


たかせやま

 高瀬山遺跡(2期)

 第2・3次発掘調査報告書

 図版・付編編

 平成12年10月

 財団法人山形県埋蔵文化財センター





  目次

  Ⅰ調査の経緯…・……………………・…………・・………・………・・…・……………・……………・・…・1

  1調査に至る経過……………・…………・…………・…………・・……・……………………………1

  2調査の方法と経過………・・………・………・…・……・・……・…………・…………・・……・………2

  Ⅱ遺跡の立地と環境…・………・……・……・……・……・…・……・………・……………・・…・…………9

  1地理的環境……・…・………・…・……・………・・……………・……………………・………………9

  2歴史的環境………………………………………………・・………………………・………………9

  Ⅲ検出された遺構……………・…・・…………・……………・…………・…・・……………・……………10

  110区の概要…一……………・・……………・…・…・・………………………………・………………10

  211区の概要……………………………一……・………・………・・……・……・……・…・…・………・57

  312区の概要一一…………・……………………・・……………・・……………・…・…・…・……・…71

  413区の概要……………・・…・……一…………・………・・………・……・…・………・…・…………130

  514区の概要…一……………・………・……・…・…………・・……・……………・…・・一…………147

  615区の概要……・・…………・……………・・…・……………・・…・……・…………・・……・………170

  716区の概要…一……………・……一…一…・………一………・…………・・……・………・……191

  Ⅳ出土した遺物・…・……………・………・………・・………・……・…・・………………・・……………・205

  1縄文土器・…一…………・…………・・……・……一…………・……………一…・…………一…205

  2奈良・平安時代の土器…・……・………・…………………………………・…………・………・・205

  3中・近世陶磁器・………・………・…・……………・・…・………・……・……・……………………252

  4石器…一……………・…・・……………・……一…………・………………一・………・………253

  5石製品・…・……………・………………………………・…・・……・………・…・・………………255

  6木製品・………・………・一………………・………一……・・…一……………・…・……………260

  7金属製品・…………・……・…………・・……・…一……………・………・・………・…・……………275

  Vまとめと考察…………………………………・・…………………・………・………・・…………・…297

  1まとめ………・………・・………一………・………・・………・・…………………………………297

  2考察・………・………・・一……………・・…・……………・…………・・……・…一…………299

  報告書抄録・………・………・…・……………・・………・……・…・…・…・……・………・・………・・…311



 付編巻末

   「高瀬山遺跡2期の土器胎土分析と骨鑑定」

   「高瀬山遺跡2期自然科学分析」

   「高瀬山遺跡2期から出土した木材の年代と樹種」

   「高瀬山遺跡2期のテフラ」

   「高瀬山遺跡2期土坑内堆積物の珪藻化石」

   「高瀬山遺跡2期の植物珪酸体」

   「高瀬山遺跡2期の土坑・井戸内堆積物の花粉化石群」

   「高瀬山遺跡2期のリン・カルシウム分析」
  

 
表

   表1土器観察表(1)………………………・………・・……………・・…………………………………276

   表2土器観察表(2)…………・……・・……・……・……・…・………・……・……………・…・…………277

   表3土器観察表(3)・…・……………・………・…・……・・………………・・……………・・…・・…・……278

   表4土器観察表(4)…………・……・・………・………・…………………・…………・……・…………279

   表5土器観察表(5)・・………………・………………………………・・…・…・……………・…………280

   表6土器観察表(6)……・…………・…………………・………・・………・・……・…………・………・・281

   表7土器観察表(7)………・・………・……………・…・・………・…………………………・・…・・……282

   表8土器観察表(8)…・・……………・…………………………………・………・…………・…・・……283

   表9土器観察表(9)…・・……………………………・…………・……・・………・・………・・……・……284

   表10土器観察表(10)………………・……………・…・・…………………………・………・・…………285

   表11土器観察表(11)………………………・………・・…………・……・…・…・………………………286

   表12土器観察表(12)………・……・………………・・……………………………………・…………・・287

   表13土器観察表(13)・……………・………・……・……………………・…・…………・…・・………・…288

   表14土器観察表(14)・……………・・………………・…………………・……・・…………・……・・……289

   表15土器観察表(15)…………・…・……・……………………………・・……………・・…・……・・……290

   表16土器観察表(16)……………・・……………・………………・……・……・…………・・………・・…291

   表17土器観察表(17)・…・・……・…・………・・………・……………・……・…………・…・…………・・292

   表18土器観察表(18)…………・…・……・………・…・・……・…・・…・…・………………・……・…・…293

   表19土器観察表(19)……………………………・…・……・・…………・・………・…・……・・……294

   表20土器観察表(20)………………・・…………・……・…………・…・…・・………・………・…………295

   表21石器・石製品観察表…・………・……・……………・…・・……………・・・…………・…・…・・…295

   表22木製品観察表………………・・…………………・…………・・……・・………………・・…………296

   表23鉄製品観察表…………・……・・…………・……・・……・……・……・・・……………・・…………296



     挿図

     第1図遺跡位置図…………・…・…・…・・…3第34図SB868,SB886・……………・…・…・43

     第2図氾濫原の微地形面区分…・………・4第35図SB887…・……………・・…………一44

     第3図調査概要図・・………………………5第36図SE863,SK918,SE927……・……・46

     第4図地籍図明治21年………・・………7第37図SK310,SK590・・…一・・一・・…一…一・48

     第5図10区遺構配置図…………・……・・一11第38図SK861,SK911,SK915・・…・一・・…49

     第6図ST106,ST114・・……………・・…・・12第39図SK914,SK916・…………………・・50

     第7図ST114カマド……一……・…・・…13第40図SK922,SK923,SK934…・………51

     第8図ST106カマド,                        第41図SK919,SK920,SK921…………・52

     ST106.114掘り方…一…………14第42図SK919断面図一………………・・…53

     第9図ST168…………・…・………………15第43図SK924,SK925,SK926…………・54

     第10図ST168掘り方・一……………・…・16第44図SK933・…一・…一一・・・・…一一・・一一・・一55

     第11図ST168カマド,土器出土状況…・・17第45図SK940,SK941,SK942………・…56

     第12図ST300………・……・・……………・・18第46図SD116,SD118断面図………・・…57

     第13図ST300カマドー…………一・…・19第47図11区遺構配置図………………・・…58

     第14図ST677……・………………………20第48図ST2001,カマド,ST2004…・・……60

     第15図ST710…・…………・………………22第49図ST2006………………・……………61

     第16図ST710掘り方,カマド・一………23第50図ST2007,カマド………・…一…・一62

     第17図ST848,849,850掘り方………一24第51図SB2005………・・………・…………・63

     第18図ST848,カマドー………………・・…25第52図SB2002,SB2003……………・……64

     第19図ST849…………・…・・……・………・26第53図SB2002,SB2003断面図……・・…65

     第20図ST850,掘り方……………・…・・…・27第54図SB2008,SB2009.SK2083………66

     第21図ST851,カマド…………・…・…・・…28第55図SB2008,SB2009断面図・…・……67

     第22図ST852…………・…・………………29第56図SK2083断面図,SB2188・…・……68

     第23図ST853,掘り方……一……・…・…・30第57図SE2136・一一一・・…一・…一一・一一一・・…70

     第24図ST855,SX862……………………32第58図SK2055,SK2107・・一・一一・・一・。一・・一71

     第25図ST858,ST903…・…・…・…………33第59図12・13区遺構配置図…・……・……73

     第26図SB338,SB818…・・…………・・……35第60図ST2180……………・…・・…………・76

     第27図SB436…・…………・…・…・・………36第61図ST2180柱穴断面図,

     第28図SB436柱穴断面図………一……37掘り方及び旧ST………・・………・77

     第29図SB829,SB860………一・… ・38第62図ST2190…・…・…………・…・………78

     第30図SB854………………"            39第63図ST7008……………・………………80

     第31図SB856…・・…………"'"""""""40第64図ST7008,カマド,掘り方,

     第32図SB857………"""'"""            41ST7009・………・……・・……………81

     第33図SB859,SB865……………・   …・・…・42第65図ST7010,掘り方………・・…………82



    第66図ST7010カマド………一・……83            第102図SE7098………………一・………・124

   第67図ST7012,ST7013・……………・・…84      第103図SE7051,SK7192………………・126

   第68図ST7014……………・…………… 86      第104図SK7075,SK7097・・一・一一一一・・・…127

   第69図ST7014掘り方・土器出土状況…  87      第105図SK7100合せ口甕棺……………128

   第70図ST7020,ST7021,ST7025………   88      第106図・SD7001,SD7002,

   第71図ST7023,掘り方,カマド…一……    89                        SD7046交差部分………………129

   第72図ST7024,カマド,土器出土状況…・ 90       第107図SD7085断面図・……………・…・130

   第73図ST7024掘り方………一………  91       第108図ST3003,カマド……・……・……・132

   第74図ST7026……………・…………  92       第109図ST3004,土器出土状況…………134

   第75図ST7026断面図・一……………・93       第110図ST3004(旧ST),

   第76図ST7026カマド・………・………・ 94                   EK,EP断面図・・………………135

   第77図ST7027,カマド,掘り方…・……… 95       第111図ST3004カマド………・・………・136

   第78図ST7028,掘り方,土器出土状況…96       第112図ST3008,ST3009……………・…137

   第79図ST7030,カマド,掘り方………・… 97       第113図ST3012,ST3013…・……………138

   第80図ST7031,カマド……・……・……  98       第114図ST3017カマド……・一………・139

   第81図ST7031掘り方・……………一   99       第115図ST3017掘り方,ST3018・・……140

   第82図ST7033,土器出土状況…一……100     第116図SB3091……………・…・……・…・141

   第83図ST7033掘り方一………………・101     第117図SK3052,SK3068一…一一・・・・…一・142

   第84図ST7034,カマド………・・………・ 102     第118図SD3014,SD3015,SD3016,

   第85図ST7034掘り方………・…………103                   SD7085,SD7099,SD7101

   第86図ST7035,ST7042・…………・…   104               断面図……・…………・・…………144

   第87図ST7052……………・………・… 105    第119図 SD3016,SD3015,SD7085,

   第88図ST7052カマド・・………………・・106                           SD7101,SD7099断面図……一145

   第89図ST7068,掘り方…・・……………・107    第120図 SD3005,SD3015,SD3069,

   第90図ST7086……・・………・…………108                  SD3071,SD3072………………・146

    第91図SB7007…・……………'     110   第121図           SD3001,SD3002,SD3005

   第92図SB7011………………………… 111               SD3015,SD3069断面図・・……147

   第93図SB7018(3047)………………・・  112   第122図  14区遺構配置図…………・・……・148

   第94図SB7019………………・………  114   第123図            ST4001………・…・…・・…………150

   第95図SB7022,SB7032………・……・  115    第124図 ST4070,カマド………・…・……・151

   第96図SB7044,SB7045…………・…・  117    第125図            ST4071,カマド……………・…・・152

   第97図SB7037,SB7125・・……………  118    第126図            ST4071断面図,掘り方……一153

   第98図SB7128・………・………・……  119    第127図 ST4072,掘り方,土器出土状況

   第99図SB7038,SB7126…………・…… 120                        ST4076………………・…………155

   第100図SB7129…・…………・…・……・121    第128図            ST4073,掘り方,

   第101図SB7127,SB7194…・……………122                        ST4074,掘り方…………・・……・157



    第129図SE4056,SE4075,                         第153図SK5142,SK5143,SK5144,

    土器出土状況………………  158SK5145,SK5146,SK5148・…186

    第130図SX4110,SM4152,SM4159,             第154図SK5147,SK5149,SK5150,

    SM4161,SM4162……………  160SK5151,SK5152,SK5173・・・…187

    第131図SM4189,SK4163,SK4019             第155図SK5174,SK5175,SK5176,

    SK4065,SK4213,SK4099……  161SK5178……・一…・・・・・・・・・・・・・・・・…188

    第132図SK4214,SK4154,SK4217,             第156図SD5002,SD5003,SD5004,

    SK4219,SK4223・・…・…・・…・162SD5130,SD5119・………………190

    第133図SK4224,SK4260,SK4225……  163第157図16区遺構配置図……………・・…・192

    第134図SD4002,SD4008交差部分…  164第158図SK6016,SK6039,SK6040,

    第135図SD4002SD4008                        SK6064,SK6089・・…一・一・・一・一一194

    交差部分断面図……・……・・165第159図SK6090,SK6099,SK6011,

    第136図方形周溝状遺構……・……・・166SK6057,SK6059,SK6060……195

    第137図方形周溝状遺構断面図……  167第160図SK6091,SM6111,SM6112,

    第138図SD4002,SD4008断面図…一…168SM6117,SM6118,SM6120・…・196

    第139図SD4006,SD4007,                        第161図SD6010,SM6012,SM6095,

    SD4118断面図・…一…… …・169SM6096………・……・………・・…198

    第140図15区遺構配置図……・…・ …・171第162図SD6010,SM6012,SM6095,

    第141図ST5031一……………・………172SM6096断面図……一・………199

    第142図ST5031カマド,                        第163図SD6004,SD107………・・……・…200

    ST5032,カマド・…………・……・173第164図SD6009,SD6005,SD6017,

    第143図ST5033,カマド,掘り方……一175SD6018・……………・・………・…202

    第144図ST5034,カマド……一…………・176第165図SD6009,SD6017,SD6037

    第145図SB5123…………・…・…・…… 178SD6038断面図……………・・…・203

    第146図SB5124,SB5125……・…………179第166図SD6037,SD6038,

    第147図SK5043,SK5044,SK5080,SK6097断面図…………一・…・204

    SK5081…・……・・……・…………180第167図遺物実測図(1)10区ST…一……206

    第148図SK5084,SK5095,SK5096,            第168図遺物実測図(2)10区ST・…・……207

    SK5097,SK5098,SK5120……181第169図遺物実測図(3)10区ST・・………208

    第149図SK5100,SK5101,SK5116,            第170図遺物実測図(4)10区ST……・…・209

    SK5118…………………………・182第171図遺物実測図(5)10区ST………・・210

    第150図SK5115,SK5117,SK5132……183第172図遺物実測図(6)10区ST,SB…一211

    第151図SK5133,SK5134,SK5137,            第173図遺物実測図(7)10区SK,SP…一212

    SK5138…・・・・・・・・・・・・・………184第174図遺物実測図(8)10区SD,SX,

    第152図SK5135,SK5136,SK5139,             グリッド…・……・………・………213

    SK5140,SK5141……………・…185第175図遺物実測図(9)11区ST…一……215



    第176図遺物実測図(10)11区SE2136・…216第205図遺物実測図(39)14区ST・・……一248

    第177図遺物実測図(11)11区SB,SK,            第206図遺物実測図(40)14区ST,SE,SD,

    SP,SD,グリッド………・……・・217グリッド………・………・・………249

    第178図遺物実測図(12)12区ST……・…219第207図遺物実測図(41)15区ST………・250

    第179図遺物実測図(13)12区ST………・220第208図遺物実測図(42)15区ST,SK,SD

    第180図遺物実測図(14)12区ST…・……22116区SD……………………・……251

    第181図遺物実測図(15)12区ST・………222第209図遺物実測図(43)

    第182図遺物実測図(16)12区ST………・223中・近世陶磁器・……・…………・253

    第183図遺物実測図(17)12区ST…一…224第210図遺物実測図(44)石器……………257

    第184図遺物実測図(18)12区ST……・…225第211図遺物実測図(45)石製品…………258

    第185図遺物実測図(19)12区ST…・……226第212図遺物実測図(46)石製品…………259

    第186図遺物実測図(20)12区ST……・…227第213図遺物実測図(47)木製品…………261

    第187図遺物実測図(21)12区ST……一228第214図遺物実測図(48)木製品…………262

    第188図遺物実測図(22)12区ST………・229第215図遺物実測図(49)木製品…………263

    第189図遺物実測図(23)12区ST…一…230第216図遺物実測図(50)木製品…………264

    第190図遺物実測図(24)12区ST……・…231第217図遺物実測図(51)木製品…………265

    第191図遺物実測図(25)12区ST………・232第218図遺物実測図(52)木製品…………266

    第192図遺物実測図(26)12区ST…・……233第219図遺物実測図(53)木製品…………267

    第193図遺物実測図(27)12区ST………・234第220図遺物実測図(54)木製品…………268

    第194図遺物実測図(28)12区ST……・…235第221図遺物実測図(55)木製品…………269

    第195図遺物実測図(29)12区SB,            第222図遺物実測図(56)木製品…………270

    SE,SK・・・・・… ・・・・・・・・・・・・…236第223図遺物実測図(57)木製品…………271

    第196図遺物実測図(30)12区SD………・237第224図遺物実測図(58)木製品…………272

    第197図遺物実測図(31)12区SD…一…238第225図遺物実測図(59)木製品…………273'

    第198図遺物実測図(32)13区ST…・……239第226図遺物実測図(60)木製品…………274

    第199図遺物実測図(33)13区ST………・241第227図遺物実測図(61)鉄製品…………275

    第200図遺物実測図(34)13区ST……・…242第228図竪穴住居集成図…………・300～301

    第201図遺物実測図(35)13区ST・………243第229図竪穴住居掘り方集成図…………302

    第202図遺物実測図(36)13区ST・………244第230図出土土器集成図(1)……一304～305

    第203図遺物実測図(37)13区ST,SD,  第231図出土土器集成図(2)・…・…306～307

    グリッド…・……・………・…・…・・245第232図出土土器集成図(3)・……………308

    第204図遺物実測図(38)14区ST・………247



     図版

   巻頭図版1高瀬山遺跡2期全景 図版26SK310・592・867・914・915

     (東側上空から)図版27SK919・920・921・924・925・926

    巻頭図版2ST7023・ST7026図版28SK920・922・934・941

     ST3004出土遺物図版29SK934・940

     図版1調査前状況他図版30ST2001・2007

    図版210区・11区検出状況図版31ST2006・2007

    10区完掘状況全景図版32ST2001・2004・SB2008・2007・2005

    図版311区完掘状況全景図版33SB2002・2008

    12区・13区検出状況全景図版34SB2008・2009・2188・SK2083

    図版413区完掘状況全景図版35SE2136

    12区完掘状況全景図版36ST2180・3017

    図版514区検出状況全景図版37ST2180・2190・7052

    14区完掘状況全景図版38ST7052

    図版615区検出状況全景図版39ST2190

    15区完掘状況全景図版40ST7008・7042・SB7044・SE7051

     図版7ST106・114図版41ST7008・7009

     図版8ST106・168図版42ST7010

     図版9ST168・677図版43ST7012・7013

     図版10ST300            図版44ST7012・7014

     図版11ST710・848・853図版45ST7014

     図版12ST848・849・850図版46ST7020・7021

     図版13ST850            図版47ST7023

     図版14ST851・858図版48ST7023・7024・7025

     図版15ST852・853図版49ST7024

     図版16ST855・SX862図版50ST7026

     図版17SB338・436図版51ST7027

     図版18SB818・829図版52ST7028

     図版19SB854・856図版53ST7028・7030

     図版20SB856・865図版54ST7031

     図版21SB436・857図版55ST7031・7033

     図版22SB859・860図版56ST7034・7035

     図版23SB868・886図版57ST7035

     図版24SB887・2005図版58ST7068

     図版25SE863・927・2136図版59ST7086・SD7085



    図版60SB7001・7007・7045図版93ST5031

    図版61SB7007・7011            図版94ST5032・5033・SK5146

    図版62SB7011・7022            図版95ST5033

    図版63SB3047・3044・7019図版96ST5034

    図版64SB7019・7032            図版97SB5124・5125

    図版65SB7038・7126・7045図版98SK5084・5095・5100・5101

    図版66SB7037・7125            SK5116・5120・5132・5133

    図版67SB7128・7129            図版99SK5135・5136・5137・5138

    図版68SB7127・7128・7194SK5139・5140・5141・5142

    図版69SE4075・5043・5044。7098図版100SK5143・5144・5145・5146

    図版70SK7075・7192・7193SK5147・5148・5149・5150

   図版71SK4019・4217・4219・4223・7192 図版101SK5151・5152・5157・-5173

    図版72SD2015・7001・7002・7046SK5174・5175・5176・5178

    SD7049・7070            図版102SD5001・5002・5004・5119

    図版73SD3015・3924・7085・7099・7101図版103SD6009・6010・6017

    図版74ST3003                                    SK6111・6112・6117・6118

    図版75ST3004                        図版104SD6005・6009

    図版76ST3004・3017            図版105SD6010・6095・6095

    図版77ST3004・SB3044・5123図版106SD6010・SK6012・6095・6096

    図版78ST3008・3009            図版107SD6001・6004・6037・6038・6107

    図版79ST3012・3013            図版108SD6009・6017

    図版80SD3001・3005・3007・3014図版109SK6040・6059・6060・6089・6091

    SD3015・3016            図版110SK6016・6090・6099

    図版81SD3014・3015・3016図版111出土遺物(1)土器

    図版82ST4001・SD4006            図版112出土遺物(2)土器

    図版83ST4070                        図版113出土遺物(3)土器

    図版84ST4001・4071            図版114出土遺物(4)土器

    図版85ST4072・4073            図版115出土遺物(5)土器

    図版86ST4074・4076            図版116出土遺物(6)土器

    図版87SE4056・4075            図版117出土遺物(7)土器

    図版88SK4099・4224・4225図版118出土遺物(8)土器

    図版89方形周溝状遺構            図版119出土遺物(9)土器

    図版90SD4002・4008・SX4110図版120出土遺物(10)土器

    図版91SD4006・4007・4008図版121出土遺物(11)土器

    図版92SD4008・4157・4160・4172図版122出土遺物(12)土器

    SD4173・4175            図版123出土遺物(13)土器



    図版124出土遺物(14)土器 図版151出土遺物(41)土器

    図版125出土遺物(15)土器 図版152出土遺物(42)土器

    図版126出土遺物(16)土器 図版153出土遺物(43)土器

    図版127出土遺物(17)土器 図版154出土遺物(44)土器

    図版128出土遺物(18)土器 図版155出土遺物(45)土器

    図版129出土遺物(19)土器            図版156出土遺物(46)土器

    図版130出土遺物(20)土器            図版157出土遺物(47)土器

    図版131出土遺物(21)土器 図版158出土遺物(48)土器

    図版132出土遺物(22)土器 図版159出土遺物(49)土器

    図版133出土遺物(23)土器 図版160出土遺物(50)土器

    図版134出土遺物(24)土器 図版161出土遺物(51)土器

    図版135出土遺物(25)土器 図版162出土遺物(52)中・近世陶磁器

    図版136出土遺物(26)土器            図版163出土遺物(53)中・近世陶磁器

    図版137出土遺物(27)土器 図版164出土遺物(54)石器

    図版138出土遺物(28)土器 図版165出土遺物(55)金属製品・石製品

    図版139出土遺物(29)土器 図版166出土遺物(56)金属製品・石製品

    図版140出土遺物(30)土器 図版167出土遺物(57)木製品

    図版141出土遺物(31)土器            図版168出土遺物(58)木製品

    図版142出土遺物(32)土器            図版169出土遺物(59)木製品

    図版143出土遺物(33)土器            図版170出土遺物(60)木製品

    図版144出土遺物(34)土器 図版171出土遺物(61)木製品

    図版145出土遺物(35)土器            図版172出土遺物(62)木製品

    図版146出土遺物(36)土器            図版173出土遺物(63)木製品

    図版147出土遺物(37)土器 図版174出土遺物(64)木製品

    図版148出土遺物(38)土器            図版175出土遺物(65)木製品
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    図版150出土遺物(40)土器
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 高瀬山遺跡2期の土器胎土分析と骨鑑定

 パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

 奈良・平安時代の大規模な集落跡が検出されている高瀬山遺跡では、住居跡や溝および井戸な

 どの遺構から出土する土器の量も豊富である。高瀬山遺跡北西方には同時代の須恵器窯と考え

 られている平野山古窯跡群が近接することから、高瀬山遺跡から出土する土器の生産地の推定

 は、奈良・平安時代における寒河江市周辺域の土器の生産と流通の状況を考える上で、非常に
 重要な作業となる。本報告では、高瀬山遺跡(2期)の調査区から出土した須恵器と土師器の

 胎土の状況を捉え、まずは同時期の同一場所における土器胎土の状況(皆同じか皆異なるか、あ

 るいは多数派と少数派があるなどの状況)を確認する。これにより、高瀬山遺跡における奈良・

 平安時代の土器の事情について考え'、生産地推定のための基礎資料とする。

 なお、本報告では、溝跡より出土した骨類についても鑑定を行う。発掘調査所見によれば、骨

 片が出土した溝は何重にも回る周溝であり、墓地か祭場ではないかと考えられている。今回の

 鑑定結果は、溝の性格を考える上でも重要な資料となり得る。

 1土器の胎土分析

 1試料

 試料は、高瀬山遺跡(2期)発掘調査区内から出土した、須恵器11点(試料番号1～11)と土

 師器7点(試料番号1～7)の合計18点である。各試料の器種、出土した調査区および遺構名な

 どを、観察結果を示した表1に併記する。なお、今回の試料には、赤焼土器は含まれていない。

 2方法

 当社では、これまでに山形県内の遺跡から出土した須恵器および赤焼土器について、土器片の

 薄片を作製し、偏光顕微鏡観察により認められる鉱物片や岩石片の種類を同定し、また鉱物の

 変化から推定される焼成温度を記載して胎土の特徴とし、窯跡試料との比較や遺跡間の比較を

 行ってきた。今回の試料についても、これらとの比較を考慮して、同一の方法で分析を行う。

 薄片は、試料の一部をダイアモンドカッターで切断、正確に0.03mmの厚さに研磨して作製

 した。薄片は岩石学的な手法を用いて観察され、構成鉱物および組織を中心に各試料特徴を把

 握し、鉱物の加熱変化をもとに焼成温度を推定した。

 3結果

 観察結果を、一覧表にして表1に示す。以下に観察された鉱物片、岩石片および基質について

 説明し、また焼成温度を推定する。
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 (1)鉱物片

 石英・カリ長石・斜長石が全試料に、不透明鉱物が14試料に、黒雲母が13試料にジルコンが4

 試料に検出され、花崗岩類に起源すると考えられる鉱物に富む。角閃石は6試料、単斜輝石・斜

 方輝石は各々2試料と、安山岩類等に由来すると考えられる鉱物の出現頻度は、比較的低い。

 石英:各試料に含まれる石英の最大粒径は1.80～0.32mmで、他形粒状または破片状を呈し、

 平均的には1.0～0.5mmの粒径を示すことが多い。900℃前後の焼成試料の石英では加熱変化は

 みられないが、須恵器などでは高温加熱によるクラックを生じ、1,150℃以上に加熱されている

 試料はクラックに沿って溶融する現象が観察される。

 カリ長石:全試料に少量～きわめて微量の範囲で存在し、各試料に含まれるカリ長石の最大粒
 径の平均は0.66mmで、他形粒状または破片状を呈して包有されている。カリ長石には正長石・

 パーサイト・マイクロタリンがあり、その量比は原土を供給する後背地の地質と密接な関係を

 有し、花崗岩類が露出する地域で多く含有される。カリ長石は1,500℃前後の加熱で溶化し、焼

 成温度を推定する重要な指標の一つとなる。

 試料番号1、7、9ではカリ長石の周縁部が微溶化しているのに対し、試料番号2、6、8、

 11では溶化がかなり進行した状態を示し、その他の試料中のカリ長石は加熱変化を示さない。

 斜長石:一般に、原土中に石英とともに普遍的に含まれる鉱物の一つで、全試料に少量～きわ

 めて微量存在し、各試料に含まれる斜長石の最大粒径の平均は0.58mmで、破片板状または他

 形粒状を呈して包有されている。集片双晶が発達し、一部には火山岩源とみられる累帯組織が

 観察される。斜長石の一種の曹長石は1,130℃以上で加熱変化がみられ、1,200℃前後でムライト

 の存在が顕微鏡下で顕在化し、1,250℃前後ではムライトの結晶成長が顕著になるため、焼成温

 度を推定する重要な指標の一つとなる。観察試料では、試料番号2、6、8の3試料にムライ

 トの生成が認められ、いずれも長さ0.02mm程度の針状結晶を晶出している。

 黒雲母:13試料に含有が認められる。多くは微量～きわめて微量含まれるが、例外的に試料番

 号5に少量～微量の黒雲母が含まれている。黒雲母は、一般には褐色～濃褐色または赤褐色の

 多色性を有するが、原土中で風化作用を受けた黒雲母は、加水雲母化し淡色化して多色性が弱

 くなり、また高温焼成された黒雲母は黒色鉄鉱物化、または赤色鉄鉱物化していることが多い。

 角閃石:6試料にきわめて微量存在する。破片状または破片柱状を呈し、大部分は酸化角閃石

 化が認められる。角閃石は、約800℃以上の加熱で酸化角閃石に変質する性質があり、酸化角閃

 石の存在は少なくとも800℃以上で加熱されたことを示している。角閃石は、次項の輝石類とと

 もに安山岩活動に伴って火山岩の構成鉱物となることの多い鉱物の一つである。

 輝岩類:輝石には、単斜輝石と斜方輝石の二種がある。観察試料では、単斜輝石は2試料に、

 斜方輝石も2試料に観察される。これらの輝石類は、輝石安山岩類に起源すると考えられる。

 ジルコン:4試料にきわめて微量含有される。花崗岩類に伴われることが多い鉱物の一つである。

 不透明鉱物:微量～きわめて微量の範囲で、14試料に存在する。一部を除くと黒鉄鉱物とみな

 されるものが多く、一部の柱状を呈するものは角閃石または黒雲母からの変質物の形状を示し

 ている。
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 (2)岩石片

 岩石の種類は多様で、中一古生層の構成岩石と考えられるチャートが7試料に、夏岩が2試

 料に、砂岩が11試料に検出され、新第三系の火山物質と推定される凝灰岩が16試料に、安山岩が

 6試料に、流紋岩・デイライト・火山ガラスが各1試料に認められる。花嵐岩類は、7試料中

 に存在し、おそらく第四系と推定される泥岩は9試料に、スコリアは3試料に包有される。こ

 のほかに、石英片岩と判定される岩片が1試料(試料番号12)にみられる。

 チャート:7試料中に、少量～きわめて微量含まれる。多くは粒径1.Omm以下の亜角礫状を

 呈し、最大粒は1.15mmの亜角礫状で含まれる。微晶質～細晶質石英の集合体で、いわゆる「非

 変成チャート」がが多く、一部はカルセドニ質である。原土の供給後背地には、チャート層が

 発達する中一古生層が分布していることを示唆している。

 砂岩:11試料に含まれる。グレーワッケ質砂岩および石英質砂岩で、チャート・頁岩などと中一

 古生層を構成する地層の一部と考えられる。

 頁岩:いわゆる粘板岩の岩片で、2試料に検出される。偏平状を呈し、微細なネマトブラスティッ

 ク組織を示すセリサイトで構成されていることが多い。本来存在している炭質物は、加熱焼成

 により消失している。頁岩は、チャート・砂岩とともに、中一古生層に分布する岩石である。

 凝灰岩:16試料に、少量～きわめて微量観察される。新第三系と考えられる亜角礫～亜円礫状

 の凝灰岩片で、各試料に含まれる凝灰岩の最大粒径は2.0～0.18mmで、平均的にはLO～0.25mm

 の粒径を示すことが多い。多くは非晶質であるが、一部はセリサイト化、珪長質鉱物化されて

 いる。

 安山岩:6試料に、微量～きわめて微量検出される。ガラス基流晶質組織を示す安山岩および

 変質安山岩の破片で、各試料に含まれる安山岩の最大粒径は0.92～0.20mmで、平均最大粒径

 は0.50mmである。

 流紋岩:デイサイト・火山ガラス岩:流紋岩・デイサイト・酸性岩とみなされる火山ガラス

 岩は、各1試料に微量～きわめて微量観察される。流紋岩・デイサイトは1球穎組織または放

 射組織を示し、火山ガラス岩は晶子が析出したガラス質岩の破片として検出される。

 花崗岩類:7試料に、微量～きわめて微量検出される。各試料に含まれる花崗岩類の最大粒径

 は2.0～0.45mmで、平均最大粒径は0.67mmである。いずれも石英・カリ長石・斜長石、およ

 び場合により黒雲母などで構成される深成岩の岩片で、鉱物組み合わせば必ずじも忠実に原岩
 の岩質を表しているとはいえないために、花崗岩類とした。胎土中の石英・カリ長石・黒雲母・

 ジルコン等は、花嵐岩に由来する鉱物が大半であると考えられる。

 泥岩:微量～きわめて微量、9試料に存在する。まれに1.Ommの粒径を示すことがあるが、

 大部分は0.5mm以下の円礫状を呈している。非晶質物質で構成されるものが多いが、一部はス

 メクタイト質粘土鉱物で構成されているものがあり、焼成品中に組織を残存していることが多

 い。泥岩とした岩片は前述の頁岩と異なり、新第三紀以降の非変成の新期堆積岩または未固結

 物質で、含鉄質であることが多い。

 スコリア:3試料に、少量～微量検出される。粒径最大L64mm、平均最大粒径1.23mmの亜
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 円礫状を呈する黒色ガラス質物質で構成され、含鉄質で一部は赤鉄鉱化している部分がみられ

 る。しばしば砕屑片を包有し、明確な発泡組織がみられないことから、安山岩質凝灰岩の疑い

 がもたれるものもある。

 石英片岩:微量～きわめて微量、1試料(試料番号12)に認められる。粒径最大0.43mmの

 亜角礫状を呈する。片理組織が発達している細晶質石英で構成されている。

 (3)基質

 石英:全試料の基質粘土中には、0.02mm以下の石英破片が少量～きわめて微量存在し、少量～

 微量存在すると粘土は砂質となる。

 粘土鉱物(セリサイト):セリサイトは、鉱物学的には白雲母と同質の鉱物であるが、素地を

 構成する微細な鱗片状粘土鉱物に対して用いられている。セリサイトは可塑性が高く、陶磁器

 では素地を構成する重要な粘土鉱物の一つであるが、高温焼成で加熱変化を受け易く、溶化ま

 たは非晶質化しているため、焼成物ではその確認が困難な鉱物となる。観察試料のうち、10試料

 ではセリサイトとしての光学性が保持されたまま残存して観察され、1試料では組織は残存す

 るもののセリサイトは微量残されているに過ぎず、7試料は非晶質化し、セリサイトの痕跡は

 消失している。セリサイトは、X線回析試験では900℃前後で非晶質化するのが通常で、セリサ

 イトの大部分が残存する現象は、比較的低温で焼成されたことを証明する指針の一つとして注

 目される。観察試料でみられるセリサイトは、素地を構成する粘土の主構成鉱物で、酸化鉄を

 含み、着色されているものが多い。一般的な土師器は、この種の含鉄粘土を使用しているもの

 が大部分で、須恵器は含鉄種と鉄分が少ない試料の二種が認められている。

 酸化鉄:胎土の外観が、赤味を帯びる試料に含まれる。粘土中の含水酸化鉄(褐鉄鉱)は、実

 験的には320～350℃の加熱で脱水し、赤鉄鉱に転移するため、焼成物中では結核状および鉱染状

 を呈する赤鉄鉱として存在する。堆積時に原料粘土中に水酸化鉄として含まれるものは、焼成

 時に酸化鉄に変化して、鉱物粒子の粒間を埋め膠結することから、比較的低温で焼結すると考

 えられる。観察試料では、試料番号1、2、3、5、8、13、15、18の8試料の含鉄量が高い。

 酸化鉄結核:素地に不純物として含まれる鉄分が濃集した結核は、高温で加熱されると、濃赤

 褐色～鮮赤色となり、周縁の石英等の鉱物片を包有して膠結する現象がみられる。不規則形を

 呈し、核として黒色不透明鉱物が残存し、円形の空隙を生じていることも多い。空隙を多く生

 ずるものは、鉄分の多い原土を組成に応じた適温を越えて加熱した試料に多くみられる。なお、
 濃赤褐色～鮮赤色結核中には、微細な赤鉄鉱が生成されている。観察試料では、試料番号1、5、

 12、13、15の5試料に比較的多くの結核が含まれる。

 (4)推定焼成温度

 一般に粘土を高温焼成すると、その温度条件と化学組成に対応した鉱物の晶出(代表的な鉱物

 はムライト)、溶融・非晶質化などの現象がみられる。観察試料では、焼成温度の推定にあたっ

 て、次の現象について検討して指針として適用した。

 1)角閃石が酸化角閃石に変化している試料の焼成温度は、800℃以上と推定される。

 2)素地を構成する主要粘土鉱物のセリサイトが加熱変化を受けていない試料の焼成温度は、
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  900℃一と推定される。

  3)セリサイトの一部は加熱変化を受けて非晶質化しているが、大部分が残留している試料の

  焼成温度状態は、900℃±と推定される。

  4)セリサイトの大部分は加熱変化を受けて非晶質化しているが、石英・長石類に加熱変化が

  みられない試料の焼成温度は、900℃+と推定される。

  5)セリサイトは加熱により非晶質化しているが、石英・長石類にあまり加熱変化がみられな

  い試料の焼成温度は、1,150℃一と推定される。

  6)石英に高温焼成で生じたクラック(高温クラック)がみられ、カリ長石の周縁部が微溶化

  してい:る試料の焼成温度は、1,150℃±と推定される。
  7)石英に高温クラック・溶融組織がみられ、カリ長石に顕著な溶融組織が認められるが、曹

  長石のムライト化が明瞭ではない試料の焼成温度は、1,150～1,200℃と推定される。

  8)ムライトの生成が褐色リムまたは短針状で確認される試料の焼成温度は、1,200℃±と推

  定される。

  9)針状ムライトが粗に生成している試料の焼成温度は、1,200～1,250℃と推定される。

  10)針状ムライトが密に生成する試料の焼成温度は、1,250℃+と推定される。

  一覧表には、上記の現象を基準として、各試料を推定焼成温度別に区別して表示した。これに

  よれば、観察試料はいずれも1)～8)の段階の範囲に属している。
  焼成温度別には、次のように区分される。

  ・900℃一(6試料):試料番号3、5、13、14、16、18

  ・900℃±(1試料):試料番号17

  ・900℃+(3試料):試料番号4、12、15

  ・1,150℃一(1試料):試料番号10

  ・1,150℃±(3試料):試料番号1、7、9

  ・1,150～1,200℃(3試料):試料番号6、8、11

  ・1,200℃±(1試料):試料番号2

  4考察

  (1)胎土の特徴から推定される地質とその分布域

  各試料における鉱物片と岩片の産状は、須恵器も土師器も少量以下しか含まれず、またその種

  類構成にも特に顕著な違いはない。この状況は、今回の試料が、いずれも同様な地質学的背景

  をもつ地域で生産されたことを示唆する。推定される地質学的背景は、特に岩片の産状に注目

  すると凝灰岩、砂岩、泥岩の3種類の岩片が目立つことから、東北地方でいえばグリーンタフ

  とよばれる新第三系の分布域である。高瀬山の位置する山形盆地を取り巻く山地の地質も、そ

  の分布域である(日本の地質「東北地方」編集委員会、1989:以下同様)ことから、今回の試料

  は山形盆地内で製作された可能性がある。ただし、グリーンタフの分布域は東北地方の日本海

  側一帯に広がっており、山形県内でも米沢盆地および新庄盆地を取り巻く地質は、山形盆地と
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 よく類似する。したがって、これらの盆地での資料がない現時点では、まだ土器の製作地を盆

 地問で区別することはできない。これまでの分析例では、庄内平野の宮ノ下、北目長田、権待

 の各遺跡の例があるが、これらの遺跡から出土した須恵器および赤焼土器には、安山岩の岩石

 片の多い傾向が認められた。この傾向は、おそらく鳥海山や月山に由来する砕屑物が関係して

 いると考えられ、庄内平野の土器と上述の各盆地の土器との区別に、有力な指標になる可能性

 がある。例えば、上記3種類以外の岩片(チャート、安山岩、花崗岩など)の産状で区別でき'

 るかも知れない。この場合、チャートの由来する地質として考えられるのは、最上川の源流地

 域の山形一福島県境を構成する飯豊山地の古生層である。したがって、より上流地域の米沢盆

 地では、他の地域よりもチャートの含有量が多いことが想像できる。一方、安山岩については、

 新庄盆地の近辺には大きな安山岩の火山はないから、この産状によって他の盆地との区別は付

 けられそうである。山形盆地と米沢盆地については、どちらもそれぞれ蔵王山、船形山と吾妻

 山という大きな安山岩質の火山が周辺にあるため、産状は似ている可能性がある、また、花崗

 岩については、山形盆地と米沢盆地では、山形一新潟県境となっている朝日岳を構成する花崗

 岩帯に由来する砕屑物が、水系を通じてどちらの盆地にも供給されている可能性があり、区別

 は難しいかも知れない。新庄盆地については、山形一秋田県境となっている神室産地に分布す

 る花崗岩に由来する砕屑物が、水系を通じて流れ込んでいる可能性がある。したがって、どの

 盆地でも花崗岩は存在するであろうが、その含有量には違いがありそうである。今後、各盆地

 間での資料を蓄積した上で、土器胎土の特徴に盆地間で差が現れるか検討してみたい。

 (2)須恵器の胎土について

 今回の試料のうち、土師器試料7点の問では胎土に特に大きな差異はなく、全て同じ製作場所

 あるいは近接する地域内で製作されたものである可能性が高い。一方、須恵器試料11点の中では、

 素地の鉱物および推定焼成温度において、試料間に比較的明瞭な差異が認められる。まず、素

 地の鉱物において、含鉄量の多い粘土とそうでない粘土とが区別され、次にそれぞれのグルー

 プの中に推定焼成温度が900℃前後のものがある。これらの分類を整理すると、.今回の須恵器試

 料は、胎土の特徴から、以下の4グループに分けることができる。

 Ⅰグループ:含鉄量が多い粘土で、推定焼成温度が900℃前後(試料番号3、5)

 Ⅱグループ:含鉄量が多い粘土で、推定焼成温度が1150℃以上(試料番号1、2、8)

 Ⅲグループ:含鉄量が乏しい粘土で、推定焼成温度が900℃前後(試料番号4)

 IVグループ:含鉄量が乏しい粘土で、推定焼成温度が1150℃以上

 (試料番号6、7、9、10、11、12)

 これらの分類は、近接した地域内での窯の違いを示す可能性がある。今回の試料では、上記4

 分類と土器の品種との間には、対応関係は認められない。出土した調査区別では、10区出土試料

 3点のうちⅠグループ1点、Ⅱグループ2点、11区出土試料はⅢグループ1点、12区出土試料4

 点のうち1グループとHグループが各1点ずつで、IVグループ2点、13区出土試料2点はどちら

 もIVグループ、14区出土試料はIVグループ1点のみである。どの調査区試料も点数は充分ではな

 いが、10区の試料に含鉄量の多い粘土の胎土が多い傾向はある。また、11区出土試料の試料番号
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 4は、今回の試料の中で唯一のⅢグループ試料であり、かつ井戸出土試料である。これらの出

 土地点および出土遺構と胎土との関係は、須恵器にかかわる何らかの事情を示唆しているのか

 も知れない。今後の須恵器の胎土分析では、今回のグループ分けに留意する必要がある。

 II骨の鑑定

 1試料

 試料は、溝状遺構SD6010(試料番号1・2)とSD6004(試料番号3)から出土した骨類3

 試料である。

 2方法

 肉眼およびルーペにて観察を行い、種類や部位を同定した。なお、鑑定は早稲田大学金子浩昌

 先生にお願いした。

 3結果

 結果を、各試料毎に述べる。

 ・試料番号1(SD6010RX4)

 ウマの左上顎歯6本が、確認された。第2前臼歯(P2)～第3臼歯(M3)までがあり、おそ

 らく同一個体の歯列と見られる。試料中に、顎骨等の骨片は確認できなかった。

 ・試料番号2(SD6010RX4)

 ヒトの右下顎骨片が、確認された。この下顎骨の歯槽には、第2臼歯(M2)が原位置で認

 められた。この臼歯の摩耗度などから、その年令はほぼ熟年であり、おそらく男性とみられる。

 このほかに、ヒトの側頭骨片と左右の鼓室部片が確認されたが、上記した下顎骨と同一個体

 であるかどうかはわからない。

 ・試料番号3(SD6004)

 ウマの左椀・尺骨と左中手骨が各1点確認された乙

引用文献

 日本の地質「東北地方」編集委員会(1989)日本の地質2東北地方.338p:,共立出版.
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  高瀬山遺跡2期自然科学分析

  パリノ・サーヴェイ株式会社

  はじめに

  高瀬山遺跡は、最上川左岸の高瀬山段丘の中位面に位置する。前回行ったテフラ分析の結果、

  姶良Tn火山灰(AT:町田・新井、1976)の降灰層準が段丘の現地表面よりも1.3m以深にある

  可能性が指摘された。このことから、段丘の離水時期は2万年前よりも古いことが推定される。

  また前回の調査では、珪藻分析・花粉分析・植物珪酸分析・樹種同定・種実同定・骨同定・昆

  虫同定・土壌理化学分析などにより遺構の埋積状況や遺物の素材等が明らかにされている(未

  公表資料)。しかし花粉分析では、花粉化石が全く検出されず、古植生に関しては不明な点が多

  い。

  本報告では、花粉分析、樹種同定、リン・カルシウム分析から遺跡周辺の環境や生業等に関す

  る検討を行う。

  1花粉分析

  (1)試料

  試料は、奈良・平安期の井戸を対象とする。11区SE2136は3点、14区SE4056は最下層から1

  点を採取し分析に用いる。

  (2)方法

  試料約10gについて、水酸化カリウム処理、飾別、重液(臭化亜鉛:比重2.2)による有機物

  の分離、フッ化水素酸による鉱物質の除去、アセトリシス処理の順に物理・科学的処理を施し、

  花粉化石を濃集する。残渣をグリセリンで封入してプレパラートを作製し、光学顕微鏡下でプ

  レパラート全面を操作し、出現する全ての種類について同定・計数を行う。

  (3)結果

  結果を表1、図1に示す。2遺構とも草本花粉が極端に多い組成を示すが、種類構成は異なる。

  SE2136では、ヨモギ属が高率なのに対して、SE4056ではイネ科が高率である。これらは双方と

  も塊状で検出されるものが存在する。木本類は、マツ属・ブナ属、コナラ亜属などが検出され

  るものの、少ない傾向にある。

  (4)考察

  遺構内の花粉分析は、局地的な植生を反映する場合があり、遺構の性格を知る上で、重要な情

  報が得られる場合がある。例えば、千葉県市原市の上総国分尼寺(辻、1984)や、奈良女子大構

  内遺跡(金原、1990)では、局地的な植生や遺構埋積時の季節性について論じられている。また、

  千葉県宮前古墳の石棺の花粉分析結果から、献花に関する情報が得られた例も知られている(内

  山、1991)。今回の場合は、特定の種類が多量に検出され、また塊状でみられることからすると、
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 局地的な植生を反映している場合に相当すると思われる。花粉が塊状で検出される場合には、花

 粉が「雄しべ」ごと落下して、その後あまり移動しない状態が示唆される。すなわち、SE2136

 の近傍にはヨモギ属が、SE4056の近傍にはイネ科がそれぞれ生育していたことが考えられる。

 SE4056からはソバ属の花粉化石が検出されており、周辺での栽培が示唆される。また、木本

 花粉については、ブナ属やナラ類をはじめ冷温帯林を構成する種類が検出されている。草本花

 粉が多いことからすると、周辺は草地であったと考えられ、木本花粉は山地の森林などに由来

 していると考えられる。'

 2樹種同定

 (1)試料

 試料は、井戸(SE2136)の井戸枠材から選択された2点(試料番号6、19)と、SM6111から

 採取したリン・カルシウム分析用の試料中に混入していた炭化材1点である。

 (2)方法

 剃刀の刃を用いて、試料の木口(横断面)・柾目(放射断面)・板目(接線断面)の3断面の

 徒手切片を作製する。切片は、ガム・クロラール(抱水クロラール・アラビアゴム粉末・グリ

 セリン・蒸留水の混合液)で封入し、プレパラートとする。プレパラートは、生物顕微鏡で透

 過光による木材組織の観察を行い、その特徴から種類を同定する。

 炭化材は、木口(横断面)・柾目(放射断面)・板目(接線断面)の3断面の割断面を作製し、

 実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡を用いて木材組織の特徴を観察し、種類を同定する。

 (3)結果

 井戸枠材は、資料番号6がスギ、資料番号19がクリにそれぞれ同定された。また、SM6111

 から出土した炭化材はコナラ属コナラ亜属コナラ節に同定された。各種類の解剖学的特徴など

 を以下に記す。

 ・スギ(Cryμo〃1εr∫αノαpoη∫cα(L.f.)D.Don)スギ科スギ属

 早材部から晩材部への移行はやや急で、晩材部の幅は比較的広い。樹脂細胞はほぼ晩材部に限っ

 て認められ、樹脂細胞の水平壁は多くが平滑である。放射組織は柔細胞のみで構成され、柔細

 胞壁は滑らか、分野壁孔はスギ型で2～4個。放射組織は単列、1～15細胞高。

 ・コナラ属コナラ亜属コナラ節(9麗roμssubgen.Lε戸40加1αn麗sect.Pr'n麗sp.)
 ブナ科

 環孔材で孔圏部はほぼ1列で、接線方向にやや粗となる。道管は孔圏外で急激に管径を減じた

 のち、漸減しながら火炎状に配列する。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射

 組織は同性、単列、1～20細胞高のものと複合放射組織とがある。

 ・クリ(Cαs如n8αcrεnα∫αSieb.etZucc.)ブナ科クリ属

 環孔材では孔圏部は1～5列、孔圏外で急激に管径を減じたのち、漸減しながら火災状に配列

 する。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、単列、1～15細胞高。

 柔組織は周囲状および短接線状。
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 (4)考察

 井戸枠は、スギとクリに同定された。出土状況を見ると、スギは板状に加工されている。クリ

 は出土状況からは形状が把握できない。山形県では、遊佐町石田遺跡、木原遺跡、筋田遺跡等

 で平安時代の井戸枠材の樹種同定が行われている(未公表資料)。その結果では、石田遺跡と木

 原遺跡は全点スギ、筋田遺跡は全点クリに同定されている。これらの結果から、スギやクリが

 井戸枠材の用材として一般的であったことがうかがえ、今回の結果もその一例といえる。しか

 し、これまでの結果では、遺跡によって井戸枠の木材はスギかクリのいずれか1種類で構成さ

 れ、両種が混在する組成は認められていない。クリの形態が把握できないため断定はできない

 が、隅柱や板材などで使用樹種が異なっていた可能性もある。

 井戸枠材の用材選択については、遊佐町の調査例で周辺山地などから得ていた可能性が指摘さ

 れている。本遺跡においても木材は比較的周辺部から入手していた可能性がある。とくにクリ

 は、前回の調査でも燃料材に認められており、周辺部で生育していた可能性がある。井戸内堆

 積物の花粉分析結果では、クリ属やスギ属の花粉化石は検出数が少ない。しかし、得られた花

 粉化石群集はいずれも局地的な植生を反映していると考えられ、古植生についてはさらに類例

 を蓄積することが必要である。そのため、木材の入手場所についても、今後の課題である。

 SM6111から出土した炭化材はコナラ節であった。コナラ節は、前回の調査でも燃料材に認め

 られている。SM6111は人骨も出土しており、本遺構に遺体が埋納されていたことが推定される。

 炭化材は火葬に使用された燃料材の一部等の可能性があるが、詳細は不明である。今後類例を

 蓄積した上で、・コナラ節の使用状況を把握することが必要である。

 3リン・カルシウム分析

 (1)試料

 試料は、土坑(SM6012、6091、6095、6096、6111、6112、6117、6118、6120)の覆土から採取し

 た土壌試料11点、溝(SD6011)の覆土から採取した土壌試料1点である。また、対照試料とし

 て溝(SD6010)の壁面から土壌試料6点を採取し、このうち3点(北壁①～③)を分析試料と

 して選択した。このうち、SM6111の土壌試料中からは人骨が出土している。

 (2)方法

 分析は、土壌標準分析・測定法委員会編(1986)、土壌養分測定法委員会編(1981)、京都大学

 農学部農芸化学教室編(1957)、農林水産省技術会議事務局監修(1967)、ペドロジスト懇談会

 (1984)などを参考にした。以下に、分析方法を示す。

 試料を風乾後、軽く粉砕して2.Ommの節を通過させる(風乾細土試料)。風乾細土試料の水

 分を加熱減量法(105℃、5時間)により測定する。風乾細土試料2.00gをケルダールフラスコ

 に秤とり、はじめに硝酸(HNO,)5mlを加えて加熱分解する。放冷後、過塩素酸(HC10、)10ml

 を加えて再び加熱分解を行う。分解終了後、蒸留水で、100m1に定容して、ろ過する。今回は、

 リン酸含量をリン酸(P、05)濃度として測定する。ろ液の一定量を試験管に採取し、リン酸発色

 液を加えて分光光度計によりリン酸濃度を測定する。別に、ろ液の一定量を試験管に採取し、干
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 渉抑制剤を加えた後に原子吸光光度計によりカルシウム(CaO)濃度を測定する。これら測定値

 と加熱減量法で求めた水分量から乾土あたりのリン酸含量(P205mg/g)とカルシウム含量(CaOmg

 /9)を求める。

 (3)結果

 リン酸、カルシウムの分析結果を表2に示す。各土坑覆土のリン酸含量は、SM6111、6112、6119、

 6120で対照試料より高い値を示した。特に人骨の出土したSM6111では非常に高い値を示す。こ

 れらの土坑ではカルシウム含量も対照試料や他の遺構と比較して高い値を示している。

     表2リン・カルシウム分析結果

     試料名リン酸含量P205mg/9カルシウム含量CaOmg/9土色土性
     16区SD6010北壁①2.081.4710YR3/2黒褐            L

     16区SD6010北壁②0.891.2410YR3/3暗褐            L

     16区SD6010北壁③0.461.1910YR4/3にぶい黄褐L

     16区SD6011Fl1.Ol1.21            10YR2/2黒褐            L

     16区SM6012最下層0.501.0810YR4/3にぶい黄褐L

     16区SM60912層0.531.71            10YR3/2黒褐            L

     16区SM60913層0.612.14            10YR3/2黒褐            L

     16区SM60953層0.471.82            10YR3/2黒褐            L

     16区SM60954層0.511.59            10YR2/2黒褐            L

     16区SM6096最下層0.472.0710YR4/3にぶい黄褐L

     16区SM6111F268.20129.30            10YR1.7/1黒            L

     16区SM6112F24.696.15            10YR2/1黒            L

     16区SM6117F1.042.38            10YR2/3黒褐            L

     16区SM6118F9.4810.23            10YR2/3黒褐            L

     16区SM6120F23.335.15            10YR3/4暗褐            L

     注(1)土色:新版標準土色帖(農林省農林水産技術会議、1967)による。(2)土性:土壌調査ハンドブック(ペドロジスト懇談会、1984)の野外土性の判定法による。L……壌土
  (4)考察

  リン酸のいわゆる天然賦存量の報告例(Bowen,1983;Bolt・Bruggenwert,1980;川崎

  ほか、1991;天野ほか、1991)によれば、上限は約3.OP,05mg/g程度と推定される。また、人

  為的な影響を受けた既耕地では5.5P,05mg/g(黒ボク土の平均値)という報告例がある(川崎
  ほか、1991)。一方、カルシウム含量の天然賦存量は普通1～50CaOmg/9(藤貫、1979)とさ

  れるが、その範囲はリン酸よりも明らかに大きい。したがって、これを著しく越える数値が得

  られた場合に、カルシウムの富化を指摘できる。



 今回の分析結果では、SM611、6112、6118でリン酸の天然賦存量を大きく越え、SM6120は上

 限とほぼ同じ値を示した。対照試料では地表に近い北壁①で他の対照試料や土坑試料よりも大

 きい値を示すが、他はいずれも1.00P、05mg/9以下である。一方カルシウム含量は、SM6111が

 天然賦存量を大きく越えている。また、SM6112、6118、6120では天然賦存量の最大値を越えて

 はいないが、対照試料などと比較すれば高い値である。

 リン酸・カルシウム共に最も高い値を示したSM6111では、分析試料中から人骨が出土してお

 り、カルシウムの富化とも調和的である。分析に際しては、大型の骨片は可能な限り取り除い

 ている。今回の結果は、試料中に骨片が含まれていれば天然賦存量を大きく越える値が得られ

 ることを示している。同様の結果は前回の調査でも得られており、今後同様の調査を行う上で

 参考となる結果である。

 SM6112、6118、6120は、リン酸・カルシウム含量共に対照試料よりも高い値を示しており、遺

 体など、リン酸やカルシウムを含むものが埋積していた可能性が高い。またSM6091では、リン

 酸・カルシウム含量共に天然賦存量の範囲内であるが、土坑下部でやや高い値を示してい。こ

 のことから、リン酸やカルシウムを含むものが埋積して、現在までに流亡している可能性があ

 る。SM6117では、リン酸とカルシウム含量が対照試料より高い値を示し、SM6091と同様のこ

 とが指摘できる。その他の土坑および溝では、いずれも対照試料と同様の値を示しており、リ

 ン酸やカルシウムを含むものが埋積した可能性は低い。

引用文献

 天野洋司・太田健・草場敬・中井信(1991)中部日本以北の土壌型別蓄積リンの形態別計

 量.農林水産省農林水産技術会議事務局編「土壌蓄積リンの再生循環利用技術の開発」、p.28

 一36.

 Bowen,H.」.M.(1983)環境無機化学一元素の循環と生化学一。浅見輝男・茅野充男訳、297p.,

 博友社[H.」.M.Bowen(1979)Env∫ron襯εnfαJCε〃2醜ryo∫EJε規εn孟s]。

 Bolt,H.G.・Bruggenwert,M.G.M.(1980)土壌の化学。岩田進午・三輪容太郎・井上隆弘・

 陽捷行訳、309p.,学会出版センター[H.G.BoltandM.G.M.BRUGGENWERT(1976)

 SOILCHE1匠1ST、Ry]、p.235-236.

 土壌標準分析・測定法委員会編(1986)土壌標準分析・測定法、354p.,博友社。

 土壌養分測定法委員会編(1981)土壌養分分析法、440p.,養賢堂。

 藤貫正(1979)カルシウム。地質調査所化学分析法,52:57-61,地質調査所。

 川崎弘・吉田濡・井上恒久(1991)九州地域の土壌型別蓄積リンの形態別計量.農林水産省

 農林水産技術会議事務局編「土壌蓄積リンの再生循環利用技術の開発」、149p.:P.23-27。

 金原正明(1990)遺構における植物遺体分析について一堆積物の季節性など一。日本文化財科

 学会第7回大会研究発表要旨集、p.22-23。

 京都大学農学部農芸化学教室編(1957)農芸化学実験書第1巻、411p.,産業図書。

 一19一



  農林省農林水産技術会議事務局監修(1967)新版標準土色帖。

  ペドロジスト懇談会(1984)野外土性の判定。ペドロジスト懇談会編「土壌調査ハンドブック」、

  156p.

  辻誠一郎(1984)井戸内埋積物の季節性。「古文化財の自然科学的研究」、p.492-493、同朋社。

  内山隆(1991)宮前古墳石棺内の土壌の花粉分析的研究。「印旛郡市文化財センター発掘調査

  報告書第46集千葉県印旛郡八街町塵拝塚1号墳・宮前古墳・南常盤野馬土手発掘調査報

  告書」、p.49-55、財団法人印旛郡市文化財センター。

  一20一







 高瀬山遺跡2期から出土した木材の年代と樹種

 パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

 高瀬山遺跡は、最上川左岸と高瀬山段丘に位置する。本遺跡では、これまでにテフラ分析によ

 る段丘の層序確立、微化石分析による古環境の推定、樹種同定や種実同定による植物利用の様

 子等が行われている。

 本報告では、奈良・平安時代の井戸枠や柱材について、放射性炭素年代測定を実施してそれら

 の年代に関する資料を得る。また、樹種同定を合わせて実施し、用材に関する資料を得る。

 1試料

 試料は、出土した木材5点である。樹種同定は全点について行い、放射性炭素年代測定は12区

 SE7098井戸枠を除く4点について行う。

 2方法

 (1)放射性炭素年代測定

 a)前処理

 水でよく洗浄して表面の異物を取り除いた。乾燥、粉砕後水酸化ナトリウム溶液で煮沸した。

 室温まで冷却した後、水酸化ナトリウム溶液を傾斜法で除去した。この作業を除去した水酸化

 ナトリウム溶液の色が薄い褐色になるまで繰返した。次に塩酸を加えて煮沸した。室温まで冷

 却した後、傾斜法により除去した。充分水で洗浄した後、乾燥して蒸し焼き(無酸素状態で400

 ℃に加熱)にした。蒸し焼きにした試料は純酸素中で燃焼して二酸化炭素を発生させた。発生

 した二酸化炭素は捕集後、純粋な炭酸カルシウムとして回収した。

 b)測定試料の調製

 前処理に得られた炭酸カルシウムから真空状態で二酸化炭酸、アセチレン、ベンゼンの順に合

 成した。最終的に得られた合成ベンゼン3ml(足りない場合は、市販の特級ベンゼンを足して

 3m1とした)にシンチレイターを含むベンゼン2mlを加えたものを測定試料とした。

 c)測定

 測定は、1回の測定時間50分間を20回繰返す計1,000分間行った。未知試料の他に、値が知ら

 れているスタンダード試料と自然計数を測定するブランク試料を一緒に測定した。

 d)計算

 放射性炭素の半減期としてLIBBYの半減期5,570年を使用した。

 (2)樹種同定

 剃刀の刃を用いて木口(横断面)・柾目(放射断面)・板目(接線断面)の3断面の徒手切片

 を作製し、ガム・クロラール(抱水クロラール、アラビアゴム粉末、グリセリン、蒸留水の混

 合液)で封入し、プレパラートを作製する。作製したプレパラートは生物顕微鏡で観察・同定
 する。
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 3結果

 放射性炭素年代測定結果及び樹種同定結果を表1に示す。年代値は、1430～1180y.B.P.であ

 り、全ての試料が誤差範囲で一致する。一方、これらの試料は、針葉樹1種類(スギ)と広葉

 樹1種類(コナラ属コナラ亜属コナラ節)に同定された。各種類の主な解剖学的特徴を以下に

 記す。

 ・スギ(Cry、醒。〃2εr∫αノαρon∫cα(L.f.)D.Don)スギ科スギ属

 仮道管の早材部から晩材部への移行はやや急で、晩材部の幅は比較的広い。樹脂細胞はほぼ晩

 材部に限って認められる。放射組織は柔細胞のみで構成され、柔細胞壁は滑らか、分野壁孔は

 スギ型で2～4個。放射組織は単列、1～15細胞高。

 ・コナラ属コナラ亜属コナラ節(9泥rcμssubgen.Lεp'40加∫α朋ssect.Pr∫朋s)ブナ科

 環孔材で孔圏部は1～2列、孔圏外で急激に管径を減じたのち、漸減しながら火炎状に配列す

 る。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、単列、1～20細胞高のも

 のと複合放射組織とがある。柔組織は周囲状および短接線状。

  4考察  (1)年代測定値について

  各木材の年代測定値は、1430～1180y.B.P.であった。これらの試料が出土した遺構から出土

  した遺物の編年観などの詳細は不明であるが、いずれも奈良・平安時代と考えられており、誤

  差範囲を考慮すればほぼ調和的である。

  樹種同定の結果では、柱材1点を除く3点はスギであった。スギは、日本産木材の中でも長寿

  の木として知られている。放射性炭素年代測定値は、各木材が加工された年代ではなく、細胞

  が活動を停止した年代を示している。樹木は、活動している細胞は外側の一部のみであり、中

  心に近い細胞(形成の古い細胞)から順に活動を停止する。そのため、活動を停止した組織は、

  伐採年代との時間差が誤差として生じることになる。スギのように長寿の木では、大木を利用

  した時ほど年代測定値にバラツキが生じる可能性が高く、今回の結果もその一例といえる。そ



 のため、年代地の違いが構築年代の違いを示しているとは断定できない。またスギは、中心部

 に近い、いわゆる赤身の部分が耐水性に優れた材質を有している。外側の白い部分を削り落と

 して利用することも多く、このような加工時の誤差も生じている可能性がある。

 大型のスギ材であれば、年輪数も多いことが推定され、今後年輪年代による構築年代の推定も

 合わせて行うことで、より確かな構築年代が明らかになることが期待される。

 (2)用材について

 5点の試料は、柱材1点がコナラ節に、他の4点がスギに同定された。このうち、井戸材につ

 いては、前回の調査でも同様の結果が認められている。同様の事例は、山形県内で多数確認さ

 れており、井戸材にスギが広く利用されていたことが推定される。

 また、柱材に利用されているコナラ節は、強度が高く、柱材としては適材の一つといえる。山

 形県内の調査では、柱材に同じブナ科のクリが多く認められているが(パリノ・サーヴェイ株

 式会社)、これも強度の高い木材を利用した例である。このことから、柱材には強度の高い広葉

 樹材が多く利用されていたことが推定される。柱材は、遠距離の運搬が困難であり、基本的に

 は遺跡周辺で入手できる中から適材を利用したと考えられる。コナラ節は、前回の調査でも炭

 化材に認められており、周囲で入手が容易であったと考えられる。このことも柱材に利用され

 た背景の一つとして挙げられる。
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 高瀬山遺跡2期のテフラ

 菱田量(株式会社パレオ・ラボ)

 1はじめに

 高瀬山遺跡2期は、山形県中部の最上川沿いに位置する遺跡である。本遺跡では、奈良・平安

 時代と考えられる遺構を埋積する堆積物中に、火山灰を主とするテフラ層が見いだされた。こ

 こでは、堆積物中のテフラについて、火山ガラス比や屈折率特性などの岩石記載的特徴を明ら

 かにした。そして、それらのデータに加え堆積物の層序や年代観などにもとづき、テフラの同

 定を試み、各遺構間の対比を検討した。

 2試料

 表1分析試料一覧

 Nα調査区遺構Nα層位備考

 1714  SE4075  中層  井戸跡を埋積する堆積物中の火山灰混じりの部分

 1915  ST5031   2層  住居跡を埋積する火山灰密集層

 2015  ST5032   2層  住居跡を埋積する火山灰密集層

 2115  ST5033   2層  住居跡を埋積する火山灰密集層

 2215  ST5034   2層  住居跡を埋積する火山灰密集層

 3方法

 テフラの密集部および混じった部分から分析試料を採取し、流水下のふるい分けによσ粒径3

 ～4φ(0。125～0063mm)の粒子を選別する。残渣を超音波洗浄した後、偏光顕微鏡下で粒子
 を観察し、全軽鉱物粒子(火山ガラスを含む無色鉱物粒子)における火山ガラスの割合を粒数

 %で求める。火山ガラスの形態を、町田・荒井(1992)にしたがい、バブル型平板状・軽石型繊

 維状・軽石型スポンジ状の4種類に分類してその組成を明らかにする。また、火山ガラスの屈

 折率については、温度変化型屈折率測定装置(RIMS86)をもちい、横山ほか(1986)の方法に

 したがって測定をおこなう。その結果を屈折率範囲(レンジ、range:最小値～最大値)と平均

 値(mean)であらわす。
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      4結果

      分析の結果を表2、3および図3に示した。

      表2堆積物中の火山ガラス比(括弧内は粒数%)

      Nαq,flg1-bwlg1-bw291-pm191-pm2tota1

      17189(90.4)1(0.5)一13(6.2)6(2.9)209(100.0)

      1968(31.6)1(0.5)1(0.5)78(36.3)67(3L1)215(100.0)

      2028(11.3)6(2.4)2(0.8)115(46.6)96(38.9)247(100.0)

      2147(20.2)一1(0.4)118(50.6)67(28.8)233(100.0)

      2262(24.3)2(0.8)一104(40.8)87(34.1)255(100.0)

      q,f1:石英・長石類、g1:火山ガラス(bwl:バブル型平板状、bw2:バブル型Y字状、
      pm1:軽石型繊維状、pm2:軽石型スポンジ状)

   表3火山ガラスの屈折率測定結果

   Nαrangemean

   171.5000-1.50301.5013

   191.4989-1.50301.5012

   201.4994-1.50381.5012

   211.4994-1.50341.5014

   221.4988-1.50331.5012



 試料中の全鉱物粒子における火山ガラス全体の割合については、Nα17が9.6%で他の試料と比

 較して非常に少ない。また、Nα19が68.4%、Nα20が88.7%、Nα21が79.8%、Nα22が75.7%であり、

 火山ガラスが卓越している。

 5テフラの同定・対比

 分析試料の中のNα17は、火山ガラスが9.6%と少なく、他の試料とは異なりテフラの密集部分

 ではない。おそらく、一次堆積したものが二次的に移動して堆積物中に少量含まれているとみ

 なされる。その他の試料は、肉眼的に層として連続しており、火山ガラスが多く含まれている

 ので、一次堆積したテフラと考える。

 また、これらのテフラは、どれも軽石型繊維状およひスポンジ状の火山ガラスを主体とする形

 態的特徴をもっている。さらに屈折率特性をみると、レンジが1.4988-1.5038で平均値が1.5012

 一L5014と、ほぼそろっている。これらは同一のテフラと判断でき、Nα19～22の遺構では対比が

 可能である。

 さらに、これらのテフラは奈良時代以降に堆積したとみなされる堆積物中に含まれることから、
 噴出した時期がある程度限定される。奈良時代以降に噴出し、ほぼ東北地方全域で細粒火山灰

 層として確認されるテフラとして、十和田aテフラ(To-a;町田・新井、1992ほか)があげら

 れる。町田・新井(1992)の記載によると、To-aは、軽石型火山ガラスを主体とし、火山ガ

 ラスの屈折率のレンジは1.496-1.504である。今回の分析結果では、どの試料についても火山ガ

 ラスの形態的特徴や屈折率特性が、To-aの従来の記載とほぼ一致する。この結果と、テフラ

 の挟在する堆積物や、周辺地域での分布を考慮すると、Nα19～22はTo-aに同定・対比され、

 その密集層といえる。また、Nα17に含まれる火山ガラスは、To-a起源と考えるが、二次的に

 堆積したものである。

 To-aは、東北地方北部に位置する十和田カルデラから噴出したテフラで、給源から南方へ

 約300km以上、東方へ約80km以上の特異な分布を示し、東北地方一帯をおおっている。その

 噴出年代は、古文書や考古遺物・遺構、放射性炭素年代などから10世紀前半(おそらくA.D.

 915年)と推定されている(町田・新井、1992ほか)。また、東北地方の平安時代の遺跡からは、

 To-aが多くの地点で確認されつつあり、この時代の考古学偏年や堆積物の対比にきわめて有

 効な指標テフラといえる。

 引用・参考文献

 町田洋・新井房夫・森脇広1981「日本海を渡ってきたテフラ」『科学』、51,562-569。

 町田洋・新井房夫・小田静夫・遠藤邦彦・杉原重夫1984「テフラと日本考古学一考古学研

 究と関係するテフラのカタログー」『古文化財の自然科学的研究』、同朋舎出版、865-928。

 町田洋・新井房夫1992『火山灰アトラスー日本列島とその周辺』、東京大学出版会、276p.
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 高瀬山遺跡2期土坑内堆積物の珪藻化石

 藤根久(株式会社パレオ・ラボ)

 1はじめに

 珪藻は、10～500μmほどの珪酸質殻を持つ単細胞藻類で、殻の形やこれに刻まれた模様など
 から多くの珪藻種が調べられている。また、現生の生態から特定環境を指標する珪藻種群も設

 定されている(小杉、1988;安藤、1990)。一般的に、珪藻の生育域は海水域から淡水域まで広

 範囲に及び、中には河川や沼地などの水成環境以外の陸地においてもわずかな水分が供給され

 る環境、例えばコケの表面や湿った岩石の表面などで生育する珪藻種(陸生珪藻)も知られて

 いる。こうした珪藻種あるいは珪藻群集の性質を利用して、過去の堆積物中の珪藻化石の解析

 から、堆積物の堆積環境について知ることが可能である。

 ここでは、高瀬山遺跡2期から検出された土坑堆積物について珪藻化石を調べ、当時土坑内が

 いかなる環境にあったかについて検討した。

 2試料と処理方法

 珪藻化石の検討を行った試料は、土坑SK920の15層(暗灰黄色粘土質細砂)、SK941の15層(黒

 色粘土)、SK7075の22層(黒褐色砂混じり粘土)、SK7192の39層(黒褐色シルト)である。

 これらの試料は、以下の方法で処理し、珪藻用プレパラートを作製した。(1)試料から湿潤重

 量約1g程度を取り出し、計量した後ビーカーに移し、蒸留水を加えた後懸濁液を回収する。放

 置後上澄み液を除去し、30%過酸化水素を加え、加熱・反応させ、有機物の分解と粒子の分散を

 行う。(2)反応終了後水を加え、1時間程してから上澄み液を除去し、細粒のコロイドを捨てる。

 この作業を上澄み液が透明になるまで繰り返す(7回程度)。(3)ビーカーに残った残渣は、遠心

 管に細粒分のみ回収する。(4)マイクロピペットを用い、遠心管から適量を取り、カバーガラス

 に滴下し乾燥さる。乾燥後は、マウントメディア(封入剤)で封入しプレパラートを作成する。

 作成したプレパラートは光学顕微鏡下600～1,000倍(油浸)で珪藻種を調べた。なお、珪藻化

 石が少ないためプレパラート全面を検鏡した。

 3珪藻化石の環境指標種群について

 珪藻化石の環境指標種群は、主に小杉(1988)・および安藤(1990)が設定した環境指標種群に

 基づいた。なお、環境指標種群以外の珪藻種については、淡水種は広布種として、また海水～

 汽水種は不明種としてそれぞれ扱った。また、破片のため属レベルで同定した分類群は、その

 種群を不明として扱った。以下に、小杉(1988)が設定した汽水～海水域における環境指標種群

 と安藤(1990)が設定した淡水域における環境指標種群の概要を示す。

 [外洋指標種群(A)]:塩分濃度が35パーミル以上の外洋水中を浮遊生活する種群である。

 [内湾指標種群(B)]:塩分濃度が26～35パーミルの内湾水中を浮遊生活する種群である。
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 [海水藻場指標種群(C1)]:塩分濃度が12～35パーミルの水域の海藻や海草(アマモなど)に

 付着生活する種群である。

 [海水砂質干潟指標種群(D1)]:塩分濃度が26～35パーミルの水域の砂底(砂の表面や砂粒問)

 に付着生活する種群である。この生育場所には、ウミニナ類、キサゴ類、アサリ、ハマグリ類

 などの貝類が生活する。

 [海水泥質干潟指標種群(E1)]:塩分濃度が12～30パーミルの水域の泥底に付着生活する種群

 である。この生育場所には、イボウミニナ主体の貝類相やカニなどの甲殻類相が見られる。

 [汽水藻場指標種群(C2)]:塩分濃度が4～12パーミルの水域の海藻や海草に付着生活する種

 群である。

 [汽水砂質干潟指標種群(D2)]:塩分濃度が5～26パーミルの水域の砂底(砂の表面や砂粒問)

 に付着生活する種群である。

 [汽水泥質干潟指標種群(E2)]:塩分濃度が2～12パーミルの水域の泥底に付着生活する種群

 である。淡水の影響により、汽水化した塩性湿地に生活するものである。

 [上流性河川指標種群(」)]:上流部の渓谷部に集中して出現する種群である。

 [中～下流性河川指標種群(K)]:中～下流部、すなわち河川沿いに河成段丘、扇状地および自

 然堤防、後背湿地といった地形が見られる部分に集中して出現する種群である。

 [最下流性河川指標種群(L)]:最下流部の三角州の部分に集中して出現する種群である。

 [湖沼浮遊生指標種群(M)]:水深が約1.5m以上で、水生植物は岸では見られるが、水底には

 生育していない湖沼である。

 [湖沼沼沢湿地指標種群(N)]:水深が1m内外で、一面に植物が繁殖しているところ、および

 湿地である。

 [沼沢湿地付着生指標種群(0)]:沼沢ならびに、前述した湿地で付着の状態で優勢な出現が見

 られる種群である。

 [高層湿原指標種群(P)]:ミズゴケを主とした植物群落および泥炭層の発達が見られる場所に

 出現する種群である。

 [陸域指標種群(Q)]:上述の水域に対して、陸域を生息地として生活している種群である(陸

 生珪藻と呼ばれている)。

 4結果

 4基の土坑底部堆積物中の珪藻化石からは、珪藻化石9分類群7属4種が検出された。いずれ

 の土坑堆積物も、珪藻化石が極端に少なく、保存の悪い海水種珪藻化石がわずかに検出される。

 これら海水種珪藻化石は、基盤岩から洗い出されて堆積した誘導化石である。

 SK920やSK941あるいはSK7075の堆積物では、個体数は少ないものの保存の良い陸域指標種

 群のHantzschiaamphioxyが検出され、SK7075では、同種群のPinnulariaborealisも3

 個体検出されている。これらの珪藻種は陸生珪藻とも呼ばれ、ジメジメとした土壌や岩石ある

 いはコケなどの表面など比較的水分の少ない場所で生育する珪藻種である。
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    計数した珪藻殻から算定した堆積物1gあたりの殻数(海水種珪藻化石を除いた)は、土坑SK920

    の15層が3.41xlO2個、SK941の15層が1.50x103、SK7075の22層が2.53x103個、SK7192の39層

    が7.15x102である。これらの殻数は比較的高い数値を示すことから、当時のこれら土坑基底部

    に生育していた可能性が高い。珪藻は、光合成を行う藻類であるため、これら土坑は直射日光

    ではないにせよ、薄暗い場所であったことが考えられる。これら陸生指標種群の珪藻化石が土

    坑内に生育していた場合、これら土坑は密閉された環境ではなかったことが想像される。

    引用文献

    安藤一男(1990):淡水産珪藻による環境指標種群の設定と古環境復元への応用。東北地理。

    42-2.73-88。

    小杉正人(1988):珪藻の環境指標種群の設定と古環境復原への応用。第四紀研究。

    27(1)、1-20。



 高瀬山遺跡2期の植物珪酸体

 鈴木茂(株式会社パレオ・ラボ)

 植物珪酸体とは、根より吸収された珪酸分が葉や茎の細胞内に沈積・形成されたもの(機動細

 胞珪酸体や単細胞珪酸体など)をいい、機動細胞珪酸体については藤原(1976)や藤原・佐々木

 (1978)など、イネを中心としたイネ科植物の形態分類の研究が進められている。

 こうしたことから、高瀬山遺跡2期より検出された土坑の用途、すなわち稲籾の貯蔵などイネ

 科植物について何等かの手がかりを得る目的で植物珪酸体分析を試みた。

 1試料と分析方法

 分析用試料は4つの土坑(SK920、SK941、SK7075、SK7192)の底あるいは底に近い部分よ

 り採取された。そのうち、SK920は灰黄褐色の粘土混じり細砂(16層)、SK941はにぶい褐色の

 砂質ローム質土小塊が混じる黒色粘土(15層)である。SK7075は極暗褐色の砂質粘土(22層)

 で、ローム粒子が層状に認められる。SK7192は黒褐色のシルト～粘土(39層)で、黄褐色のロー

 ム粒子や砂が塊状、層状に認められる。

 植物珪酸体分析は上記した4試料について以下のような手順にしたがって行った。

 秤量した試料を乾燥後再び秤量する(絶対乾燥重量測定)。別に試料約1g(秤量)をトール

 ビーカーにとり、約0.02gのガラスビーズ(直径約40μm)を加える。これに30%の過酸化水素
 水を約20～30cc加え、脱有機物処理を行う。処理後、水を加え、超音波ホモジナイザーによる

 試料の分散後、沈降法により10μm以下の粒子を除去する。この残渣によりグリセリンを用い
 て適宜プレパラートを作成し、検鏡した。同定および計数はガラスビーズが300個に達するまで

 行った。

 2分析結果

 同定・計数された各植物のプラント・オパール個数とガラスビーズ個数の比率から試料1g当

 りの各プラント・オパール個数を求め(表1)、それらの分布を図1に示した。以下に示す各分

 類群のプラント・オパール個数は試料1g当りの検出個数である。

 検鏡の結果、SK941、SK7075の2試料よりイネのプラント・オパールが検出されたが、個数

 としては少なく、SK941で2,500個、SK7075で1,200個である。最も多く検出されたのはクマザ

 サ属型で、全試料15,000個以上、SK7192では約40,000個である。次いでウシクサ族がSK920を

 除いて10,000個前後得られており、その他では、ヨシ属がSK941、SK7192より、キビ族がSK941

 より検出されている。
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 3考察

 イネが検出されたSK941土坑についてみると、試料は団粒状で、土壌化をうけている様相が

 みられる。こうした土壌に灰あるいは稲藁といった形でイネの植物珪酸体が混入し、その他、ク

 マザサ属型のササ類・ヨシ属・キビ族・ウシクサ族の植物珪酸体も土壌とともに土坑を埋積し

 たのではないかと思われる。

 また、SK7075について、試料とした22層にはローム粒子が層状に認められ、土坑周囲より一

 時期ローム粒子が混入するような環境であったことを示している。こうした時期にイネをはじ

 めとしてクマザサ属型・ウシクサ族などが土壌とともに入り込んだものと思われる。これはSK7192

 についても同様である。

 SK920においてはほぼクマザサ属型のみの産出であり、産出個数もそれほど多くはない。植物

 珪酸体を余り含まない粘土により一度に埋められたのではないかと思われる。

 以上のように、今回の分析試料においてはいずれも埋積土とプラント・オパール分析からは推

 測され、土坑の用途について何も言及することはできないが、少なくとも、SK941の15層、SK7075

 の22層堆積時において遺跡にはイネが存在していたことは確かであろう。



  なお、クマザサ属型のササ類にはチシマザサ・チマキザさなどがあり、遺跡周辺に成立してい

  た森林(落葉広葉樹林?)の下草的存在で広く生育していたであろう。ウシクサ族にはススキ・

  チガヤなどがあり、ネザサ節型のササ類(アズマネザサなど)とともに日のあたる開けた環境

  下に草地を形成していたであろう。さらに、ヨシ属(ヨシ・ツルヨシなど)は湿地的環境での

  生育が予想される。また、キビ族については、その形態からアワ、ヒエ、キビといった栽培種

  によるものか、エノコログサ、スズメノヒエ、タイヌビエなどの雑草類によるものかについて

  現時点においては分類できず不明である。

  引用文献

  藤原宏志(1976)プラント・オパール分析法の基礎的研究(1)一数種イネ科植物の珪酸体標本と

  定量分析法一。考古学と自然科学、9,P.15-29。

  藤原宏志・佐々木彰(1978)プラント・オパール分析法の基礎的研究(2)一イネ(Oryza)属植

  物における機動細胞珪酸体の形状一。考古学と自然科学、11,p.9-20。
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  高瀬山遺跡2期の土坑・井戸内堆積物の花粉化石群

  吉川昌伸(株式会社パレオ・ラボ)

  1概要

  高瀬山遺跡2期はサービスエリア(SA)北側の調査区で、SA調査区の南側よりいくぶん標

  高の高い部分にある。この付近は山形盆地西縁の寒河江市に位置し、最上川の左岸側の扇状地

  に立地する。本遺跡は縄文時代から中世までの複合遺跡からなり、住居址や土坑、井戸跡、溝

  跡などが確認されている。ここではSAと同様に中世頃の土坑の用途解明と、さらに井戸内堆積

  物跡の検討を行ったので以下に示す。

 試料は一部の土坑を除いては発掘調査時に採取されたものである。各遺構の覆土の堆積状況及

 び試料採取層準についてはここでは示さないことから関係する項を参照されたい。花粉化石の

 抽出は、試料約3～11gを10%KOH(湯煎約15分)一48%HF(約30分)一重液分離(比重2.1)一

 アセトリシス処理の順に行った。粗粒成分の多い試料についてはKOH処理の後に傾斜法により

 砂を除去した。プレパラート作成は、残渣を蒸留水で適量に希釈し、タッチミキサーで十分撹

 拌後マイクロピペットで取りグリセリンで封入した。

 同定はプレパラートの全面を計数した。この間に出現した花粉化石のリストを表2に、主要花

 粉分布図を図1に示す。出現率は花粉・胞子数を基数として百分率で産出した。なお、図表中

 で複数の分類群をハイフンで結んだものは、分類群問の区別が明確でないものである。図版に

 示したPAL.MY番号は単体標本の番号を示し、これら標本はパレオ・ラボに保管してある。





  2各遺構の花粉化石群の記載と若干の考察

  土坑、井戸跡内堆積物の花粉化石の検討を行った結果、全般に花粉化石が少なく全く産出しな

  い試料もある。プレパラートにはおびただしい炭化物片が含まれ、花粉の外膜の保存状態も悪

  い。

  さて、土坑試料のNα1・2・10・12ではNα2で比較的多くの花粉が出現したが、他の試料では

  極めて稀である。Nα2ではクワ科が多く出現し、ヨモギ属やイネ科などを伴う。クワ科は花粉

  形態からは樹木起源ではなくカラハナソウ属などの草本に由来するとみられる。こうした傾向

  は隣接するSAの土坑内堆積物でもみられること、井戸内堆積物でも同様の分類群から構成され

  ることから、遺跡周辺の開けた所にはクワ科やヨモギ属、イネ科などの草本が繁茂していたと

  みなせる。しかしながら、土坑の用途については花粉化石からは不明である。

  一方、井戸内堆積物についても大半の試料で花粉化石が少ない。本遺跡で花粉が少ない要因と

  しては以下の可能性があげられる。すなわち、Nα3・4・5・11・16・18は井戸内堆積物の中部

  ないし上部層から採取されていることから、井戸が廃棄された後に急速に埋積された堆積層で

  ある可能性が高い。普通、井戸が使用されていた時期の堆積層は底部の10cm程度と薄い場合が



 多い。また、先のNα5・18とNα6(桶底部)については粗粒な堆積物から構成されることから花

 粉が含まれている可能性は低い。但し、Nα6については桶内という閉鎖的な堆積域であることか

 らいくぶん花粉が得られたとみられる。一方、Nα8の曲物内堆積物とNα11の井戸枠内堆積物はシ

 ルトないしシルト質粘土からなることから、通常、花粉が含まれていることが多い。本遺跡で

 もNα6を除く他の井戸内堆積物との比較では相対的に多く含まれている。しかしながら、絶対

 量は少ないことからこれら井戸でも急速に埋積された可能性を示唆させる。

 このように、各井戸跡から出現した花粉数は少ないが組成的には土坑と類似することから、概

 ね周辺の植生を反映しているとみなせる。つまり、遺跡の周囲にはヨモギ属やクワ科、イネ科

 などが繁茂する開けた環境が存在していたと推定される。また、ソバ属やアカザ科、アブラナ

 科などは栽培と関係する可能性がある。なお、Nα6のイネ科の大半はイネ属型からなる。一方、

 周囲には落葉広葉樹のコナラ亜属やトチノキ属、ブナ、ハンノキ属などや針葉樹のマッ属など

 の植物相からなる森林が分布していたようである。
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 高瀬山遺跡2期のリン・カルシウム分析

 菱田量(株式会社パレオ・ラボ)

 1はじめに

 高瀬山遺跡2期は、山形県寒河江市大字柴橋に所在する。本遺跡の遺構を埋積する堆積物にお

 いて、人間活動の影響や動植物の関与を検討するために、堆積物のリン・カルシウム分析をお

 こなった。

 リン(P)は、生物の生命を維持する上で必要な元素であるため、生物体中には普遍的に含ま

 れ、濃集している。したがって人間や動植物が関与した生活面や堆積層には、遺骸、排泄物、食

 物残渣、燃料などを供給源とするリンが蓄積し、周辺の自然に堆積した部分よりも多く存在す

 る。また、リンは、堆積物中の鉄やアルミニウムの水和酸化物と強く結合し、水に難溶性のリ

 ン酸化合物となるため、拡散が少なく、供給された層準に長く保存される。なお、リンの保存

 性は、ローム層のような酸化状態の堆積物については良いが、還元性土壌や水成堆積物では悪
 い。このような性質にもとづくと、リン分析は、墓坑や生活面など人間活動の影響の確認、埋

 没腐植層を判定する手段として有効である(竹迫、1993)。
 また、骨の主成分であるカルシウム(Ca)は、溶解性が高いため、堆積物中で移動や拡散を

 することから、カルシウムを用いた解析は困難であるとされている(坂上、1984)。しかし、カ

 ルシウムがリンとともに、相対的に高い濃度を示す場合は、骨が存在した可能性が高い。よっ

 て、ここでは、全リン酸とともに全カルシウムも測定した。その結果から、若干の考察をおこ

 なった。

 2試料と分析方法

 試料は、Nα7-1、7-2がRP866・877の甕棺内部および外部の土壌堆積物、Nα13-1、14

 一1がSK4189の土坑(火葬墓?)の内部、Nα13-2がその外部の土壌堆積物である。それぞれ

 堆積物は黒色から黒褐色を呈する。またNα13-1には骨片が含まれているのが肉眼的に確認でき

 る。試料採取位置は、結果の図を参照されたい。なお、RP866・877の甕棺については、図に記

 載されていない。

 方法は、リンについては、バナドモリブデン酸法により、原子吸光光度計を用いて全リン酸を

 測定した。また、カルシウムについては、硝酸一過塩素酸分解、原子吸光光度法により、全カ

 ルシウムを測定した。測定値は、mg/100g乾土で表した。
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 Nα7-1、7-2については、全リン酸が、甕棺の内部の方が175mg/100gで、外部が101mg

 /100gであり、内部の方が高い。分析点数が少ないので、明確には判断できないが、甕棺という

 ことを考えると、内部に入っていた人間の遺体などの影響で全リン酸が相対的に高くでている

 可能性が考えられる。しかし、全カルシウムについては、大きな差がみられないので骨の存在

 については、判断できない。

 Nα13-1の試料については、肉眼的にも骨片がみられたことから、全リン酸が5,060mg/100g、

 全カルシウムが1,200mg/100gと非常に高い値が示された。これは明らかに骨による影響と考

 えられる。また、同じく遺構内部のNα14-1における全リン酸は127mg/100gあり、遺構外部

 のNα13-2の95.7mg/100gより相対的に高い値になっている。おそらく、骨による影響がある

 ものと考える。しかし、Nα14-1とNα13-2を比較すると、遺構外部のNα13-2の方が全カルシ

 ウムの値が高い。カルシウムは溶解性が高いため、もとの位置にとどまらずに、下位の遺構外

 部の層に移動、拡散していることも考えられる。



 今回の分析結果から、SK4189の土坑(火葬墓?)については、明らかに骨の影響が認められ

 た。またRP866、867の甕棺においては、全リン酸について、相対的に高い値が測定されたので、

 状況的には何らかの人間およびその他の動植物の影響があったことが示唆される。しかし、こ

 れは状況証拠の1つと考えるべきであり、さらに考古学的な知見をはじめいろいろな方向から

 の検討の上で、総合的に判断することが望ましい。

 引用・参考文献

 土壌標準分析・測定法委員会編1986『土壌標準分析・測定法』、日本土壌肥料学会監修、博友

 社、354p。

 坂上寛一1983「小山田Nα23遺跡・土坑に関する若干の土壌学的考察」『東京都町田市・小山

 田遺跡群n』小山田遺跡調査会、221-228。

 坂上寛一1984「小山田Nα15遺跡・縄文土坑と現代芋穴における全リン酸分布の比較」『小山

 田遺跡群IV』小山田遺跡調査会、1-8。

 竹迫紘1993「リン分析法」『第四紀試料分析法2研究対象別分析法』日本第四紀学会編、
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