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先史時代の交易 ― 黒曜石の流通から ―

のもので、いずれも竪穴建物跡の中から出土しています。シメド遺跡の事例

では、同じ竪穴建物跡から出土した別剥片と接合することが分かりました。

このような大きな塊として持ち込まれた黒曜石の石材は、石器の素材とする

された可能性が高いのです。ちなみに、万場垣内遺跡の事例は三八一グラム

ために、直ちに打ち割られることなく、それ自体、特別なものとして大事に
西三河北部を占める豊田市域では、愛知県下では珍しく、数多くの縄文時

あり、愛知県下の遺跡から出土した黒曜石塊としては、今知られているもの

このような黒曜石の大型塊が遺跡から出土する傾向は、関東地域では縄文

のなかで最大です。この資料は、現在、豊田市指定文化財になっています。

資料編

代遺跡の調査が行われてきました。その成果は、
『新修豊田市史
に掲載されています。
考古Ⅰ 旧石器・縄文』
や、
『豊田市史研究 第八号』
こくようせき

時代前期・中期にみられるようです。一方、足助地区の今朝平遺跡の事例は

ここでは、その中から、黒曜石の出土の様子について見ていきましょう。
黒曜石は、
天然のガラスと言われるように、
黒く光る石材で、
結晶が均質で、

縄文時代後期中葉
（三千五百年前頃か）
に属するものです。この遺跡も、当地

せきぞく

はくへん

たたくと割れて、薄くて強い石片となります。この石片は、剥片と言われる

では特殊な竪穴建物跡や配石遺構、土偶や注口土器の大量出土など、精神世

やりさき

図2 東海地域における石鏃などの石器石材流通の様子

せんとう き

その他、美濃地域や
東三河南東部で産出される
チャートが広く使用されている。

（槍先）
、石鏃
（矢尻部分）
もので、これを素材として、ナイフ形石器や尖頭器

二上山

ようけつぎょうかいがん あんざんがん

湯ヶ峰

げ ろ いし

星ヶ塔

などが作られました
（図１）
。市域をはじめ東海地域では、このような石器に
稲武地区ヒロノ
遺跡出土石鏃
（縄文時代中期後半
～後期初頭）
図１

なる石材として、チャート・下呂石・サヌカイト・溶結凝灰岩・安山岩・水
晶などが使われていました。これら石材のほとんどは、現豊田市域外からも

磐田原産
頁岩

神津島産
黒曜石

鳳来寺山

たらされたもので、当時の社会の中で選ばれて使用されたものです
（図２）
。
このように、当地では、かつて、さまざまな石材が流通していましたが、時
代・時期によって、よく使われる石材には違いがあるようです。そうしたな
か、黒曜石は後期旧石器時代から弥生時代になっても使用されており、この
ような石器の石材としては、
各時代を通じて特に有用なものであったことが、

け さだいら

100km

50

0

(1/250万)

分かります。
愛知県下での黒曜石は、石鏃が製作できる数センチ程度の小さな塊での流
せっかく

通が多かったようで、製作された痕跡としては、小さな剥片や、剥がされて
が出土するに過ぎません。しかしながら、ごくまれ
残った小さな石塊
（石核）
まん ば がいと

に大きな塊の状態で、黒曜石が出土することもあります。豊田市内では、旭
地区の万場垣内遺跡・足助地区のシメド遺跡・今朝平遺跡で、黒曜石の大型
の塊が出土しています
（図３）
。いずれの表面も風化していることから、打ち
割る前の原石、
あるいは原石の状態にほぼ近いものであったと考えられます。
万場垣内遺跡とシメド遺跡の事例は、縄文時代中期後半
（今から約五千年前）

小深沢
黒曜石
下呂石(角礫)
ヒトによ
下呂石(円礫)
る移動
溶結凝灰岩
サヌカイト
飛騨川から木曽川への
下呂石(円礫)の流れ

－2－
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界をうかがわせる遺物のほか、いろいろな地域からもたらされた縄文土器が

このような黒曜石の大型塊は岡崎市岩津地区にあります車塚遺跡からも出

くるまづか

多量に出土しています。そうした遺跡の性格を象徴するものとして、この黒

土しています。重さ一五六 八･グラムの石核あるいは原石が、縄文時代中期
後半
（今から約五千年前）
の柱穴跡の内から出土しています。この車塚遺跡の

知られています。この諏訪湖周辺にはいくつもの黒曜石原産地が知られてい

黒曜石の原産地としては、最寄りのところでは長野県の諏訪湖周辺がよく

見れるのです。

さを明確に示すもので、決して閉鎖的ではない先史時代の社会の様子が垣間

事例も含めて、当時の矢作川水系をルートとした信州長野県域との交流の深

曜石の大型塊もみることができると思います。

ます
（宮坂二〇一四など）
。現在は資料を壊すことなく、蛍光Ｘ線を照射して

資料編 考古Ⅰ 旧石器・縄文』（豊田市 二〇一三）

建石徹・二宮修治
「豊田市内遺跡出土黒曜石資料の産地分析」『新修豊田市史

【参考文献】

資料編 考古Ⅰ 旧石器・縄文』
でも、市内

元素レベルの成分を測定する機器分析によって、産地の推定ができるように
なりました。
『新修豊田市史
こう づ しま

で出土した主要な黒曜石についての分析結果が掲載されています。諏訪湖周
ほし が とう

辺でも星ヶ塔といわれる地点のものが最も多く、中には伊豆諸島の神津島産
も若干含まれていることが判明いたしました
（建石・二宮二〇一三）
。今回左
頁に示した、大型の黒曜石塊も星ヶ塔産のものであるとの分析結果が出てお

宮坂清
『星ヶ塔黒曜石原産地遺跡 ― 総括報告書 ― 』（長野県下諏訪町教育委
員会 二〇一四）

（原始部会 執筆委員 川添和暁）

図３ 市内出土 黒曜石大型塊
（遺物実測図は縮尺４分の１、写真は縮尺不同）

り、長野県域との交流の様子をみることができます。

（ 図面 1/4） 10cm
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0
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知立市
（ 一六・三㎢（ 一六三〇

稲、麦等）
を作付けしている面

穫ができない非永年性作物
（水

作付面積は
「複数年にわたる収

い土地を含んでいるのに対し、

おり、実際に耕作をしていな

を目的とする土地」
と定義して

は、耕地面積を
「農作物の栽培

存在しています。農林水産省

面積と作付面積に大きな差が

ることができます。また、耕地

の用途に変更した面積と考え

工業用地のように農地から他

耕地面積の減少は、住宅地や

㏊）
）
の面積に匹敵します。

図１ 豊田市における作付面積と田および畑の耕地面積の経年変化

与えることは示していますが、図１に示した農林水産省のデータを基に

市史自然編
「水文」
でも、土地利用の変化が地域の水循環に大きな影響を

の作物への転作や、休耕田、耕作放棄地への変化、さらに住宅地、工業用地

を示しています。このように、普段はあまり意識することがない水田から他

ごとに作付面積が減少している以上に、水稲の作付面積は減少していること

「麦など」
のように水稲以外の作物も含まれていることから、図にみられる年

作成した豊田市における一九九三年から二〇一八年までの田の耕地面積と

水田や畑から住宅地や工場に土地利用が変わった場合、地表面はコンク

などへの土地利用の変化が市内において広く展開されていることがわかりま

四九二〇㏊まで、七七五㏊
（約一三・六％）
の減少がみられます。一方、作付

リートやアスファルトなど、基本的には地下に浸透しづらい構造物に覆われ

水稲の作付面積の推移をみると、興味深い傾向がみえてきます。田の耕地

面積は、一九九四年の四〇五九㏊をピークに、二〇一八年には二四二〇㏊ま

るので、降った雨は地下に浸透せずに排水溝などを介して下水道や河川に流

す。そして、これらの変化は、地域の水循環の変化にも関係しています。

で、一六三九㏊
（約四〇・四％）
もの減少がみられます。これらの面積の減少

出します。これは、畑であればかなりの量の雨が地下に浸透したり、水田に

面積は、データのある一九九三年の五六九五㏊をピークに二〇一八年には

地域で起こっている変化と地下水環境との関係

積」
としており、当該年に栽培を行っている正味の面積を指しています。こ

2000

作付面積
田耕地面積
畑耕地面積

平.5（1993）
平.6（1994）
平.7（1995）
平.8（1996）
平.9（1997）
平.10（1998）
平.11（1999）
平.12（2000）
平.13（2001）
平.14（2002）
平.15（2003）
平.16（2004）
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平.18（2006）
平.19（2007）
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平.22（2010）
平.23（2011）
平.24（2012）
平.25（2013）
平.26（2014）
平.27（2015）
平.28（2016）
平.29（2017）
平.30（2018）

― 地下水を例に ―

2500
面積（ha）

持続可能な社会の実現と水環境

刊行１年を迎えて
『別編 自然』
の刊行からまもなく一年が経ちます。本自然編は、約一〇年
をかけて執筆、編集を行った大作ですが、その間にも地域の自然環境は着実
に変化していたと考えられます。自然編
「水文」
における河川および地下水を
対象とした二〇〇八年～二〇〇九年に集中的に実施した豊田市域の水環境調
査を基に解説した当時の環境実態は、開発やそれに伴う下水道の整備などに
よって、地域によっては大きく変化したところがある可能性があります。
国連は、二〇一五年の国連サミットにおいて、ＳＤＧｓ
（持続可能な開発

3000

の規模は、それぞれ名古屋市の東区
（七・七一㎢（七七一㏊）
）
、豊田市の隣の

－4－

目標）
を採択し、持続可能な社会の実現に向けて二〇一六年～二〇三〇年の
一五年間での達成を目指した一七の目標を示しています。私たちが将来にわ

3500

一七の目標のうちのいくつかが密接に関係します。私たちの身の回りで起

たって生活空間での安全安心な持続可能な社会を構築するために、これらの

4000

のことから、ある年の耕地面積と作付面積の差が休耕田や耕作放棄地として

4500

こっている近年の地球環境や社会環境の変化について、水循環の視点から今

5000

登録されている土地の面積ということになります。また、作付面積の中には

5500

後の水環境の変化と課題についてみていくことにしましょう。

6000

制する調整池として果たしていた機能が失われることになり、大きな水循環

貯留されることでゆっくりと地下に浸透したり河川への短時間での流出を抑

る能力も持ち合わせていることから地表水の流量調節機能を有していると考

とおり、このように水田は、優れた地下水涵養機能を有しており、水を溜め

可能性を持っています。本稿で用いた一般的な既存のデータを基にお話した

えることができます。

の変化が発生するということを示しています。
では、水田と畑では、土壌の浸透性はどのくらい異なるのでしょうか。こ

数は土壌中の空隙がすべて水で満たされた状態における水の流れる速さを示

ものです。透水係数は、土壌中の水の流れる速さを示す指標で、飽和透水係

１は、水田土壌と畑土壌の飽和透水係数と一日当たり減水深の目安を示した

に、水田から畑に土地利用が変化することは、下流域で地下水を利用してい

地表から地下に水が浸透しやすい地域
（涵養域）
において水田や畑から住宅地

豊田地区では主に地下水が利用されています。
これまでに述べてきたように、

豊田市の水道水源については、
市史自然編
「水文」
にも記載しておりますが、

これからの地下水を考える

した指標となります。
また、
減水深とは、
水田における蒸発量と浸透量の和が、

る人々がいた場合に、水源の減少や枯渇という形で影響を及ぼす可能性があ

こでも農林水産省が示している土壌の透水性から確認することにします。表

一定期間中にどれほどになるかを水深
（㎜）
で示したものです
（山本荘毅編
『地

ります
（図２）
。ただ、地下水の流れ方は非常に遅いので、涵養域から下流で

地下水を利用している地域までの距離が長いほど、影響が出てくるまでに時

下水学用語辞典』
、古今書院、一九八六年）
。
農林水産省の説明では、飽和透水係数を
「水が土壌中を浸透しやすいかど

土壌の種類

飽和透水係数

１日当たり減水深

水田土壌

～FP／秒

～PP／日

畑土壌

～FP／秒

～PP／日


田面水位の変化を表したもの」
としています。飽和透水

して、田面水位の変動をもたらす事象全ての結果による

戸として登録し管理を行うなど、整備を進

なります。最近では、民家の井戸を防災井

被災後の生活用水の確保は、衛生を考えたときに非常に重要な課題の一つと

れることに繋がります。近年、
日本では至る所で自然災害が発生しています。

係数をみると、水田の透水性は畑と比較して一桁から二

本稿では地下水を中心に水環境を取り巻く

めている地域や自治体も多くみられます。

める能力を持っているのに対し、畑は浸透能力を超えて

を溜めるように造られていますので、一定程度の雨を溜

流れて行ってしまうかのいずれかになります。水田は水

とき、浸透能力以上に降った雨は地表に溜まるか地表を

隙が水で充填されていますので、例えば雨が降り始めた

す。このとき、飽和透水係数の条件が、すでに土壌の空

とはいえ、畑の方が浸透性に優れていることがわかりま

がわかります。次に減水深をみると、蒸発の影響もある

桁低く、地表面に水を溜めやすい性質を持っていること

＝葉面蒸散量＋水面蒸散量＋畦浸透量＋降下浸透量』
と

流動形態を把握しておくことは、何らかの影響が現れた際に迅速な対策をと

間を要し、数十年やそれ以上のスケールにおよぶ場合もあります。地下水の

20

降った雨についてはそのまま流れ去って行ってしまう

（総集編部会自然班執筆協力員 宮岡邦任）

です。

て、地下の水循環は刻々と変化しているの

の変化の結果である土地利用の変化によっ

いかもしれません。しかし、私たちの生活

ることがないので特に意識することは少な

下水は河川水と違い、普段はあまり目にす

現状と課題について紹介してきました。地

図2 地下水流動の概念図

－5－

うかの程度で、 ℃における１秒当たりの流速
（㎝）
を表した数値」
としてお

表１ 飽和透水係数と１日あたり減水深の目安

り、減水深は
「１日当たりの田面水位の低下量を水深の変化で表し、
『減水深

表1 飽和透水係数と１日当たり減水深の目安

古文書、再発見
襖の下張り文書整理について

町）
所蔵襖絵の修復事業にともなう下張り文書の整理作業も実施しました。

ここで、襖の下張り文書整理の手順を説明します。

みの

襖は、何層にも張り重ねて作られています。旧鈴木家住宅の井戸屋形の襖

を例で言いますと、上張り
（本紙張り込み）
、蓑しばり、蓑張り、骨しばり、

上張り
（本紙張り込み）
は、
絵が描かれているものを張ります。蓑しばりは、

骨組みの構造になっていました。

文書を整理・調査してきました。たとえば、豊田市郷土資料館をはじめ、地

厚手の楮紙や反古紙などしっかりした紙で、全面に糊を付けて蓑張りをおさ

新修豊田市史編さんに関する調査を進める中で、これまでにたくさんの古
域資料館に収蔵されている資料や、
『豊田市史』『稲武町史』『旭町誌』
など、こ

えます。蓑張りは、薄手の和紙を少しずつずらして重ねて張っていきます。

のり

れまでに刊行された自治体史
（誌）
で利用した資料の再整理もおこないまし

その様子が、
藁などを編んで作った雨具の蓑に似ているのでこう呼ばれます。

こうぞ

た。また、市史編さん室で古文書の整理をしていることを知った市民の方や

蓑張りは、和紙を重ね張りすることによって破れやへこみを防いだり、下部

わら

自治会から、
「ウチの蔵に古文書があるのだけど、どうしたらいいだろうか」

が浮いた状態のため、空気が通り、湿度調整の役割を果たしたりします。骨

しばりも楮紙や繊維質の紙を使って骨組みを固定します。襖はその建物ごと

せんい

という相談をいただき、新しく発見した資料もありました。
これらは基本的には古文書や古い記録として現在に伝わっているものです

で作り方も用語も異なります。どのような構造になっているか、ていねいに

ほ ご

が、時には反古紙となったものを、もう一度古文書として整理することもあ

観察しながら作業を進めていきます。

ふすま

襖の解体は、まず、襖に
「襖１」「襖２」
など番号をふり、解体前の写真撮影

ります。そのひとつが襖の下張り文書です。
襖を作るには大量の紙が必要

下張り文書にとって、文書がどのように張られているのかも重要な情報で

をして、木枠をはずします。

にあった古い証文や帳簿、手紙な

す。襖における文書一点一点の配置をスケッチやデジタルカメラを用いて記

になります。そのため、その家
ど、不用になった紙を襖の材料と

録します。

います。これまでに、足助地区

ので、襖の下張り文書と呼んで

襖の下に張られている古文書な

ることが多いので、霧吹きで水を吹きかけるだけできれいに剥がすことがで

ていきます。江戸時代に作られた襖は、水に溶けやすい澱粉を糊として用い

な文書に霧吹きで湿気をあたえて糊を浮かせ、竹ベラや竹串を使って剥がし

配置記録がとれたら、一番上に張ってある文書もしくは、剥がしやすそう

は

して再利用し、襖は作られます。

の旧鈴木家住宅の主屋や本座敷、

きます。しかしながら、近代以降の化学糊は粘着が非常に強く、扱いにくい

文書の大きい、小さいにかかわらず、一点一点に番号をつけながら剥がし、

のり

井戸屋形の襖や、花園町の寺田

ため、作業は難航します。
書の整理をおこないました。ま

ドライヤーなどで十分乾かした後、古文書保存専用の封筒に入れて、箱に詰

でんぷん

伝兵衛家に伝わる襖の下張り文
た、今年度は、守綱寺
（市内寺部

整理作業

－6－

‼

めます。一連の襖の解体が終わると、目録を作成し、古文書として保存し、
研究・活用していきます。
旧鈴木家住宅の襖下張りには、金銀出入帳を解体した反古紙が用いられて
いました。帳簿の年代を示す表紙が見当たらなかったことが残念です。

第

回 市
   史 講 座 を 開 催 し ま し た

令和元年度の市史講座は、
六月から十一月にかけて三回開催する予定です。

このうち第 回市史講座
「矢並湿地と歴史探訪ツアー」
が六月二十九日に行わ

知町）
の役人と思われる村上家の書状がありました。この村上家については

査協力員を講師に迎え、湿地の成り立ちや生息する昆虫・植物などについて

ラムサール条約の登録湿地にも指定されている矢並湿地では、富田啓介調

れました。心配された天候にもめぐまれ、盛況のうちに終えました。

不明な点が多いが、役人と明知村を中心とする周辺地域のつながりを考える

が感じられます。

ました。自然の地形を生かしたその雄姿からは、写真では想像できない迫力

という説明があり、参加者から、その理由がよくわかったという声も聞かれ

室長から、大給城は小原地区の市場城と並んで中世城郭の雄と言われている

最後に足を運んだのが大給松平氏の居城大給城です。伊藤智子市史編さん

のがあります。

だきました。この界隈で初代親氏らが生活していたことを思うと感慨深いも

から松平郷を発祥地とする松平氏や徳川氏の発展を中心に詳細にご説明いた

午後からは松平地区の歴史探訪に向かい、古刹高月院では田中祥雄ご住職

めて見た、という驚きと喜びの声があがりました。

の様子も観察することができ、参加者からは、こんなに小さかったんだ、初

解説していただきました。日本一小さいトンボと言われるハッチョウトンボ

寺田伝兵衛家の襖からは、寺田家宛の書状のほか、明知村
（現みよし市明
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重要な手がかりになるでしょう。
守綱寺の襖からは、宗門人別帳を解体した文書や、尾張藩重臣である渡辺
家の勝手方の資料と思われる文書がみつかりました。これまでに調査した他
の渡辺家資料と比較・検討することによって、渡辺家の財政を知ることがで
きるのではないかと期待されます。
みなさんの家にも古い襖がありましたら、そっと絵の下をのぞいてみてく
ださい。家の歴史を語る古文書が眠っているかもしれません。

守綱寺 襖絵 下張り

－7－
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市史編さん事業も佳境に入ってきました。今後もこれまでに収集された

資料を使った、

しています。

参加をお待ち

で、 皆 様 の ご

していますの

た講座を用意

工夫を凝らし

第32回市史講座のようす

（豊田市史資料調査会 専門員 杉浦綾子）

守綱寺 修復前の襖絵

『 豊 田 市 史 研 究 』第 十 号 刊 行 案 内
平成三十一年三月に
『豊田市史研究』
第十号を刊

『 新 修 豊 田 市 史 』新 刊 好 評 発 売 中
令和元年六月に第八回配本として、
『資料編
発刊の
『資料編 現代Ⅰ』
とあわせてご覧いただき

現代Ⅱ』
の販売を開始しました。平成二十六年度

Ａ４判、一四四頁で、内容は論文三編
（平治の

ますと、より深く豊田の現代を知ることができま

行しました。
乱後の三河国守について／豊田市南東部の局地的
す。
現代Ⅱ 』

■既刊も好評発売中■

新修豊田市史概要版
『豊田市のあゆみ』

Ｂ５判 販売価格：二一〇〇円

『資料編 考古Ⅰ 旧石器・縄文』

『資料編 考古Ⅱ 弥生・古墳』

『資料編 考古Ⅲ 古代～近世』

『別 編 美術・工芸』

『別 編 建築』

『別 編 自然』

『資料編 古代・中世』

『 資料編

降雨と河川水位との関係について／豊田市域とそ
の周辺に見る河川の災害と保全―市域の不連続堤

第一章 産業と生活を支えるインフラ

『資料編 近世Ⅰ 藤岡・小原・旭・稲武』

Ａ４判 販売価格：四五〇〇円

落からみる地域社会／豊田市域の坂参り習俗と産

第二章 地域コミュニティと生活環境

『資料編 近世Ⅱ

菊判 販売価格：四〇〇〇円

の忌意識／「クルマ」
に関する聞き書きノート）
、

第三章 教育と文化の拡充

を中心に―）
、研究ノート三編
（豊田市域の中世集

資料紹介一編
（九久平町板倉家所蔵資料にみる板

第四章 中山間地域の人口動向と振興策

『資料編 近世Ⅲ 松平・足助・下山』

『資料編 近代Ⅰ』

『資料編 近代Ⅱ』

豊田市史編さん室

挙母・高橋・上郷・高岡・猿投』

倉塞馬と鶴田卓池の後継者問題）
、調査報告一編

第五章 災害体験と防災への取り組み

『資料編 現代Ⅰ』

『別 編 民俗Ⅰ 山地のくらし』

『別 編 民俗Ⅱ 平地のくらし』

『別 編 民俗Ⅲ 民俗の諸相』

菊 判 販売価格：四〇〇〇円

令和元年八月発行

『新修豊田市史だより
 』第 号

豊田市教育委員会

文化財課 市史編さん室

〒四七一―〇〇七九 豊田市陣中町一―一九 ―
一

ＴＥＬ 〇五六五 ―三六 ―〇五七〇

ＦＡＸ 〇五六五 ―三 一 ―〇一六二

E-Mail: shishihensan@city.toyota.aichi.jp
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で検索！

（豊田市幸海町・祐源寺の十王像について）
です。

●刊行市史の購入について●

の産業とくらし発見館
（喜多町）／中央図書館

資料館
（陣中町）／民芸館
（平戸橋町）／近代

【販売施設など】
市史編さん室
（陣中町）／郷土

左記の施設などでお買い求めください。

『新修豊田市史資料編 現代Ⅱ』

（西町）／市内一部書店
（※詳細はＨＰへ）

24

購入希望の方は、市史編さん室までお問い合わ
せください
（販売価格五〇〇円）
。

塞馬が建てた芭蕉の句碑（足助町）

