O4 の組成を横軸、縦軸でそれぞれ Fe/[Mg+Fe] 比、Cr/
[Al+Cr] 比で示す。クロムスピネルの組成はその産地によって異なることを示している。分析は W － EPMA による（Iizuka 
& Hung [17] に加筆）。

カルシウム（Ca）が 2 であることを基準とし、これらの条件
を満たさない分析値は結果から除外した。
　ネフライト試料について同一の琢磨試料を用いて、
WDS － EPMA 法と SEM － EDS 法によって得られた定
量分析値を比較した。結果をカルシウム角閃石判別図
Mg/[Mg+Fe] － Si（O=23）で 示 す（Fig. 4）。 図 中、Mg/
[Mg+Fe] 比 0.9 以上はトレモラ閃石、0.9 以下（0.5 以上）
はアクチノ閃石の化学組成の範囲を示す。標準試料の繰
り返し分析によって得たそれぞれの装置の分析誤差は図
中で示した個々のシンボルの大きさに比し小さい。同一
の試料ながら分析箇所によって組成にはばらつきが認め
られるが、いずれの分析値も場所ごとで一致をみた。定
量的な検討結果はないが、試料表面におおむね 10μm 四
方の平滑面が得られれば良好な分析結果が得られている。
したがって、遺物試料の分析においても、同様の平滑な
観察面が得られれば、主要化学成分の比較に問題はなく、

完全非破壊分析が十分有効であると考える。

（３）台湾東部、花蓮縣豊田郷に産出するネフライト

　前述したようにトレモラ閃石を主要構成鉱物としてい
る白色のネフライトは緑色のネフライトと、そのマグネ
シウムと鉄の比の違いによって明瞭に区別できる。Fig. 
5a に示したように、一般的に白色を呈するネフライトと
緑色ネフライトは化学組成によって明確に判別が可能で
ある。
　緑色ネフライトはいずれも蛇紋岩と共生し、Mg/
[Mg+Fe] 比は約 0.92 ～ 0.89 の範囲を示す。台湾 ･ 豊田産
のネフライト（以降、「台湾ネフライト」と記する）も他の
緑色ネフライトとほぼ同じである。言い換えれば緑色ネ
フライトの主構成鉱物である基質部分（トレモラ閃石とア
クチノ閃石）は化学成分がほぼ同じであるため、基質部分

Fig. 4 ネフライト同一試料における定量分析の比較。
 分析はいずれも中央研究院地球科学研究所の

W－WDS（W－EPMA JXA－8900R）、FE－WDS 
（FE－EPMA JXA－8500F）、W－EDS（W－SEM 
JSM－6360LV EDS）による。ｎ : 分析ポイント
数。カルシウム角閃石（トレモラ閃石とアクチ
ノ閃石）の分別図中、Mg/（Mg+Fe）が 0.9 以
上はトレモラ閃石、0.9 以下はアクチノ閃石と
定義される。
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の分析だけではそれぞれを区別することは不可能である。
この点では破壊分析による全岩化学組成や結晶構造解析
による産地の判別も不可能である。
　しかしこれら緑色ネフライトに観察される数ミリから
数十ミクロンサイズの随伴鉱物の組み合わせとその化学
組成にはそれぞれに違いが認められる。緑色ネフライト
の多くには黒色のクロム鉄鉱（FeCr2O4）が随伴している
ことが多い。クロム鉄鉱は緑色ネフライトの変成作用前
の源岩である蛇紋岩（さらにその源岩のカンラン岩）に含
まれているクロムスピネル（[Mg,Fe][Al,Cr]2O4）が変成作
用中（ネフライト化作用）に化学変化を被り生じた鉱物で
ある。クロムスピネル中のマグネシウムとアルミニウム
は変成作用に伴い、それぞれ鉄とクロムを置換する。こ
れら Mg/[Mg+Fe] 比と Al/[Al+Cr] 比は源岩の形成時と
変成作用の 2 つの地質現象を反映している。ネフライト
中に随伴するクロム鉄鉱の中には中心部がより初生的な

クロムスピネルをもつ累帯構造が観察されるものがあり、
その化学組成はネフライトを挟生している蛇紋岩体中に
含まれるクロムスピネルの化学組成とほぼ一致する（Fig. 
6）。また、これらクロムスピネルの化学組成、特に Mg/
[Mg+Fe] 比と Al/[Al+Cr] 比は、それぞれの産地によって
異なる（Fig. 5b）。これらは蛇紋岩の源岩である海洋底地
殻株のカンラン岩が生成されたときの環境の違いを反映
しているものと思われる。また台湾ネフライト中のクロ
ム鉄鉱には特徴的に数パーセント（最大 8 ～ 10wt%）の亜
鉛とマンガンを含有し、この高亜鉛マンガンクロム鉄鉱
は他の産地のネフライトからは観察されない。したがっ
て亜鉛を含むクロム鉄鉱の存在を確認することによって
台湾ネフライトは他のネフライトと区別することが可能
といえる（Fig. 7）[17]。
　EPMA によるネフライトの化学分析によると、台湾ネフ
ライトは以下のような特徴を示し、他の産地のネフライト

Fig. 6 台湾ネフライトに随伴するクロムスピネルの累帯構造。
 反射電子像（中央）でスピネル成分の高い内側のクロムスピネルと外側のクロム鉄鉱の二重構造が観察される。FE － EPMA JXA

－ 8500F によるカラーマップ図は上段左からマンガン、鉄、亜鉛、カルシウム、下段左からアルミニウム、クロム、マグネシウム、
ケイ素を示す。図中、暖色は高濃度を、冷色は低濃度を表す。外側部分のクロム鉄鉱中は鉄、クロム、亜鉛、マンガンの濃度が高
く、内側のクロムスピネルではアルミニウム、マグネシウムの濃度が高いことがわかる。スケールは 100 ミクロン。

Fig. 7 台湾ネフライトに随伴するクロム鉄鉱の
EDS スペクトル。

 クロム鉄鉱の主成分である鉄、クロム、酸
素と共に亜鉛とマンガンのピークが観察さ
れる。ケイ素、カルシウムは基質のアクチ
ノ閃石から、マグネシウム、アルミニウム
は内側のクロムスピネルからもたらされた
ものと考えられる。分析対象は Fig. 6 で示
したクロム鉄鉱。
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Fig. 8 台湾ネフライト鉱床と東シナ海周辺地域における主な考古遺跡の位置。
 １花蓮縣豊田（Fengtian）ネフライト鉱床、２芝山岩、３圓山、４曲冰 *、５平林 *、６卑南 *、７鳳鼻頭、8 墾丁、９鯉魚山（望安島）、

10 南港（七美島）、11 － 12 観音堂、油港（緑島）、13 蘭嶼中学 *（蘭嶼）、（以上、台湾）；14 Anaro*（Itbayato Is.）、15 Sunget
（Batan Is.）、16 Savidug（Sabtang Is.）、17 Nagsabaran（Cagayan）、18-19 Kay Daing, Calatagan (Batangas)、20 Tres 
Reyes（Marinduque）、21 the Tabon Complex タボン洞穴群（Tabon Caves: Bubulungun － 1、 Duyong#、 Guri、 Manuggol 
Chamber-A、 Manuggol Chamber － B、 Rito-Fabian、 Tabon、 Tadyaw、 Uyaw#）、（以上、フィリピン）；22 Niah Cave West 
Mouth ニア洞穴 # ( マレーシア ･ サラワク州 )；23 Go Ma Voi# （中部ベトナム）；24 Giong Ca Vo（南部ベトナム）；25 Khao 
Sam Kaeo（タイ）。* 製作遺跡、  # サフィン型リンリンオーを出土した遺跡。下線表示した遺跡以外から出土した緑色玉器は
台湾ネフライト製と確認している。

と区別できる。
① 台湾ネフライトはおおむね緑色を呈し、緻密な繊維状

構造をもつ。
② 台湾ネフライトを構成するカルシウム角閃石の Mg/

[Mg+Fe] 比は透閃石から緑閃石、約 0.92 ～ 0.89（平均
値約 0.90）の範囲を示す。この比が 0.95 以上、0.80 以
下のものは存在しない（この点で多くの白色ネフライト
と区別される）。

③ 台湾ネフライトはクロム鉄鉱を随伴鉱物として包有する
（この点で炭酸塩岩を起源とするネフライトはすべて除
外される）。

④ 台湾ネフライトに随伴するクロム鉄鉱は高濃度の亜鉛
とマンガンを含有する（酸化亜鉛、酸化マンガン換算で
最大 10wt%）。

⑤ これらのクロム鉄鉱の中には累帯構造が観察されるもの
があり、その中心部の化学組成はネフライトを挟生して
いる蛇紋岩体中に含まれるクロムスピネルの化学組成と
ほぼ一致し、かつ他の産地のネフライトと区別できる。

（４）台湾先史時代のネフライト製石器

　台湾の新石器時代の遺跡は台湾本島および周辺の火山
諸島（緑島、蘭嶼、澎湖諸島）からこれまでに 110 箇所
以上で確認され、そのほとんどから玉器が発掘されてい
る。台湾の玉器の多くは緑色を呈し、そのほぼ全てがネ
フライト製である。新石器時代の玉器の製作遺跡は花蓮
縣豊田郷ネフライト鉱床近傍の平林（Pinglin）遺跡、中部
山岳地帯の曲冰（Qubing）遺跡、台湾南東部台東市の卑南

（Peinan）遺跡、台湾南東沖の火山島蘭嶼（Lanyu）など
で確認されている（Fig. 8）[18 － 20]。Fig. 9 に EPMA 法
によって得たネフライト鉱床および鉱床の下流域ら採集
した台湾ネフライト 17 試料から得た 675 ポイントの分析
値と台湾新石器時代の 12 遺跡から出土したネフライト製
石斧、石鑿の分析値を示す。考古試料の出土遺跡は中部
山岳地帯、南投縣の七股、曲冰、水蛙窟、台東縣の卑南、
白守蓮、杉原、南部屏東縣の墾丁、台北市の芝山岩、圓山、
花蓮縣の平林、澎湖縣望安島の鯉魚山、七美島の南港で
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Fig. 9 台湾に産するネフライトと台湾から出土した考古遺物から得られた分析値の比較。
 （a）天然ネフライトおよび（b）考古遺物の基質部の Ca 角閃石から得られた化学組成範囲。（ｃ）天然ネフライトおよび（ｄ）考古

遺物に随伴するクロムスピネル－クロム鉄鉱から得られた化学組成範囲。

ある。天然試料と考古試料の比較においてネフライト基
質部の Ca 角閃石は同一の組成範囲を示す（Fig. 9a、b）。
考古試料に比べ、天然試料の組成範囲が大きいのは、石
器を作成するために組成範囲が狭くより緻密な原石が意
図的にあるいは自然淘汰的に選択されたことを示唆して
いるかも知れない。随伴鉱物クロムスピネルの組成範囲
も両者の間で一致する（Fig. 9c、d）。したがって、石器に
用いられた石材は花蓮豊田のネフライト鉱床からもたら
されたものと解釈できる。また、玄武岩質溶岩の火山島
である澎湖諸島の七美島は新石器時代の玄武岩質石斧の
製作遺跡があり、七美島で製作された石斧は台湾西部の
遺跡から多く出土している [21]。この七美島から台湾ネフ
ライトの石器が出土したという事実は、新石器時代当時
から台湾本島と澎湖諸島間で相互に海上交流が行われて
いた可能性を十分に裏付ける。
　筆者は上記に加え、これまでに南投縣の洞角、台東縣の
富山、老蕃社、三間、長光、潮来橋、高雄市の鳳鼻頭の７
遺跡と台湾南東海上沖の火山島である緑島（2 遺跡）、蘭嶼（1

遺跡）を含む計 22 遺跡から出土した 144 の玉器（石斧、石
鑿、石槍、珠玉、玦状耳飾）と同質の未完成品や製作過程で
削り出された岩片の分析を SEM － EDS 法によって行った。
分析した玉器類は出土した地域、大きさ、形状、色にかか
わらずほぼすべてがネフライトで、かつその多くが亜鉛を
含有するクロムスピネルを随伴している。すなわち、これ
らの玉器は台湾ネフライトで製作されていたと結論付けら
れ、また台湾東部を来源とするネフライトが新石器時代の
台湾で広く用いられていたと解釈できる。一方でこれまで
のところ台湾先史時代の遺跡から出土した玉器の中に外来
のネフライトは確認されていない [7、15]。

（５）東南アジア先史時代のネフライト製石器

　フィリピンで確認されている新石器時代の玉器のほとん
どは白色ネフライトの石鑿、石斧である（Fig. 10）。1930 年
代から 40 年代にルソン島南西部バタンガス、リザール、ラ
グーナの各州から蒐集されたネフライト製の石器は現在、
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Fig. 10 分析を行ったネフライトと緑色岩製の玉器の例（フィリピン国立博物館所蔵）。
 a － e: 台湾ネフライト製の玉器
 a: 香港型耳飾（62 － Z － 96）Uyaw Cave（タボン洞穴群）出土；b: 径の小さい円盤４つを削り出す製作過程に出たと思われる岩

片（II-2005-Q-69）Anaro 出土； c: 耳飾あるいは玉環製作過程に出たと思われる厚さ約 5mm の円盤（II－2005－U－30）Anaro 出
土； d: 珠玉 (62 － Z － 181) Guri Cave（タボン洞穴群）出土 ; e: 管状珠玉 (66-V-196) Rito-Fabian Cave（タボン洞穴群）出土 ; 

 f － g: トレモラ閃石ネフライト製の石鑿（the Beyer collection）
 f: group－A； g: group -B. 化学成分は Fig. 11 を参照）
 h － k: 緑色白雲母岩で製作された珠玉類
 h － j: Calatagan 出土（h: 136－AT; i: 135 － AT; j: 134 － AT）； k: Ngipe’t Duldug（タボン洞穴群）出土。タイの Khao Sam 

Kaeo 遺跡、ルソン島カガヤン河ラロ貝塚群のひとつ Irigayen 遺跡出土のビーズ（NMP II － 95 － O － 6188）も同種の緑色白雲母
岩で作成されている。これはミンドロ雲母を含めた石材の広範囲の流通の可能性を示唆しており現在も継続研究中である。

 l: 石英片岩製の珠玉（Tres Reyes 出土）
 m － n: 滑石製の珠玉類　m: P － I － PBP － 400 SQ11； n: P － I － PBP － 414 SQ18　Duyong Cave （タボン洞穴群）出土。石英片岩、

滑石はフィリピンでは豊富に産するため、本研究の手法ではこれらの来源は特定することはできない。

国立フィリピン博物館においてベイヤー（Beyer）コレクシ
ョンとして保管されている（Beyer 1947、1948）。筆者ら
は数千点を超える収蔵品のうち少なくとも 300 点以上の石
器を選別し、そのうち石斧とその未完成品 30 点について
EPMA 分析を、また石鑿 3 点について酸素同位体分析を行
った。鉱物分析のよってこれらはすべてトレモラ閃石から
なるネフライト製であることを確認した（Fig. 11）。酸素同
位体の分析値は、これまでに存在が確認されているいずれ
の東アジア地域のネフライト原岩のそれと一致しなかった。
限定的な地域から同型で同質の石器とその未完成品が大量
に発見されていることから、未発見ながらフィリピン国内
にその来源の存在が推測されている [16、17、22]。
　フィリピン、ルソン島北部カガヤン河沿いに点在するラロ
貝塚群のひとつナグサバラン（Nagsabaran）遺跡の約 BC1800
－ 1500 年の新石器時代層（赤色スリップ時代層）からは、緑

色ネフライト製ブレスレットの破片が発掘されている。形
状、大きさは台湾の新石器時代中期から後期のそれと一致す
る（NL－3644 [17]）。また、バタンガス州のケイダイン（Kay 
Daing）遺跡から発掘された緑色ネフライトの玉石鈴形珠玉

（ビーズ）はその形状、大きさが台湾新石器時代の中期から後
期のそれと一致することが報告されている [23]。パラワン島
タボン洞穴群（Tabon Caves）から発掘された玉器の中には特
徴的に緑色ネフライトの装飾品があり、その一部の珠玉類は
同様に台湾のそれに類似する。
　フィリピン、パラワン島のタボン洞穴群からは、特徴的
な形状を持つ緑色の石材で作られた耳飾（7 点）が出土し
ている（Fig. 12）。これはサフィン（Sa Huynh）型リンリン
オー玦（けつ）状耳飾（lingling －o）（以下、単に「リンリン
オー」と記す）と称される 3 つの突起をもつ C 字型の玦状耳
飾で、その特徴的な形から古くより注目されている。同様の
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Fig. 11 フィリピンで出土したネフライト製石器の化学組成。
 ルソン島南西部から蒐集された白色ネフライトで

製作された石鑿、石斧の化学組成は、Group－A
（乳白色から淡灰色で Mg/[Mg+Fe] が 0.97 以上の
もの。例 Fig. 10－f）と Group－B（白色からやや緑
がかった色を呈し、Mg/[Mg+Fe] 範囲が 0.97 から
0.94。例 Fig. 10－g）に二分される。フィリピン出
土の緑色ネフライトから得た組成は斜線で囲んだ
範囲に示され、台湾ネフライトの化学組成（実線内）
と一致する。また、白色（トレモラ閃石）ネフライ
トと化学成分においても明瞭に区別できる。

Fig. 12 タボン洞穴群より出土したネフライト製玉器
（フィリピン国立博物館所蔵）。

 （NMP － J1）サフィン型リンリンオー玦状耳飾
（66-V － 122 Uyaw Cave 出土）

 （NMP － J2）サフィン型リンリンオー玦状耳飾
（UC － LLO1 Uyaw Cave 出土）

 （NMP － J3）双 頭 獣 型 耳 飾（Fig. 37 － a [13] 
Duyong Cave 出土）一部欠損。

 （NMP － J4）鈴型耳飾（Fig. 37 － b [13] Tabon 
Cave 出土）　

 双頭獣型耳飾はサフィン型リンリンオー玦状
耳飾と同じく中部ベトナムに多く出土するこ
とから南シナ海を挟んだ文化的な交流の可能
性が示唆されている。

リンリンオーはボルネオ島（マレーシア、サラワク州）のニ
ア洞穴（Niah Cave West Mouth）からも１点発見されている
[24]。サフィン型リンリンオーはその名が示すように、中部ベ
トナム地域の鉄器時代に相当するサフィン文化に特徴的に見
られる形状である。定量的な石材鑑定は十分ではないが、ベ
トナム中部から南部で出土するリンリンオーの石材はこれま
でに確認しただけでもトレモラ閃石ネフライト、アクチノ閃
石ネフライト、蝋石（葉蝋石）製など多様で、またガラス製
のものも存在する。サフィン文化はオーストロネシアン（南
島 Austronesian）語族の文化とされており、甕棺埋葬、青銅
器腕輪、ガラスやカーネリアンビーズなどの共通点から、フ
ィリピンやボルネオ北部の鉄器時代初期にも対応される。
　2003 年から 2008 年、オーストラリア国立大学と国立フ
ィリピン博物館によって、フィリピン北部のバタン諸島イ
トバヤット（Ityabat）島（フィリピン最北端の有人島）のア

ナロ（Anaro）遺跡で共同発掘が行われ、筆者も参加した。
遺跡からはこれまでに 40 点を超える未完成の緑色の玉器と
玉器の製造過程で削り出された破片が出土していることか
ら、ここがかつて（約 BC500 － BC50 年）の製作遺跡である
可能性が指摘されている [25]。
　リンリンオー、および緑色の玉器や同質の破片を所蔵す
るフィリピン、マレーシア、ベトナムの各博物館、研究機
関の許可を得て、SEM-EDS による完全非破壊分析を試みた。
ここではタボン洞穴群から出土したネフライト製の装飾品
4 試料（フィリピン国立博物館所蔵）の分析例を示す（Fig.  
12）。分析は SEM － EDS による完全非破壊法で行った。
SEM の試料室に導入する際の玉器の状態は Fig. 3b で示し
ている。分析した 4 試料はいずれも濃い緑色を呈するネフ
ライトで、表面には繊維状組織が観察される（Fig. 3c）。そ
の組成からトレモラ閃石からアクチノ閃石で、組成範囲は
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台湾ネフライトのそれに一致する（Fig. 13）。分析した 4 試
料すべての表面にはクロム鉄鉱が随伴鉱物として確認され、
かつそれらのクロム鉄鉱は亜鉛を含有していた（Table 2）。
これらの鉱物学的特徴からこの 4 例のネフライト製装飾品
は台湾ネフライトで作られていると結論することができる。
これまでの分析からフィリピンで発掘された緑色玉器類は
すべてが装飾品（少なくとも道具としての石器は見出されて
いない）およびその製作過程で削り出された破片で、台湾産
ネフライトとその鉱物学的特徴が一致することがわかって
いる（Fig. 11）。さらにタボン洞穴（7 点）、ニア洞穴（1 点）、
ベトナム中部のゴマボイ（Go Ma Voi：1 点）遺跡から出土
したリンリンオーについてもそれぞれ台湾ネフライトとそ
の鉱物学的特徴の一致が確認されている [16、26]。
　最近（2012 年 6 月）の分析では南部ベトナム、ホーチミ
ン市郊外のゾンカーヴォ（Giong Ca Vo）遺跡から出土し
たネフライトの長方体岩片（W55mm、D55mm、H45mm: 
94GCV － 363）が台湾ネフライトであることを確認した。完
成品ではなく石材としての台湾ネフライトが確認されたの
はベトナムでは初めてである（Hung ら 準備中）。一方で、
ベトナム北部のオーストロアジア（Austroasiatic）語族のド
ンソン文化の遺跡から出土した玉器は白色（トレモラ閃石）
のネフライト、あるいは台湾産ネフライトと鉱物学的特徴
を異にする緑色（アクチノ閃石）のネフライトで作られてい
ることがわかっている [16]。
　タイ半島部の鉄器時代のカオサムケーオ（Khao Sam 
Kaeo）遺跡からはカーネリアン、変成岩を使った石器やガ
ラスビーズ、青銅器のほかに、緑色ネフライトの破片が数
点発見されている（Berenice Bellina 編 準備中）。分析結果
によるとこれら緑色ネフライトの破片の鉱物学的特徴は台
湾ネフライトと調和的である。玉器、石材、未完成品、破
片を含めて、台湾ネフライトが発見されたベトナム、マレ
ーシア、フィリピン地域の遺跡の中で、このカオサムケー
オ遺跡だけオーストロネシアン語族の分布域外に存在する。
しかしながら、周辺地域からはフィリピン中部の鉄器時代
の遺跡カラナイ洞穴（Kalanay Cave）と同様の陶器が発見さ
れていることからオーストロネシアン文化の影響を受けて
いる可能性に加え、地勢学的にもインド文化圏の影響を受
けており、それぞれの文化の交流が行われていた可能性が
示唆されている [27-29]。
　台湾における玉文化は先史時代、BC2000 年頃（新石器時
代）から紀元前後にかけて栄え、その後、鉄器時代の訪れ
とともに衰退する。しかしながら、その後もフィリピン（バ
タン諸島、ルソン島、パラワン島）、ボルネオ島西部、ベト
ナム中南部では玉石を用いた文化は途絶えることなく続き、
装飾品の一部には台湾ネフライトが用いられていた。
　台湾の蘭嶼とイトバヤット島の２島を含むバシー海峡の
島々は火山島で、変成岩であるネフライトが産することは
ない。したがって、この島々で出土したネフライトは島外
から持ち込まれたものであることに間違いはない。製作遺
跡からはリンリンオーの中心穴を抜いた残りの芯と推測さ
れる高さ、直径ともに 1cm 程度の樽型のネフライトも出土
している [9]。そこでは単に玉器を製作していただけでなく、

リンリンオーの製作も行っていた可能性が高い。同時期に
台湾でのネフライト文化が衰退したことを考えると、台湾
で製作されたネフライトの玉石製品が持ち出されていたと
考えるよりは、むしろ台湾は石材の供給地という役割だけ
を持ち、製品はバシー海峡の島々、あるいはさらに別な場
所で加工されていたと考えてもよさそうである。
　鉄器時代における環南シナ海地域、とりわけフィリピン
西部からサラワク、ベトナム中部のサフィン文化圏では、
出土した玉器や装飾品の類似性や共通する甕棺埋葬など風
習から互いに密接な関係があった可能性が指摘されている。
鹿野 [10] は早くからサフィン型のリンリンオーが香港を含
んだ中国大陸、ベトナム北部では確認されず、一方でフィ
リピンや中部ベトナム地域との類似性を持つことから、東
南アジア地域の海上交流を示すものであることを指摘して
いる。言語学的にも、未完成品を含めた台湾ネフライト
製の玉器は、西マラヨ－ポリネシアン（Western Malayo-
Polynesian）語派の分布域以外では発見されておらず、同一
語派間の同一の価値感に基づく物的、文化的な交流が台湾、
フィリピン北部から東シナ海を隔てたベトナム中南部から
タイ半島部まであった可能性がうかがえる。

おわりに

　低真空走査型電子顕微鏡技術を応用した玉器遺物の完全非
破壊法による研究を紹介した。石器石材の肉眼鑑定はそのあ
いまいさからしばしば間違った解釈を生む。また考古学的議
論ありきの推量によって、事実の判断を見誤る可能性を大い
に秘めている。本研究は鉱物の化学分析法を考古学に応用し
た試みであり、形状や大きさによって分類されていた石器類
に、さらに鉱物学的情報を加味することでより定量的な議論
を可能としている。また玉器石材の来源の議論が可能なこと
も示した。現在、この分析技法を用いた石器の研究は、日本
の北信越地方の旧石器時代から縄文時代の出土品、またベト
ナム、ニューカレドニアやニュージーランドの先史時代の玉
器類の研究へと展開中である。
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Fig. 13 タボン洞穴群より出土したネフライト製玉器、基質部の分析結果。
４点の玉器から得た Ca 角閃石の組成は破線で囲んだ台湾ネフライトの化学組成範囲に含まれる。SEM－EDS
非破壊法による分析（Fig. 3 参照）。

Site origin Type Color Reference

1 NMP －J1 66 －V －122 Uyaw Cave lingling －o larger hole dark green

2  NMP －J2 (UC －LLO1) Uyaw Cave lingling －o regular hole dark green

3 NMP －J3 (F37a) Duyong Cave bicephalous green [13] (Fig.37 －a)

4 NMP －J4 (F37b) Tabon Cave bell-shaped dark green [13] (Fig.37 －b)

Matrix mineral Inclusions Source

 Mg/(Mg+Fe) noa ZnO, wt% (max)

1 Ca-amphibole（tremolite －actinolite） 0.92 －0.86 (0.90) 13 Zn －chromite 2.1 Fengtian（Taiwan）

2 Ca-amphibole（tremolite －actinolite） 0.92 －0.88 (0.91) 12 Zn －chromite 2.0 Fengtian（Taiwan）

3 Ca-amphibole（tremolite －actinolite） 0.92 －0.87 (0.89) 23 Zn －chromite 8.6 Fengtian（Taiwan）

4 Ca-amphibole（tremolite －actinolite） 0.92 －0.89 (0.91) 16 Zn －chromite 2.4 Fengtian（Taiwan）
noa: numbers of analysis by SEM －EDS
From Tabon Cave Complex, the Phillippines (the National Museum of the Philippines, Manila)
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