


例　　日

1 ・本書は、長野県佐久市岩村田に所在する松ノ木遺跡Ⅳの発掘調査報告書である。

2・調査は、佐久市が行う街づくり交付金地域創造支援事業浅間中学校整備事業に伴う記録保存調査

として、佐久市教育委員会が実施した。

3・遺跡名及び所在地　松ノ木遺跡Ⅳ (IMKⅣ)佐久市岩村田1361ほか

4.調査期間及び面積

試掘調査　平成17年7月20・21日　平成18年l月4へ7日

平成22年3月9へ12日

平成22年10月21・22日、 11月1 ・ 2 ・ 4日

発掘調査　平成18年11月9ロー平成19年3月23日

整　理　平成18年3月22日一平成18年3月27日

平成19年4月9ロー平成19年5月18日　平成19年8月21日一平成19年9月20日

平成25年8月21ロー平成25年9月20日　平成25年12月24日一平成26年1月20日

開発面積　36,000壷　調査面積　5,300壷試掘調査面積1,628壷

5・本書に掲載した地図は、佐久市発行の都市計画図(1 : 2,500)、佐久市教育委員会作成の遺跡詳

細分布図(1 :5,000)である。

6.本書で扱っている座標は、世界測地系である。

7・本書のトレスは副島充子、版下作成は副島充子・磯貝律子・中山清美、写真撮影は磯貝律子、編

集等は林が担当した。

8・出土陶磁器の鑑定は、長野県埋蔵文化財センター　市川隆之氏にお願いした。記して感謝申し上

げます。

9.空中写真は、 (株)ユーアール測量設計が行った。

10.自然科学分析は、 (株)古環境研究所が行った。

11・本書及び関係資料等は、佐久市教育委員会の責任下に保管されている。

凡　　例

1.挿図の縮尺は、挿図中にスケールを示した。

2.遺構の海抜標高は、水糸標高を標高として記した。

3.土層の色調は1988年版「新版　標準土色帖」に基づいた。

4.遺物挿図番号と遺物写真番号及び遺物観察表番号は一致する。
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第I章　発掘調査の経緯

1　経過と周辺遺跡

松ノ木遺跡は、浅間山の火砕流台地「田切地形」の端部から低湿地を挟んだ塚原泥流の小丘北側に

ある。標高は695m前後である。南西に流下する濁川と濁川に注ぐ支流やその他の小河川により、岩

村田市街地西端から赤岩・平塚にかけて塚原泥流小丘周辺を除き低湿地が形成されている。塚原泥流

小丘緑周辺は、浅間火山の軽石流堆積物が周辺に比べて高い位置にあり、弥生時代後期後半・古墳時

代前期等の小規模な集落が発見されている。低湿地の基盤は、浅間軽石流二次堆積物でその上に可塑

性・粘着性の強い腐植質黒ボクグライ土壌が堆積し、地下水位が高い。この低湿地では、幾つもの洪

水砂の堆積層が確認できる地点があり、古代一中世・近世の水田址が検出されている。

松ノ木遺跡は平成8 ・ 9年度に国道141号佐久市長土呂バイパス工事に伴う第1次・ 2次調査が、

平成10年度に店舗建設に伴う第3次調査が行われている。調査地点1 ・ 3次の南側部分と2次の南・

東側部分には、塚原泥流が露出し微高地となっている。この微高地間には、北東から南西方向の低地

がある。第1へ3次の調査で古墳時代前期と古墳時代中期の竪穴住居址17棟、古墳時代前期と推定さ

れる前方後円形の墳丘墓等が検出されている。

周辺の円正坊遺跡・西一里塚遺跡・西一本柳遺跡・北西の久保遺跡等では、弥生時代中期・後期、

古墳時代前期一後期、奈良・平安時代の集落址が数多く調査されている。

多くの点在する塚原泥流小丘の微高地上で調査された遺跡には、清水田遺跡Ⅱ、辻の前遺跡Ⅱ等が

ある。清水田遺跡Ⅱでは、 40mx60mの微高地上に弥生時代後期後半の集落址が調査された。 9棟の

竪穴住居址は重複関係等から1時期4棟から5棟の集落である。辻の前遺跡I ・ Ⅱからは、弥生時代

後期後半が12棟、古墳時代前期が5棟検出されている。塚原泥流小丘周辺の低湿地では、濁り遺跡で

古代から近世の水田址が発見されている。

西一里塚遺跡群は、中部横断自動車道建設用地で長野県埋蔵文化財センターにより広範囲の発掘調

査が実施されている。微高地上で弥生時代中期後半一後期の集落、弥生時代後期の円形周溝墓・方形

周溝墓・木棺墓・土器棺墓の墓域が発見された。塚原泥流小丘上で弥生時代後期一古墳時代前期の集

落、周辺の低湿地からは平安時代以降の水田址が検出されている。

佐久市立浅間中学校校舎が老巧

化したため現在のグランドに校舎

を新築し、現校舎の位置にグラン

ドを造成することになった。

浅間中学校西側の141号バイパ

ス下は、松ノ木遺跡Ⅱの発掘調査

で竪穴住居址弥生時代後期後半3

棟、古墳時代中期1棟などが検出

されており、集落は東側の浅間中

学校敷地内に延びることが確認さ

れていた。

平成17年佐久市教育委員会教育

施設建築室と文化財課で保護協議

の結果、遺構の確認調査を行うこ

とになった。夏から秋はグランド

全面使用のため、調査は冬場とし

た。平成17年7月に新たにテニス

コート・水泳プールとなる学校敷

地外を試掘調査した。一帯は予想 第4図　松ノ木遺跡Ⅱ「試掘調査トレンチ設定図(1 :750)
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されていた低湿地であったが、水田址を含む遺構・遺物は確認されなかった。平成18年1月冬場もグ

ランド使用の制約があり、グランドの北・東端隅に試掘トレンチを設定した。両トレンチの精査でグ

ランド全体が低湿地であることが判明した。グランド造成盛り土・グランド以前の現代水田の下に砂

層・黒色土の互層が数枚確認された。黒色土は畦畔状の盛り上がりが観察でき、遺物は陶磁器や弥生

時代後期土器・土師器・須恵器片が出土した。

再度の保護協議がなされ、運動クラブへの影響を最小限に抑えて、新校舎が建設されるグランドを

対象地とした記録保存調査を冬季に実施することになった。グランド造成される現校舎及び現体育館

は、平成22年3月と平成22年10月・ 11月に遺構確認調査を行った。

結果は、旧佐久市北部給食センター跡地の塚原泥流小丘裾部で、弥生時代後期の溝状遺構・土境が

検出された。グランド造成の掘削は、この遺構確認面まで及ばないため、グランド造成土の下に残さ

れた。

2　調査組織

調査主体者　佐久市教育委員会　教育長　三石昌彦(平成17・ 18年度)

木内　清(平成19年度)

土屋盛夫(平成25年度)

事　務　局

教　育　次　長　柳沢　健一(平成17年度)

社会教育部長　柳津

矢野

社会教育次長　山崎

文化財課長　中山

森角

三石

文化財調査係長　高柳

三石

義春(平成18 ・ 19年度)

光宏(平成25年度)

明敏(平成19年度)

悟(平成17年度へ19年6月)

昔時(平成19年7月へ)

宗一(平成25年度)

正人(平成17 ・ 18年度)

宗一(平成19年度)

比田井清美(平成25年度)

文化財調査係　林

須藤

冨沢

神津

出沢

嘱　託　職　員　林

調査担当者　林　幸彦　佐々木宗昭

調査副主任　堺益子

調　査　員　赤羽根充江　浅沼勝男

岩崎童子　　碓氷知子

河原田憲子　相澤文康

澤井知春　　清水澄生

大工原達江　中山清美

日向昭次　　細谷秀子

森泉こずえ　山根知子

3　調査日誌

試掘調査　平成17年7月20・21日

幸彦(-平成23年度)並木　節子(平成19年度)

隆司　小林　眞寿　羽毛田卓也(-平成24年度)
一明　神津　格(平成17年10月-)上原　学

一明(平成25年度)赤羽根太郎(-平成17年9月)

カ(平成17-19年度)

幸彦(平成25年度)

森泉かよ子

浅沼ノブ江　阿部和人

江原富子　　小幡弘子

黒岩　至　　小林よしみ

清水律子　　春原圭介

萩原富子　　橋詰勝子

比田井久美子　堀籠保子

山元有美子　依田三男

久保久保清一郎(平成25年度)

安藤孝司

柏木貞夫

斉藤恵李

春原幸子

橋詰信子

細萱ミスズ

依田美穂

平成18年1月4-7日　既存グランド
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磯貝律子

柏木義雄

佐藤清人

副島充子

羽田貴恵

横尾敏雄

渡辺長子

市川明子

菊池喜重

里見理生

土屋武士

林美智子

柳澤　武





2萱　水田址

浅間中学校グランドは、浅間町四中学校統合校舎新築時(昭和35年10月1日起工、昭和39年2月20

日落成)に水田上(水田A)に造成された。水田A (2a・ 2b層)以前の水田B (4a・4b層)を

拡張した水田(3層)が調査区南側の低所に土層の観察で部分的に確認できた。水田Aの直下に水田

Bがある。水田B下には、 5層(砂層)に被覆された水田C (6a・ 6b層)が検出された。この被

覆砂層は、 H区中央から南に厚く堆積し、水田Cが把握できた。 7 ・ 8層下に9層(砂層)に被覆さ

れた水田D (10層)が検出された。水田Cと水田Dは、厚い被覆砂層(5 ・ 9層)を除去すれば検出

可能と判断し面的に調査した。水田Cを第1水田、水田Dを第2水田とした。土層dの13層からイネ

のプラント・オパールが5,000個/g以上の値を得られたので13層が認められたC区で面的に調査し、

第3水田とした。イネのプラント・オパールは、 6 ・10層でも、 5,000個/g以上の値を得られている。

テフラ検出分析では、 4b層(水田Bの床土)の軽石が1783 (天明3)年の浅間A軽石に似るとい

う。また、土層dの10-13層で軽石や軽石型ガラスが1108 (天仁元)年の浅間Bテフラに由来する可

能性が高いとされる。 4a層からは前山焼(18世紀末-19世紀)、 4b層(水田B)からは青磁達弁文

碗(13世紀) ・口禿皿(13後半へ14世紀前半) ・唐津呉器手碗(17世紀後半)が出土している。 6a層

(水田2)からはかわらけ・土鍋・龍泉窯の青磁椀(13へ14世紀)・龍泉窯の青磁達弁文碗(13世紀)・

瀬戸美濃皿(16世紀) ・煙寧元賓が出土している。 2層から14層まで弥生後期土器・土師器・須恵器

も量の多少はあるが出土している。大半が磨耗している。これらから、水田Bが江戸時代(18世紀後

半以降)、水田Cが中世後半、水田D ・水田Eが平安時代以降の所産といえよう。

(1)第1水田(水田C)

被覆砂層の5層が見られるH ・ I. K ・し区で確認できた。全貌を据えられなかったが、 12枚の水

田面が検出できた。調査区の高低は、北が高い。水田の規模は、南北に短い。水田⑤は東西約15m南

北9m、喧嘩は下幅60へ90cm.高まり10c皿である。水田②の畦畔1から畦畔5の南北長は10.6m、水

田⑥の畦畔5から喧嘩7の南北長は9.6m、水田⑦の畦畔7から畦畔8の南北長は8.Om、水田③の畦

畔6から東西長は14m以上である。畦畔が切れる水口1へ水口4の部分を水口とみなした。いずれも

北西角に位置し、数個の礫が残存する。傾斜に合わせ南に水回ししている。水口2から南に畦畔3と

喧嘩4に挟まれた人生3は、水温を高めるために水を回したのであろう(ヌルメ)。人生2 ・武生4はイネ

の刈り入れ前に溝掘り(ヨケ)をしたものであろうか。

仝

」二戸>

仝’

〆__チノー一一-‾

第6図　A水田水口(1:40)
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第1表　松ノ木遺跡Ⅱ「出土遺物一覧表

I 劔d������ﾒ�劔�ﾈﾆ��Y¥)ц�Y[iL��劍����ﾉ��&ﾂｘ�9�hﾉ#ﾃ隴ｹ.ｨ�R��(���椅ﾆ������7�ｨ�2�

No.i　概則 剩d種 佰ｸﾆ��+r��估hﾟ宙魵��畿璃(曙) �>�����l｢�刳O　面 

9 10 11 13 i15 �*�.ﾘ.x*�� ����ｲ�<1,4> ��刮�]糸切り 僥ｩ]��Y�｢�磨耗している　　匿1水田⑱ 雌耗している　　匿1水田⑲ 

土師群 僭B� 凵[ 独ﾂ����iiiiiiiiii■ 劍��ｩﾈ鏈��.��断面爽洲 

弥生土器 杙2� �(8.0) 禿"緜�� 剪�破片爽測 ��舞l水田⑱ 

土鍋 �>�黷�ー �- ��ｲ�iiiiiiiiiiiiiiiiiii■ 剪�破片契沖 l_● ��舞1水田⑪6a 第l水田水田①No.16a屑 

土鍋 � � 禿R繝�� 剪�破片斐淑 �*��

16i弥生土結 剄ｺ? ����ｲ�ー 末末末末末末末末末����剽抹`斜線文 �&ilｩ�X�� ��c��Y63f��

17 19 21 23 24 25 26 27 冢ﾙ�i7舒ﾒ�饗? ��ｲ���ｲ�ー ��刹�`波状文 �&ilｩ�Xｷ"�け 从s��Y63f���ﾆﾉ�Y63f��ｻﾓ)�Y64Xｾc��ｿｲ�

須恵器 偖��ﾛ｢�ー 凵[ ��ｲ�ナチ 劍5�5�4ﾂ�断面実測 �*��

弥生土器 � � ��ｲ� 劔��V�蝿�9[b�断面爽渦 ��

弥生土器 ��� 凵[ ��ｲ�ミガキ 劔G�����9[b�断面爽潮 亦�舞2水田F区9C屑 

弥生土器 ��� 凵[ ��ｲ�ミガキ 劍ｭI]���9[b�断面奨渦 ��第2水田F区10眉 

弥生土器 儖｢�ー �- ��ｲ� 劍ｿ��YFx�9[h��/ｹ;9jﾈ�9[b�断面焚測 剋o2水田9C屑 

弥生土器 �,�� 凵[ ��ｲ�ミガキ 劔ﾖH輾��ﾉ[c���9[c��断面爽渦 �.��第2水田9C屈 

弥生土器 ��ﾒ� 刪� ��ｲ� 劍�]���9[h自4儼�蝿�9[b�断面爽瀬 紐�入l重9 

28 冢ﾙ�i7舒ﾒ�艶 ��ｲ���ｲ�ー ��剽桝ｵ波状文 �&ilｩ<ｸ���?ﾈ�ﾄ湯�

29 ��滋 ��ｲ���ｲ�<4.5> �6�6��刄wラミガキ　i完全実測鵬している　擬成前穿孔2ヶ所　　　　iト′19 

30 冢ﾙ�i7舒ﾒ�噺杯 ��ｲ���ｲ�<4.4> 佛)YH-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i6緯ｨ��ｷ)YH6�6�����-h8�7�4ｸ4ﾈ���I�i9�ﾜ｢�劍ｪ��8���H�栄�mX+X,H*(.�����������������

31 冢ﾙ�i7舒ﾒ�商杯 辻�茶ゅｒ�<3.7> �6�6��刄wラミガキ　赤色塗彩(剥落) 弌�5ﾙ�Y�｢�比湯�

32 冢ﾙ�i7舒ﾒ�籠 ��ｲ���ｲ�ー ��刹��N英文 �&ilｨ����り 俘(���

33 冢ﾙ�i7舒ﾒ�覚 ��ｲ�辻�ー �7�4ｸ4ﾂ�劑d指羽状文一的羅熊状文?撮練文? �&ilｨ�薐�l �?ﾆﾄ湯�

34 冢ﾙ�i7舒ﾒ�窺 ��ｲ���ｲ�ー �6�6��刹�w針達文 �&ilｨﾅ�ｲ�り �?ﾈ�ﾈ���

35 冢ﾙ�i7舒ﾒ�斐 ��ｲ���ｲ�ー �7�4ｸ4ﾂ�刹�ｵ羽状文　剥離 �&ilｨ���｢���D湯�.､湯�

36 冢ﾙ�i7几B�艶 ��ｲ���ｲ�ー �7�4ｸ4ﾂ�剪�`羽状文一櫛擬態状文　剥離 �&ilｨ���｢�

No. 偃ﾙ¥｢�器種 劔[h��vﾈ�Xｷ(�窺R�劔亶(�����椅ﾂ���������7�ｩ{B�ｻﾓ��Y69�Y68t(�9Gﾒ�

1 ��9�ｨ偰���摘鉢 劍､�ｨ8�5(6�6��X+x.盈ｨﾘ�-闔ｩu侘竕58ﾝﾂ��劔��t2�

2 ���(魲�榊鉢 劍､�ｨ郢IH�X+x.盈ｨﾘ�-��劔���2��+XｾcF��2�

4 俾ｸ鶻�逝弁文碗(部泉熱) 劔>�lｨ8ﾘ5�8ﾘ6�6���､�ｨ8ﾘ5�8ﾘ6�6�自u兌h耳郢(｢�劔��42���c��Y69�Y68tCF(ｿﾂ�ｽ��Y69�Y68tCF(ｿｲ�踉�$仞cF(ｿﾂ�

5 佰ｹ<2�皿(中国) 劔>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6���､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6�耳��5ﾘ-h8�5�5�8ｨ�ｸ郢IB�>x�2���������������������48ﾎ2ﾓ�D9���

6 栞IIb�呉揺手碗 劔>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6���､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6�自/曳ﾂ�劔��t8ﾎ2�

7 ��8ﾌｸ偰���拙鉢 劔>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6���､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6�自L��2�劔仗��(������疲���c��Y69�Y68tcF(��

8 �/ｸ鶻�碗(髄泉舐) 劔>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6���､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h�ｹ.ｩYH��5ﾘ-h8�5�5�8ｨ�ｹu刎��劔��42ﾓ�D9���畏)�IYI>��Iz8ﾘx��晴+Y�Ij�u6疲���fﾉ�Y68���Y68tデ�ｿﾂ�

12 俾ｸ鶻�逆井文碗(髄泉鰊) 劔>�lｨ8ﾘ5�8ﾘ6�6���､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6�自/閏h耳郢IB�劔��48������疲�(ｻﾓ��Y69�Y68t｣f�ｿｲ�

14 ��8ﾌｸ閇Fr�皿(大熱) 劔>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6���､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6�耳��5ﾘ-h8���.ほ5ﾙw���-ﾘ+�-ﾙ78*ｨ4ｨ684ｨ69[h自4�餃(��郢IB�劔��d8������疲���c��Y69�Y68tデ��2�

18 倚(�(ｬﾒ�片口鉢 劔>�lｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6���､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6h�ｸ郢IB�劔���9¥Bﾓ��9������������������蛤ｾc&(ｿﾂ�

20 ���(魲�碗 劔>�lｨ8ﾘ5�8ﾘ6�6���､�ｨ8ﾘ4�8ﾘ6�6��ｸﾘ)�I5ﾉWH耳郢IB或I����劔���9ih-c��9������������������嚢ｾc�Hｿﾂ�

No, 舒ﾘ���丑��倩x��ﾝ��披大喪I最大嘱i最大呼 劔虹∴址 傀ｨ������������ﾊ��劍�7�ｨ���

3 佻ﾉ~Y82���24.7　i25.7　il璃 劔10.59kg �&驃R�劔�fﾉ�Y69�Xﾏｳ��

No. �7H鬚磯ｩ�ﾂ��剌縁對N(西暦) 劔時代 囘�����{h��������������H2�����(�����椅ﾂ�
旺径(mm)i　放き(g) 

22 亅�侭,ｨ旆��1668-1683 劔江戸 �#R綛��������ﾃ2緜H������������������������Xｾc�Hｿｲ�劔[�lｩ[b��

37 ��y%�ﾋ9Gr��1068 劔北来光撞 侘�����������"緜�������������������������+R�仞cf��2�末迄��末末末末末���

(2)第2水田(水田D)

土層c c,と土層cで明らかなように第2水田の被覆砂層9層は、 B-F. H. I区においては厚く

堆積するが、 K.し区では薄い。このため第2水田は、 A-F区・H. I区で検出を行った。 D-F

区・ H区で東西瞳畔30-31.南北畦畔24の下幅120-180cm.高まり10-30cmの大喧嘩が検出された。

この大陸畔の北西部(A. B. D. E区)は、 17層の塚原泥流の小丘に沿ったように小畦畔が弧状と

なり、 1枚の水田規模は低所に向けて大きくなる。南北大陸畔畦畔24の東側の水田は、小規模に区画

されている。畦畔20 ・ 21 ・ 23内の水田規模は、東西5.6m南北3.8mである。

(3)第3水田(水田E)

土層c c’と土層cで明らかなように第3水田の13層は、 F区中央で消滅している。 C区で検出を

行ったが、明確な畦畔等は確認できなかった。

小結び

浅間中学校旧グランド下、塚原泥流と浅間火山軽石流の二次堆積に北・束・西を囲まれた低地に水

田5面、水田A」現代、水田B」江戸時代、水田C」中世末、水田D」平安時代、水田E」平安時代

が確認できた。このうち、水田C (第1水田)、水田D (第2水田)、水田E (第3水田)を面的に検

出した。周辺では、西一里塚遺跡で平安時代・中近世の水田跡、常田居屋敷遺跡で近世以降の水田

跡、濁り遺跡で平安時代以降・中近世の水田跡、松ノ木遺跡工で近世の水田跡、中長塚遺跡で中近世

の水田跡や弥生時代後期とみられる井堰の機能を持つしがらみ状遺構が発見されている。

放射性炭素年代測定を試みた土層dの15層の資料(黒泥)は、 2700±40年BP (l oの暦年代で

BC900-810年)の年代値が得られた。土層iの15層ではプラント・オパール分析を行った。結果、

イネが4,500個/g以上と比較的高い密度で検出された。土層dと土層iは連続する土層観察断面でな

く、また、科学分析でも間に地層の不連続がある可能性を指摘している。今後の課題としたい。
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佐久市教育委員会、松の木遺跡Ⅱ手の年代測定分析

株式会社古環境研究所

工.松の木遺跡Ⅱ「のテフラ(火山灰)

1.はじめに

中部地方佐久平とその周辺に分布する後期更新世以降に形成された地層の中には、浅間、八ヶ岳、御岳な

ど中部地方の火山のほか、中国地方さらには九州地方などの火山に由来するテフラ(火山砕屑物,いわゆる

火山灰)が多く認められる。テフラの中には、噴出年代が明らかにされている指標テフラがあり、これらと

の層位関係を遺跡で求めることで、遺構の構築年代や遺物包含層の堆積年代を知ることができるようになっ

ている。

そこで、層位や年代が不明な土層が検出された佐久市松の木遺跡においても、地質調査の際に採取された

試料を対象にテフラ検出分析と屈折率測定を行って指標テフラの層位を把握し、土層の層位や年代に関する

資料を収集することになった。調査分析の対象となった地点は、 B地点(土層d)およびH地点(土層a)

である。

2.テフラ検出分析

(1)分析試料と分析方法

B地点(土層d)から採取された試料のうち、 13試料を対象としてテフラ検出分析を行い、軽石や火山ガ

ラスなどテフラ粒子の特徴やその産出状況の把握を行った。分析の手順は次の通りである。

1)試料8gを秤量。

2)超音波洗浄により泥分を除去。

3) 80oCで恒温乾燥。

4)実体顕微鏡下でテフラ粒子の量や特徴を観察。

(2)分析結果

テフラ検出分析の結果を表1に示す。 B地点(土層d)では、試料7 (11層)をのぞく試料13 (13層)よ

り上位の試料で、白色の軽石(最大径7.9mm)が認められた。また、試料13から試料8 (10層)にかけて、

暗褐色や褐色の軽石(最大径3.7mm)が少量検出された。より細粒の火山ガラスは、試料15 (14c層)をのぞ

くいずれの試料からも検出される。その多くは、白色の軽石型ガラスであるが、試料13から試料8にかけて

は淡褐色の軽石型ガラスも認められる。

3.屈折率測定

(1)測定試料と測定方法

H地点(土層a)の試料17 (7層)に含まれる軽石と試料9 (4b層)に含まれる軽石を粉砕後、それぞれ

のガラス部について、温度変化型屈折率測定装置(古澤地質社製MA工OT)により、屈折率(n)の測定を

実施した。

(2)測定結果

屈折率測定の結果を表2に示す。 H地点の試料17 (7層)に含まれる軽石のガラス部の屈折率(n)は

1.502-1.512である。一方、試料9 (4b層)に含まれる軽石のガラス部の屈折率(n)はL508-1.511である。

4.考察

B地点(土層d)の土層のうち、試料13 (B-9層) (13層)から試料8 (B-6層) (10層)にかけて含まれて

いる暗褐色や淡褐色の軽石や軽石型ガラスについては、その岩相から1108 (天仁元)年に浅間火山から噴出

した浅間Bテフラ(As-B,荒牧, 1968,新井, 1979)あるいは同じ噴火で発生した追分火砕流堆積物(荒牧,

1968)に由来する可能性がある。その量が少ないために詳細については不明ではあるが、少なくともB-9層

(13層)以上の土層は、平安時代以降である可能性が指摘されよう。なお、 B-11層(15層)下部からは、 2700

±40年BP (Beta-226474)の放射性炭素年代測定値が得られている(後述)。両者は層位的に比較的近いこと

から、間に地層の不連続がある可能性も考えられる。
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また、 H地点の試料17 (H-7層)に含まれる灰白色軽石の屈折率のrangeが広いことは、分析対象となった

軽石が複数のテフラに由来していることを示唆する。屈折率が低い火山ガラスについては、本遺跡の位置や

その値などから約l.5へ1.6万年前に浅間火山から噴出した浅間小諸第l火砕流堆積物(As鵜Kml,荒牧, 1968,

町田・新井, 1992, 2003など　n ‥ 1.501-1.503)や、約1.1-1.4万年前に浅間火山から噴出した浅間小諸第2

火砕流堆積物(As-Km2,荒牧, 1968,町田・新井, 1992, 2003など　n : 1.501-1.503)に由来する可能性が

高い。また、屈折率が比較的高い火山ガラスの起源については、現在のところ不明である。
一方、 H地点の試料9 (H-4層) (4b層)に含まれる軽石については、その岩相や屈折率などから、 1783

(天明3)年に浅間火山から噴出した浅間A軽石(As鵜A,荒牧, 1968,新井, 1979, n:l.507-1.512)によく似

ている。

したがって、 H地点のH-4層より上位の土層については、江戸時代以降の可能性があるように思われる。

5.小結

佐久市松の木遺跡において、テフラ検出分析と火山ガラスの屈折率測定を行った。その結果、下位より浅

間Bテフラ(AsB, l108年)や浅間A軽石(As-A, 1783年)などに由来する可能性のあるテフラ粒子を検

出することができた。

文献

新井房夫(1979)関東地方北西部の縄文時代以降の示標テフラ層.考古学ジャーナル, nO.157, p.41-52.

荒牧重雄(1968)浅間火山の地質.地団研専報, nO.45, 65p.

町田　洋・新井房夫(1992)火山灰アトラス.東京大学出版会, 276p.

町田　洋・新井房夫(2003)新編火山灰アトラス.東京大学出版会, 336p.

表1　テフラ検出分析結果

軽石・スコリア 火山ガラス

形態　　　　色調

十　　　　　　pm

十　　　　　　pm

自

白

自

白

白

透明

白灰,淡褐

白,淡褐

白,淡褐

白,淡褐

十十十十:とくに多い,十十十:多い,十十‥中程度,十:少ない, -:認められない.最大径の単位は,

mm. bw:バブル型, Pm:軽石型, SC:スコリア型.

表2　屈折率測定結果

地点　　　　　試料　　　火山ガラスの屈折率(n)

H地点(土層a)　　9　　　　　　1.508-1.511

H地点(土層a)　17　　　　　　1.502-1.512

測定は,温度変化型屈折率測定装置(九月A工OT)による.
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Ⅱ.松の木遺跡の放射性炭素年代測定

1.はじめに

放射性炭素年代測定は、呼吸作用や食物摂取により生物体内に取り込まれた放射性炭素(14C)の濃度が、

放射性崩壊により時間とともに減少することを利用した年代測定法である。過去の大気中の14C濃度は変動

しており、年代値の算出に影響していることから、年輪年代学などの成果を利用した較正曲線により14C年

代から暦年代に換算する必要がある。

2.試料と方法

試料名 �&�5��Y�x���種類 ���謁ﾘ�Y+)���測定法 

No.1 �)&�5�7��vB鎚ﾙY4I�r�"ﾓ���x岔YB��ｳ�Y�x�ﾂ鎚韜{��r�黒泥 伜��H�"�A人月S 

AMS :加速器質量分析法(Accelerator Mass Spectrometr5γ)

3.測定結果

試料名 ��ｩ.�4停�未補正14C年代 ��ﾓ�42�14C年代 凭���46�ﾆV襷�$�vR�

(Beta一) 忠D�%���(%。) 忠D�%���(lo:68%確率,20‥95%確率) 

No.1 �##cCsB�680±40 蔦#2綯�2700±40 佰�5�6�ﾄ$3�3��

1cr:calBC900-810 
2cr:calBC920-800 

BP : Before Ph】γSics (Present), Cal ‥ calibrated, BC ‥紀元前

(1)未補正14C年代

試料の14C/12C比から、単純に現在(AD1950年)から何年前かを計算した値。 14Cの半減期は5730年であ

るが、国際的慣例によりしibbyの5568年を用いて計算している。

(2) ∂13C測定値

試料の測定14C/12C比を補正するための炭素安定同位体比(13C/12C)。この値は標準物質(PDB)の同位

体比からの千分偏差(%。)で表す。

(3) 14C年代

∂13C測定値から試料の炭素の同位体分別を知り、 14C/12Cの測定値に補正値を加えた上で算出した年代。

試料の∂13C値を-25 (%。)に標準化することによって得られる年代である。

(4)暦年代(Calendar Age)

14C年代を実際の年代(暦年代)に近づけるには、過去の宇宙線強度の変動などによる大気中14C濃度の変

動および4Cの半減期の違いを較正する必要がある。較正には、年代既知の樹木年輪の14Cの詳細な測定値お

よびサンゴのU/Th (ウラン/トリウム)年代と14C年代の比較により作成された較正曲線を使用した。

IntCalO4ではBC24050年までの換算が可能である(樹木年輪データはBC10450年まで)。

暦年代の交点は、 14C年代値と較正曲線との交点の暦年代償を示し、 l o (68%確率)と2 0一(95%確率)

は、14C年代値の偏差の幅を較正曲線に投影した暦年代の幅を示す。したがって、複数の交点や複数のl o ・

2 0値が表記される場合もある。

4.所見

加速器質量分析法(AMS)による放射性炭素年代測定の結果、 B地点(土層d)の黒泥層(B-11層[15

層]下部)では2700±40年BP (l crの暦年代でBC900-810年)の年代値が得られた。

文献

Paula J Reimer et al., (2004) IntCalO4 Terrestrial radiocarbon age calibration, 26-O ka BP. Radiocarbon 46,

1029-1058.

尾常大兵(2005) INTCAし98からIntCa104へ.学術創成研究費弥生農耕の起源と束アジアNo3一炭素年代測

定による高精度編年体系の構築一, p.14-15.

中村俊夫(1999)放射性炭素法.考古学のための年代測定学入門.古今書院, p.1-36.
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佐久市教育委員会、松の木遺跡ⅡTにおける自然科学分析

株式会社古環境研究所

I.土層とテフラ

1.はじめに

中部地方佐久平とその周辺に分布する後期更新世以降に形成された地層の中には、浅間、八ヶ岳、御岳な

ど中部地方の火山のほか、中国地方さらには九州地方などの火山に由来するテフラ(火山砕屑物砕屑物,い

わゆる火山灰)が多く認められる。テフラの中には、噴出年代が明らかにされている指標テフラがあり、こ

れらとの層位関係を遺跡で求めることで、遺構の構築年代や遺物包含層の堆積年代を知ることができるよう

になっている。

そこで、層位や年代が不明な土層が検出された佐久市松の木遺跡においても、地質調査を行い土層層序を

記載するとともに、採取した試料を対象にテフラ検出分析と屈折率測定を行って指標テフラの層位を把握し、

微化石分析に先立って土層の層位や年代に関する資料を収集することになった。調査分析の対象となった地

点は、 A地点(土層c)、 B地点(土層d)、 E地点(土層i)、 H地点(土層a)の4地点である。

2.土層の層序

(1) A地点(土層c)

A地点では、緑白色シルト層(層厚10cm以上, A-12層[16b層])とその上位の灰色シルト質砂層(層厚

21cm, A鵜11層[16a層])を切って形成された埋没谷が認められた(図l)。谷は、下位より砂混じり暗灰色

泥層(層厚29cm以上, A-10層[14b層])、亜円礫混じり黄灰色砂層(層厚6cm, A-9層[13層])、暗灰色泥

層(層厚6cm, A-8層[12a層])、白色軽石や砂を含む灰色粘質土(層厚田cm,軽石の最大径4mm, A鵜7層

[11層])、黒泥層(層厚5cm, A-6層[10層])、層理が発達した灰色砂層(層厚4cm, A-5層[9d層])、黄

白色軽石混じり灰色砂層(層厚17cm程度, A-4層[9c層])、灰褐色砂礫層(層厚21cm程度, A-3層[9a層])、

暗灰色土(層厚3cm, A-2層[1b層])、黄灰色土(層厚8cm, A-1層[la層])により埋められている。こ

れらのうち、 A-3-1層は人為的な盛土と考えられている。

(2) B地点(土層d)

B地点では、下位より灰色シルト層(層厚10cm以上, B-12層[16a層])、黒泥層(層厚12cm, B-11層[15

層])、灰色シルト層(層厚3cm, B臆10層[14c層])、白色軽石や砂を含む灰色糖質土(層厚14cm,軽石の最

大径18mm, B-9層[13層])、暗灰色泥層(層厚7cm, B-8層[12a層])、白色軽石混じり灰色粘質土(層厚

9cm,軽石の最大径Ilmm, B-7層[11層])、黒泥層(層厚6cm, B-6層[10層])、層理が発達した灰色砂

層(層厚2cm, B-5層[9d層])、灰色砂層(層厚7cm)、白色軽石混じり灰色砂層(層厚9cm,軽石の最大

径48mm).層理が発達した灰色砂層(層厚6cm,以上B-4層[9c層])、黄白色軽石混じり灰色砂層(層厚

4cm,軽石の最大径19mm, B-3層[lb層])、灰褐色土(層厚7cm, B-2層[lb層])、黄灰色砂層(層厚

1lcm)、灰色砂層(層厚3cm,以上B-1層[1a層])が認められる(図2)。これらのうち、 B-1層へB-3層は

人為的な盛土と考えられている。

(3) E地点(土層i)

E地点では、下位より白色軽石に富み層理が発達した灰色砂層(層厚30cm以上,軽石の最大径25mm, E-

10層[16c層])、白色軽石混じり灰色砂層(層厚14cm,軽石の最大径24mm, B-9層[16a層])、若干色調が

暗い灰色シルト層(層厚26cm, E-8層[16a層])、黒泥層(層厚6cm, E-7層[15層])、灰色砂層(層厚I

Cm)、黒灰色泥層(層厚7cm,以上E-6層[14b層])、黄白色軽石混じり灰色砂礫層(14a層) (層厚19cm,

軽石の最大径14mm,礫の最大径13mm)、灰褐色砂質土(層厚8cm, B-5層[13層])、層理が認められる灰

白色砂層(層厚7cm, E-4層[12b層])、白色軽石や砂を含む灰色土(層厚18cm,軽石の最大径21mm, B-3

層[11層])、暗灰色土(層厚9cm, B-2層[10層])、黄色砂層(層厚16cm)、灰色砂層(層厚3cm, E-1層

[1a層])が認められる(図3)。これらのうち、 E鵜1層は人為的な盛土と考えられている。

(4) H地点(土層a)

H地点では、下位より青色がかった灰色粘質土(層厚3cm以上, H-7層)、鉄分を多く含み灰色がかった褐

色土(層厚12cm, H-6層[6b層])、灰色糖質土(層厚9cm)、灰色砂層(層厚Icm)、灰色粘質土(層厚4
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cm,以上H-5層[6a層])、黄灰色砂層(層厚5cm)、褐色がかった灰色土(層厚7cm,以上H-4層[4b層])、

白色軽石混じり灰色粘質土(層厚13cm,軽石の最大径6mm, H-3層[4a層])、褐色がかった灰色土(層厚

9cm)、白色軽石混じり灰色粘質土(層厚15cm,軽石の最大径11mm,以上H-2層[2a, 2b層])、砂混じり

灰色土(層厚30cm)、桃色がかった黄色砂層(層厚(10cm,以上H-1層[la, lb層])が認められる。これら

のうち、 H-1層(1a,1b層)は人為的な盛土と考えられている。

3.テフラ検出分析

(1)分析試料と分析方法

B地点(土層d)、 E地点(土層i)、 H地点(土層a)から採取された試料のうち、 E地点とH地点の9

試料を対象としてテフラ検出分析を行い、軽石や火山ガラスなどテフラ粒子の特徴やその産出状況の把握を

行った。分析の手順は次の通りである。

1)試料8gを秤量。

2)超音波洗浄により泥分を除去。

3 ) 80oCで恒温乾燥。

4)実体顕微鏡下でテフラ粒子の量や特徴を観察。

(2)分析結果

テフラ検出分析の結果を表1に示す。 E地点の試料1 (15層)では、軽石やスコリアは検出されなかった

ものの、白色の軽石型ガラスが少量認められた。一方、 H地点では、試料17 (7層)および試料15 (6b層)

に、灰白色の軽石(最大径2.8mm)やその細粒物である軽石型ガラスが含まれている。そのほかこの試料に

は、粗粒の暗褐色の軽石(最大径13.1mm)や白色の軽石型ガラスなどが含まれている。それより上位では、

試料9 (4b層)や試料5 (2b層)で白色の軽石(最大径5.2mm)や、その細粒物である白色の軽石型ガラス

が比較的多く含まれている。

4.屈折率測定

(1)測定試料と測定方法

黒泥層を覆う堆積物から採取されたB地点(土層d)の試料13 (13層)に含まれる軽石のうち、淡褐色を

呈する軽石のガラス部について、温度変化型屈折率測定装置(古津地質社製MA工OT)により、屈折率(n)

の測定を実施した。

(2)測定結果

屈折率測定の結果を表2に示す。淡褐色を呈する軽石のガラス部の屈折率(n)は、 1.525-1.531である。

5.考察

B地点(土層d)の試料13 (B-9層　亡13層])に含まれる淡褐色軽石については、その岩相やガラス部の屈

折率が、 I108 (天仁元)年に浅間火山から噴出した浅間Bテフラ(As-B,荒牧, 1968,新井, 1979)によく

似ている。したがって、 B地点のB-9層(13層)より上位は、少なくとも平安時代以降の土層の可能性が考

えられよう。

また、おそらく約L5へ1.6万年前に浅間火山から噴出した浅間小諸第l火砕流堆積物(As-Kml,荒牧,

1968,町田・新井, 1992, 2003など)に由来する白色の軽石粒子や軽石型ガラスが多く混在していることで、

特徴的なテフラ粒子が見えにくくなっていたり、屈折率などの詳細なデータがまだ得られていないために詳

しく言及することは難しいが、 H地点(土層a)の試料17 (H-7層) (7層)に含まれる灰白色軽石について

は、 4世紀初頭に浅間火山から噴出したと推定されている浅間C軽石(As-C,荒牧, 1968,新井, 1979,友

廣, 1988,若狭, 2000)に由来するのかも知れない。そうすると、 H地点(土層a)で認められた土層は古

墳時代以降の土層となる。

今後、屈折率に関するデータや放射性炭素(14C)年代を得ることにより、土層の層位や年代に関してよ

り深い検討が期待される。

6.小結

松の木遺跡において、地質調査とテフラ検出分析さらに火山ガラスの屈折率測定を行った。その結果、下
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位より浅間C軽石(As-C, 4世紀初頭)や浅間Bテフラ(As-B, l108年)などに由来する可能性のあるテ

フラ粒子を検出することができた。

文献

新井房夫(1979)関東地方北西部の縄文時代以降の示標テフラ層.考古学ジャーナル, nO.157, p.41-52.

荒牧重雄(1968)浅間火山の地質.地団研専報, nO.45, 65p.

町田　洋・新井房夫(1992)火山灰アトラス.東京大学出版会, 276p.

町田　洋・新井房夫(2003)新編火山灰アトラス.東京大学出版会, 336p.

友廣哲也(1988)古式土師器出現期の様相と浅間山C軽石.群馬県埋蔵文化財調査事業団編「群馬の考古

学」, p.325-336.

若狭　徹(2000)群馬の弥生土器が終わるとき.かみつけの里博物館編「人が動く・土器も動く一古墳が成

立する頃の土器の交流」, p.41-43.

表1　テフラ検出分析結果

軽石・スコリア

量　　　　色調　　　　最大径

火山ガラス

形態　　　　色調

E地点(土層

H地点(土層 十十　　　　　白　　　　　　5.2

十十　　　　　白　　　　　4.1

十　　　　　白　　　　　3.3

十　　　　　白　　　　　2.7

十　　　　　灰白　　　　　4.1

十十　　　灰白,暗褐　　2.8,13.1

pm　　　　　白

pm　　　　　白

pm　　　　白,暗褐

pm　　　　　白

pm　　　　　白

pm,SC　　　白黒褐

pm　　　　自席褐

pm　　灰白,白,暗褐

pm　　灰白,自席褐

十十十十:とくに多い,十十十:多い,十十‥中程度,十‥少ない, -‥認められない.最大径の単位は,

mm. bw:バブル型, Pm:軽石型, SC:スコリア型.

表2　屈折率測定結果

地点　　　　試料　　　火山ガラスの屈折率(n)

B地点(土層d )　13　　　　　　1.525-1.531

測定は,温度変化型屈折率測定装置(心小A工OT)による.
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Ⅱ.プラント・オパール分析

1.はじめに

植物珪酸体は、植物の細胞内にガラスの主成分である珪酸(SiO2)が蓄積したものであり、植物が枯れ

たあとも微化石(プラント・オパール)となって土壌中に半永久的に残っている。プラント・オパ÷ル分析

は、この微化石を遺跡土壌などから検出して同定・定量する方法であり、イネの消長を検討することで埋蔵

水田跡の検証や探査が可能である(杉山, 2000)。

2.試料

試料は、 A地点(土層c)、 B地点(土層d)、 E地点(土居i)、 H地点(土層a)の4地点から採取さ

れた計16点である。試料採取箇所を分析結果の柱状図に示す。

3.分析法

プラント・オパール分析は、ガラスビーズ法(藤原, 1976)を用いて、次の手順で行った。

1)試料を105℃で24時間乾燥(絶乾)

2)試料約1 gに対し直径約4時mのガラスビーズを約0.02g添加(電子分析天秤により0.1mgの精度で秤量)

3)電気炉灰化法(550℃ ・ 6時間)による脱有機物処理

4)超音波水中照射(300下町・ 42KHz ・ 10分間)による分散

5)沈底法による20I(m以下の微粒子除去

6)封入剤(オイキット)中に分散してプレパラート作成

7)検鏡・計数

同定は、 400倍の偏光顕微鏡下で、おもにイネ科植物の機動細胞に由来するプラント・オパールを対象とし

て行った。計数は、ガラスビーズ個数が400以上になるまで行った。これはほぼプレパラート1枚分の精査

に相当する。試料1gあたりのガラスビーズ個数に、計数されたプラント・オパールとガラスビーズ個数の

比率をかけて、試料1g中のプラント・オパール個数を求めた。

また、おもな分類群についてはこの値に試料の仮比重と各植物の換算係数(機動細胞珪酸体1個あたりの

植物体乾重、単位: 10-5g)をかけて、単位面積で層厚1cmあたりの植物体生産量を算出した。イネの換

算係数は2.94 (種笑壷は1.03)、ヒエ属(ヒエ)は8.40、ヨシ属(ヨシ)は6.31、ススキ属(ススキ)は1.24、

タケ亜科(ネザサ節)は0.48である。

4.分析結果

水田跡(稲作跡)の検討が主目的であることから、同定および定量はイネ、ヒエ属型、ヨシ属、ススキ原

型、タケ亜科の主要な5分類群に限定した。これらの分類群について定量を行い、その結果を表1および図

1に示した。写真図版に主要な分類群の顕微鏡写真を示す。

5.考察

(1)水田跡の検討

水田跡(稲作跡)の検証や探査を行う場合、一般にイネのプラント・オパールが試料1gあたり5,000個以

上と高い密度で検出された場合に、そこで稲作が行われていた可能性が高いと判断している(杉山, 2000)。

ただし、密度が3,000個/g程度でも水田遺構が検出される事例があることから、ここでは判断の基準を3,000

個/gとして検討を行った。

1) A地点(土層c)

A-6層(10層)からA-10層(14a層)までの層準について分析を行った。その結果、すべての試料からイ

ネが検出された。このうち、 A-6層(10層)へA喜8層(12a層)では密度が5,000個/g以上と高い値であり、と

くにA鵜8層(12a層)では13,500個/gとかなり高い値である。また、 A-9層(13層)とA-10層(14a層)でも

3,000個/g以上と比較的高い値である。したがって、これらの各層では稲作が行われていた可能性が高いと

考えられる。
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2) B地点(土層d)

B-6層(10層)からB-11層(15層)までの層準(B-10層を除く)について分析を行った。その結果、 B-6

層(10層) -B-9層(13層)からイネが検出された。密度はいずれも5,000個/g以上と高い値である。した

がって、これらの各層では稲作が行われていた可能性が高いと考えられる。

3) E地点(土層i)

E-7層(15層)について分析を行った。その結果、イネが4,500個/gと比較的高い密度で検出された。した

がって、同層では稲作が行われていた可能性が高いと考えられる。

4) H地点(土層a)

H-3層(坐層)からH-7層(7層)までの層準について分析を行った。その結果、すべての試料からイネ

が検出された。このうち、H-3層(4a層)とH-5 (6a層) -H-7層(7層)では密度が5,000個/g以上と高い値

であり、とくにH鵜3層(4a層)とH-7層(7層)では10,00個/g以上とかなり高い値である。また、H-4層(4b

層)でも3,000個/g以上と比較的高い値である。したがって、これらの各層では稲作が行われていた可能性

が高いと考えられる。

(2)堆積環境の推定

ヨシ属は湿地的なところに生育し、ススキ属やタケ亜科は比較的乾いたところに生育している。このこと

から、これらの植物の出現状況を検討することによって、堆積当時の環境(乾燥・湿潤)を推定することが

できる。おもな分類群の推定生産量によると、イネ以外の分類群ではおおむねヨシ属が優勢であり、ススキ

属やタケ亜科は少量である。

以上のことから、各層準の堆積当時は、おおむねヨシ属などが生育する湿地的な環境であったと考えられ、

そこを利用して水田稲作が行われていたと推定される。なお、稲作の開始以降もヨシ属が多く見られること

から、水田雑草などとしてヨシ属が生育していたことや、休閑期間中にヨシ属が繁茂していたこと、施肥な

どの目的でヨシ属が水田内に持ち込まれたことなどが想定される。

6.まとめ

プラント・オパール分析の結果、分析を行ったほとんどの試料からイネが多量に検出され、稲作が行われ

ていた可能性が高いと判断された。各層準の堆積当時は、おおむねヨシ属などが生育する湿地的な環境で

あったと考えられ、そこを利用して水田稲作が行われていたと推定される。
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図2　松ノ木遺跡Ⅱrの土層柱状図(数字はテフラ分析の資料番号)
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