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例 言

本書は、平成 17年度に実施した神週 |1左岸流域下水道放流渠工事に伴う打出遺跡の発掘調査報告で

ある。

調査は、富山県富山土木センターの委託を受け、富山市教育委員会埋蔵文化財センターが実施した。
調査期間、発掘面積 (れ 、調査担当者は以下の通りである。

①調査期間

【現地調査】第 1工区 lA区、B囲 平成 17年 7月 19日～平成 17年 7月 29日 (実働 8日 )

第2工区 (C区、DD平 成 17年 7月 5日～平成 17年 11月 25日 (実働 7日 )

【整理期間】平成 17年 7月 30日 ～平成 19年 3月 23日

②発掘面積  299ピ
③調査担当者 (平成 17年度)

富山市教育委員会 埋蔵文化財センター 学芸員 中本人穂、堀内大介、野垣好史

本書の執筆・編集は富山市教育委員会埋蔵文化財センター職員の協力を得て中本が行なった。

現地発掘調査について富山県教育委員会文化財課、富山県埋蔵文化財センターの皆様よりご協力を頂
いた。記して謝意を表したい。

本書の座標は任意であり、公共座標は用いていなヤ比水平水準は海抜高である。
理科学調査は、パリノ・サーヴェイ株式会社く株式鉛 パレオ・ラボに依頼し、その成果をⅣ章に掲載
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した。

8 調査成果等関連する資料は富山市教育委員会で保管している。

9 遺構については以下の略号で示した。SD―溝、P一穴、SK―軌
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I 調査に至 る経緯 と経過

1 調査に至る経緯

打出遺跡は昭和 63年～平成 3年に行われた市内遺跡分布調査において発見された遺跡である。平

成 5年 3月 刊行の『富山市遺跡地図』に登載され、周知の埋蔵文化財包蔵地 (全体面積 448,000だ )

として知られることとなった。その後、試掘確認調査や分布調査の結果から平成 16年 1月 に範囲を

拡大し現在の面積は 544,000だ となっている。

平成 17年 6月 、富山県富山土木センターより市教育委員会に対し、神通川左岸流域下水道放流渠

工事の計画が示された。これを受け市教育委員会では、工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当

し、その保護措置を講じる資料とするため、市教育委員会による試掘確認調査が必要な旨、回答した。

試掘確認調査は平成 17年 6月 29日 より7月 6日 まで実施され、工事面積 1,178だ の内、237だに弥

生土器、古代須恵器、中世土師器・珠洲、近世越中瀬戸 。陶磁器等の遺物や溝、土坑、穴等の遺構の

所在を確認 した。

試掘確認調査の結果に基づき、富山県富山土木センターと市教育委員会の間で埋蔵文化財の取扱い

について協議した結果、遺跡の遺存を確認した範囲について発掘調査を実施することとなった。なお

今回工事に係る発掘調査経費及び出土品整理、本報告書刊行に係る経費は全額富山県が負担すること

で合意した。

2 調査の経過

現地調査は平成 17年 7月 5日 から7月 29日 までと二 月 24日 から■ 月 25日 に調査を実施し終

了した。以降、平成 19年 3月 まで出土品整理を行い発掘調査報告書を刊行した。

出上した遺物量は整理用コンテナ箱 (60cm× 40cm× 15cm)5箱を数える。

図1 調査区位置図 1/5000



Ⅱ 位置 と環境

打出遺跡は、富山市北部の神通川河口より約 2.5km西の富山湾に面した富山市打出地内に所在する。

本遺跡範囲の北面は海岸線によって、東側は度々流れを変えた神通川の旧流路によって大まかに画さ

れている。調査地の標高は約 2mを狽1る 。富山市教育委員会による過去の発掘調査から本遺跡におい

て弥生時代から古墳時代、奈良時代から平安時代、室町時代から江戸時代の集落跡が確認されている。

これらの集落はいずれも旧神通川によつて形成された微高地上に存在し、その消長は旧河川流路や水

位、海岸線と大きく関係している。

打出地区周辺には「かつての海岸線は沖合にあった」、「湊の駅宿として繁昌し、家数は三千軒あっ

た」、「花という遊女を埋めた塚に植えられた松を義経が愛でた」等の伝承が『越中旧事記』や『肯構

泉達録』等に紹介され残る。特に神通川大洪水や川筋の変化、海岸の浸食作用という事象によって生

成した街路や寺院の後退や移転という伝承は隣接する四方や西岩瀬にもあり、近世期を通して海岸沿

いの周辺地区においては地域の伝承や沿革が洪水や高潮等の危険を伝える「共有された記憶」として

作用していたと考えられる。中近世期における本遺跡周辺の地理的な特徴は湊の周縁地、浜街道沿い

の要所としての性格と海岸や神通川旧流路に依拠、あるいは翻弄された歴史像が挙げられる。

近代以降は大正 12(1923)年 に設立された越中電気軌道 (昭和 2(192の年に越中電気鉄道と変更)に
よる打出浜駅が大正 15(1926)年 に開業し、昭和 8(1983)年 に富山北口駅から新伏木口駅 (現・射水市)

までが全通している。今回調査区は富山地方鉄道射水線として昭和 55(1980年に路線廃止されるまで

この鉄軌道敷内として利用されていた。鉄道廃止後の現在は自転車専用道路、遊歩道として利用され

ている。
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図 2 打出遺跡周辺図 1/25000



Ⅲ 調査結果の概要

1 調査の方法

現地調査の段階における調査区の地区害1については、工事施工区によ

って第 1工区、第 2工区と分け、さらに各工区を東西区に分害1し、第 1

工区 (東区)と いうように呼称した。現地調査は第 2工区 (西区)、 第 2

工区 (東区)、 第 1工区 (東区)、 第 1工区 (西区)、 第 2工区 (東区)

の)贋で実施した。本書を作成するに当たりこれらの調査区の呼称を便宜

上西からA区、B区、C区、D区とし、右にその対応表を掲げる。

現地調査は重機 (バ ックホウ)によつて路盤、盛土、耕作土を掘削

しスコップ、ジョレンを用いて人力により黄灰褐色砂質シル トのV層
調査区対応表

上面まで掘り下げ、遺構及び遺物の状況を確認する方法をとつた。測量は一部を手沢1にて実施したほ

か、各調査区に任意の基準点を設定し、 トータルス冴―ションを用いて掘削と平行して図面作成等を

行った。

2 基本層序 (図 3)

各調査区の基本層序は大きく分けて以下のとおりである。

I層 :現況路盤の舗装用アスファル ト。上面である現地表面の標高は約 2.1～ 2.4m。 厚さは約 4cm。

Ⅱ層:礫層。鉄道営業時 (大正 13(192つ年～昭和 55(1980)年 )の軌道路盤の道床と考えられる。上面

の標高は約 2.1～ 2.3m。 厚さは約 30～ 60cm。

Ⅲ層:灰褐色砂。軌道路盤に伴 う盛土と推定される。上面の標高は約 1,7～2.Om。 厚さは約 20～ 40cm。

Ⅳ層:灰褐色を基調とする粘質土・砂質±。 1層ないし4層の単層からなる。近代にいたるまでの耕作

土及び床上である。上面の標高は約 1.3～ 1.6m。 厚さは約 10～ 50cm。

V層 :黄灰褐色砂質シル ト。地山。上面の標高は約 1.0～ 1.5m。 上面が遺構検出面。約 30cm掘 り込ん

だところで部分的に湧水する。V層 (地山)上面の標高による高低差をみるとB、 D区が高く、

A、 C区において低くなる。
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図 3 各調査区基本層序模式図



3 検出した遺構 (図 4、 図 5ヨ 写真図版 2～ 4)

遺構は各調査区ごとに番号を付与し、調査区名十遺構略号十遺構番号(2桁)で表現した。(例、A―SD01

=A区の溝 1番 )。

1)A区の遺構 (図 4・ 写真図版 2)

溝 6条 (A― SD01～ 06)と 穴 1基 (A―P01)を確認した。

溝 (洋SD01～ 06)

A―SD01は調査区の西端で検出した。平面検出形状は溝状であるが西側、北側の岸は調査区外にあ

り全体的な形状は不明である。検出長 4.6m、 検出幅 1.3m、 深さ0,6mを決1る。甕形土器や珠洲、

土錘、磁器等が出土した。埋土最下層中より採取した炭化物の放射性炭素年代測定結果 〔本書Ⅳ

章〕では、「紀元前 1～ 2世紀」の年代値が示されたが、同時に実施した土壌サンプルの珪藻分析、

植物珪酸体分析、花粉分析の結果では「広範囲の集水域からもたらされた土壌の再堆積」との結

果が出ており、炭化物についても二次堆積の可能陛は否定できず、遺構形成時期については不明

である。A―SD02は東西方向に伸びる耕作による溝と考えられ、検出長 1.9m、 検出幅 0.3m、 深さ

0,05mを浪Jる。ttSD03は南北に伸び調査区を横断する。検出長 1.2m、 検出幅 1.3m、 深さ0.25m

を測る。A―SD04は A区のほぼ中央で検出された。南端部のみを検出しているため平面形状は不明

である。検出長 1.7m、 検出幅 0.5m、 深さ 0。 17mを測る。A―SD05は 岸SD02と 同一方向に走る。

洋SD02と 同様の耕作による溝と考えられ、検出長 2.2m、 検出幅 0.3m、 深さ0.06mを測る。ttSD06

は南北に伸び調査区を横断する。溝の東側から西側に向かつて 2段状に落ち込む。検出長 1,7m、

検出幅 1.3m、 深さ0.25mを測る。

ブく (A―P01)

A―P01イま径 0。 3m、 深さ 0。 lmを測る。

2)B区の遺構 (図 4口 写真図版 2)

溝 7条 (B―SD01～ 07)と 穴 6基 (B―P01～ 06)、 土坑 8基 (B―SK01～ 08)を確認した。

溝 (B―SD01～ 06)

B―SD01は直線的な形状を持ち北微西に延びる。底面はほぼ平面で検出長 1.4m、 検出幅 1,3m、 深

さ 0.5mを測る。B―SD02は 辟SD01と 同方向に延び耕作に関係すると考えられる。検出長 0。 8m、

検出幅 0.5m、 深さ 0。2mを測る。卜SD03は検出長 1.4m、 検出幅 2,lm、 深さ0.lmを浪Iり SD01、

SD02と 同様に北微西に延びる。また溝内には径約 12～ 20cm、 深さ約 15cmの小穴 5基を伴 う。

B―SD04は SD03と 同方向に伸び、検出長 1.3m、 検出幅 0.4m、 深さ0.lmを測る。径約 15cmの

小穴 4基を伴う。B―SD05は不整な逆台形状を呈し、検出長 1.2m、 検出幅 3.6m、 深さ0.2mを測

る。上師器皿、珠洲、盤上遊戯用の駒などに珠洲の破片を転用した陶製円盤等が出土している。

B―SD06は南側調査区外から北北東方向へ延びる。検出長 0。 9m、 検出幅 0.5m、 深さ0.2mを測る。

B―SD07は SD06同様に北北東方向に延び北側は調査区外へ延びると考えられる。検出長 0,7m、 検

出幅 0。 2m、 深さ0.lmを測る。

大 (B―P01～ 06)

B―P011ま径 0.3m、 深さ0.04mを測る。B一 P02ィま径 0.3m、 深さ0,4mを沢1る 。 B―P031ま径 0.4m、

深さ0.lmを測る。B―P04は径 0,15m、 深さ0.3mを狽1る 。B―P05は径 0.2m、 深さ0,3mを沢よる。

B― P06ィま径 0。 25m、 深さ0.14mを測る。

土坑 (B―SK01～ 09)

B―SK01は検出長 1.3m、 検出幅 0.8m、 深さ0.15mを測る。B―SK02は精円形を呈すると考えられ



るが、近代以降の掘削 (撹乱)によつて切られており半分程度のみ検出している。検出長 0。 9m、

検出幅 0.3m、 深さ 0.lmを測る。B―SK03は円形を呈すると考えられるが半分は調査区外にあり

半円形に検出された。検出長 1.25m、 検出幅 0.45m、 深さ0.14mを測る。B―SK04及び B―SK05は

近代以降の掘削 (撹乱)のため欠番とする。ttSK06は検出長 0.8m、 検出幅 0。 4m、 深さ 0.15m

を測る。近世陶器が出土している。B―SK07は検出長 1.2m、 検出幅 0.25m、 深さ 0。 16mを測る。

SK06を切る。近世磁器碗が出上している。B―SK08は円形を呈すると考えられるが調査区によつて

半分のみを検出している。径は約 1.Om、 深さは約 0,9mを測る。本遺構埋土最下部の黒褐色シル

トは自然科学分析結果 〔Ⅳ章‐
1〕 から「人里など開けた草地を好む人里値物によつて構成」され

た「草地」で 「比較的乾燥した環境下で堆積」、或は「当時の表層土等によって埋積した可含蟄l■」

が指摘されている。また同層から出上した木片の樹種はヤナギ属であることが確認されている。

3)C区の遺構 (図 5日 写真図版 3)

溝 6条 (C―SD01～ 06)と 穴 3基 (C―P01～ 03)、 土坑 5基 (C―SK01～ 05)を確認した。

溝 (C―SD01～ 06)

C―SD01は北東方向に延びるが東側の溝肩部が近代以降の掘削 (撹乱)によつて切られる。検出長

2.2m、 検出幅 3.lm、 深さ0.2mを波Jる。近世陶磁器が出土している。C―SD02は検出長 2.lm、 検

出幅 1.9m、 深さ0.3mを測り、溝中に長軸 1.2m、 短軸 0.6m、 深さ約 30cmの楕円形を呈する土

坑を有する。砥石、珠洲鉢等が出土している。C―SD03は西南西に延びると考えられるが西側を近

代以降の掘削 (撹乱)に よつて切られる。検出長 1.3m、 検出幅 0.6m、 深さ0.25mを測る。珠洲

が出上している。C―SD04は検出長 1.6m、 検出幅 1.8m、 深さ 0.2m。 瀬戸美濃や珠洲が出上して

いる。埋土はⅢ層の砂。近代以降の流路の可能性がある。C―SD05は検出長 1.lm、 検出幅 2.lm、

深さ 0.28mo SD04同様、埋土はⅢ層の砂であり近代以降の流路の可能性がある。C―SD06は検出

長 1.8m、 検出幅 1.2m、 深さ0.2mo SD04～ SD06はほぼ同一の北微西方向に延びる。近世陶磁器

や珠洲が出上している。

穴 (C―P01～ 03)

G―P01は径 0.2m、 深さ0.lmoC―P02は径 0.2m、 深さ0.2mo ttP03は精円形を呈し、検出長 0.3m、

検出幅 0。 2m、 深さ 0。 lmを測る。

土坑 (C―SK01～ 05)

併SK01は不整な円形を呈する。珠洲、中世土師器が出土している。検出長 0,9m、 検出幅 0.9m、

深さ 0。 12mを測る。C―SK02は近代以降の掘削 (撹乱)に よって切られ、全体形は不明。検出長

1.lm、 検出幅 0.8m、 深さ0.15mを測る。珠洲が出土している。C―SK03は C―SD02に切られるが

精円形を呈すると考えられる。検出長 0。 4m、 検出幅 0.6m、 深さ0.24mを測る。C―SK04は検出

長 1.lm、 検出幅 0.7m、 深さ 0。3mを測る。不整な円形を呈すると考えられるが土坑の半分は調

査区外にあり全体形は不明。珠洲の大甕が出上している。C―SK05は C―SK04同様、調査区内にて

半円部のみを検出した。検出長 1.4m、 検出幅 0.6m、 深さ0.08mを沢1る 。

4)D区の遺構 (図 5・ 写真図版 4)

溝 1条 (D―SD01)と 穴 2基 (D―P01、 02)、 土坑 3基 (D―SK01～ 04)を確認した。

清 (D―SD01)

D―SD01は調査区西端部にて検出している。南北方向に延び検出長 1.3m、 検出幅 1.3m、 深さ 0。95m

以上を測る。/TE土 は砂であり周辺の遺構の様相とは異なり噴砂の可含留陛を指摘できる。

ブく (D― P01、  02)



D―P01は調査区南端で半円形状で検出した。検出長 0。 3m、 検出幅 0.5m、 深さ 0。2mを測る。

D―P02は不整形な長円形を呈し、検出長 0.4m、 検出幅 0.3m、 深さ 0。 lmを測る。

土坑 (D―SK01～ 05)

D―SK01は検出長 2.3m、 検出幅 1,lm、 深さ0,9mを測る。全体平面形状は円形を呈すると考えら

れるが半分は調査区外にあり半円形状で検出した。土錘や砥石、中世土師器皿等が出上した。

D―SK02ィまD―SK01同様に半円形状に検出している。砥石、中世土師器皿、弥生甕形土器等が出土

した。検出長 2.lm、 検出幅 1.lm、 深さ0.6mを測る。D―SK03は調査区南北幅内に収まる円形を

呈する。検出長 1.3m、 検出幅 1.3m、 深さ0.2mを測る。D―SK04は調査区東端で検出した。検出

長 1.2m、 検出幅 1.2m、 深さ 0。 7mを測る。平面形は円形を呈すると考えられる。D―SK05は平面

形が半円形を呈し、SK04が埋没した後に掘り込まれたと思われる。検出長 0,8m、 検出幅 0.3m、

深さ0.2mを測る。

4 出上した遺物

1)A区の遺物 (図 6、 写真図版 1)

A‐SD01よ り出土した 8点を図示した。

1は窪形土器の口縁部である。口縁と体部は凹線により区画され口唇部外面下部は工具による刺

突文、内面は綾杉状の刺突文が施される。外面の調整は斜行のハケロ、内面はヨヨナデを施す。

口径 19.2cm。 弥生時代中期。 2は甕形土器の体部と考えられる。外面は横方向及び縦方向のハ

ケ調整、内面には斜行するハケによる調整を施す。 3、 4、 5は甕形土器の底部と考えられる。

いずれも底部から緩やかに外反して立ち上がる。 3、 4は外面に縦方向のハケ調整を施す。底部

径は3が 6.6cm。 4が 7.8cm。 5は外面は縦及び斜め方向のハケ、内面はケズリによる調整を施

す。底部径は 8.8cm。 弥生時代中期。 3、 5は自然科学分析 (胎土分析)対象資料。 6は伊万里

碗の口縁部～体都。外面には草花文が描かれる。日径 9.Ocm。 7は土師質の日縁部破片。傾き等

は不明である① 8は土師質の管状土錘。長さ 5.5cm、 最大幅 3.9cm、 孔径は 1.3cm。 外形は中央

部で膨らむ樽状を呈する。孔の両端は磨耗しておらずさほど使用されずに廃棄されたものと考え

らオ化る。

B区の遺物 (図 6、 写真図版 1)

B―SD05、 B―SK07よ り出土した 3点を図示した。

9は土師皿。胎土は褐色を呈する。ロクロ成形による。口縁は緩やかに外反する。口径 13.8cm。

B―SD05よ り出土した。16世紀代か。10は珠洲甕体部の破片を転用した陶製円盤。径約 3cm。

厚さ約 0。 9cmo B‐SD05よ り出上した。11は磁器碗高台。高台径 5,8cmo B― SK07よ り出上した。

C区の遺物 (図 6・ 7、 写真図版 1)

C― SD02、 C‐ SD04、 C‐ SD06、 C‐ SK04、 撹乱、遺物包含層より出土した 15点を図示した。

12は 口縁部がやや内傾する越中瀬戸の広口壺か。口径 1lcmo C‐SD02よ り出土。13は砥石。暗

灰色を呈する凝灰岩製。長さ 7.5cm。 幅 4.Ocmo C‐ SD02よ り出土。14は珠洲の片口鉢。口縁部

内面にはクシロ波状文が施される。口径 35。 2cmo C‐ SD02よ り出土。15は瀬戸美濃の灰釉壷の

底部。高台径 8.4cmo C‐SD04よ り出土。16は伊万里の皿。見込に松樹と思われる文様。C―SD04

より出土。17、 22は越中瀬戸の橋鉢。17の底部には回転糸切痕。17の底部径 12.6cm。 ともに内

面の卸し目は隙間無く施される。17は C―SD04よ り出土。22は底部径 12.6cm。 撹乱中より出土。

18は弥生壷形土器の底部と見られる。内面にはケズリ、外面及び底面はミガキによる調整が施さ

2)

3)
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図 4 打出遺跡遺構平面図 S=1/100・ 断面図 S=1/40(A区、B区 )
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4)

れる。底部は垂直に立ち上がり外反する。底径は 5.6cmo C― SD06よ り出土。19は磁器皿。高台

部は露月台。高台径 5.6cmo C‐ SD06よ り出土。20は伊万里碗。口縁外面には垂直に引かれた不均

等な櫛状文、口縁内には流水文とみられる横線。C‐SD06よ り出土。21は珠洲の大甕。口径は

54.6cmo C‐SK04よ り出土。吉岡編年 〔吉岡 1994〕 のⅣ～Vtt。 23は唐津の端反状の口縁を持

つ鉢。内面には波状の白色ハケロ文が施される。胎土は赤褐色を呈し光沢のある釉がかかる。口

径は 26.4cm。 撹乱中より出土。18世紀後半。24は越中瀬戸の甕。胎土は赤褐色を呈し光沢のあ

る釉が外面及び口縁内にかかる。口径は 35.2cm。 撹乱中より出土。25は伊万里の碗。体部下半

に 1条 と高台に 2条の計 3条の横線が施される。高台径 6.3cm。 遺物包含層より出土。26は越中

瀬戸の皿。口径 ■,2cm。 遺物包含層より出土。

D区の遺物 (図 7、 写真図版 1)

D―SK01と D‐SKC12、 D‐SD01、 遺物包含層で出土した 10点を図示した。

27は磁器碗の口縁部。外面には鉄釉が施される。日径 9.4cmo D‐ SD01よ り出土。28は土師器皿。

口縁部に煤が付着する。口径 9cmo D‐SK01よ り出土。29は瀬戸美濃の筒形碗の体部。体部は黒

色釉がかかるが体部下半から高台は露胎となる。D‐SK01よ り出土。30、 31はいずれも弥生時代

の甕形土器の底部。30は底部から体部へは直線的に立ち上がり内面はヘラ削りによる調整。底部

径 9.6cmo D― SK01よ り出土。31は外面全体に垂直方向のハケロが施される。体部へ内湾しなが

ら立ち上がる。底部径 9.6cmo D‐ SK01よ り出土。32は 8と 同様の土師質の管状土錘。一部を欠

損している。孔径は 1.3cm。 外形は樽状を呈し8に比べて中央部の膨らみが大きい。D‐SK01よ

り出土。33、 37は砥石。いずれも石材は緻密な疑灰岩とみられ、にぶい黄橙色を呈する。33は

長さ6.7cm、 幅 2.8cm、 側面に研磨痕と見られる半円状の凹みがある。D―SK01よ り出土。37は

長さ 7.8cm、 幅 4.lcm、 D‐SK02よ り出土。34は有段口縁を有する壷の口縁部。弥生時代中期。

口径 16cmo D‐ SK02よ り出土。自然科学分析 朝台土分析)対象資料。35は甕形土器の体部上半。

内面は横位のケズリにより調整。D―SK02よ り出土。36は器種不明の赤彩土器口縁部。内外面共

にミガキが施される。口径 13.2cmo D‐SK02よ り出土。自然科学分析 (胎土分析)対象資料。

38は土師質の甕か壷の口縁部。外面には斜行するハケロ、日縁内面には 3条の凹線が施される。

日径 19.Ocm。 遺物包含層より出土。

その他の遺物 (図 7、 写真図版 1)

39は試掘調査時出上の一部に焼き接ぎ痕のある磁器碗。体部に垂直に引かれた線と体部下半に廻

らされた横線で画された中に幾何学文が施される。内面に 1条の横線、見込に文字か文様が描か

れるが。高台内に「打出村」と朱書されることから村民共有の碗であったとも考えられるが「打

出村」の文字が右によつており、欠損する左行に所有者名が書かれていたかもしれない。青色の

発色が鮮やかである。焼き継ぎ技法が地方にも拡がつた 19世紀頃に収まる。高台径 4.Ocm。

5 まとめ

今回の実施した発掘調査で出土した遺物の所属年代については中世、近世、近代に属するものが中

心をなしている。遺構については明確に時期や形状、用途について特定できるものは少ない。そのよ

うな中、A区の溝 (A‐SD01)1こて出上した弥生土器中期の上器とあわせて、土壌分析の「広範囲の

集水域からもたらされた土壌の再堆積」という結果 (Ⅳ章‐1)か ら、A区の後背に当該時期の生活痕

跡の存在が推測できる。また、D区の上坑 (D‐SD01～04)はそれぞれの形状や規模、出土遺物が類

似している。これらは同時期に機能し、埋没の経緯も同様であつたと推定できる。

5)
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Ⅳ 理科学的分析

¬ 打出遺跡の自然科学分析 (放射性炭素年代測定・珪藻、花粉、植物珪酸体分析、樹種同定)

パリノ・サーヴェイ株式会社
1謎斗

試料は、』唆2試料 lB ttSKl18三母針ンフ
°
ル2、 A tt A SI101」封ンフ

°
ル3)及び利キ2言韓キlB区 郎Ю8(自然和 、A ttSI101 0知 跡つ )からな

る。以下に、各試料の概要を講 。

(1)辟SK08

平面形は円形を呈すると考えられ、径約 lm、 深さ約09mを計る。本遺構は、土坑とされているが、井戸跡の可能性も指摘されている。

試料は、覆土最下部の黒褐色シルト鱈層)よ り採取された土壌 G ttSKl18土壌ルフ
°
ル2、 以下、卜SKC18)である。当試料を対象に、珪藻分

析・植物珪酸体分析・花粉分析を行う。また、本遺構覆土から出上した木片については樹種同定を行う。

(2)卜SD01

調査区西側 徹画 より検出されており、河 |1跡あるψWd/1現模な流路と推測されている。遺構の大部分離 殴用こあるため、その広がり

は不明であるが、深さは約 60cmを計る。覆土中からは、中。近世の陶磁器や弥生土器が出土しており、中・近世頃まで機能していた遺構の可

能性が1旨摘されているが、その形成時期については課題とされている。

試潮よ、卜帥01覆土最帯 附卦目当する灰褐色判質土 (a署)よ り採取された土壌 Q tt SD01 J陛 餓ンフ
°
ル3、 以下、A SIll11)及び炭化物である。

土壌については珪藻分析・植物畦酸体分析・花粉分析、炭化物については樹種同定及び放射L炭素年代測定を行う。

2分析方法

(1)必暢ヤ「生炭素年代測定

試料は、超音波煮沸洗浄と酸・アルカリ・酸洗浄皓謁れ 狙 水酸化ナトリウム 1吼 塩酸 1 2Nlに より、不純物を取り除いたあと、グラファ

イトを合成し、測赳羽試料とする。預U定隅器は、NEC製コンパクトthIS,1 5SIIHを 用いる。放射「峡 素の半浅期はLIBBIの判州 5,568年独

用する。また、測定年代は 1950年を基点とした年代 彼)であり、誤差は標準偏差 鯨e sitta;68%)イ 群目当する年代である。なお、層年較正

は、RAD10働肥伽 6奇LIBRAT10N駅 03R寄M6付LIB RⅣ 5 02 COprigllt 1986 2005 M Stuiver and P」 Reimer)を 用い、誤差として標準偏差 10ne

Sigma)を用いる。

(2)王圭手身ミタ)析

試料を湿重で7g前後秤量し、過開 馴G朝く、塩酸廼よ 自然沈降法の慣に物理・化学処理を施して、珪藻化石を濃集する。検鏡に適する濃

度まで希釈した後、カバーガラス上に滴下し乾燥させる。乾燥後、プリュウラックスで封入して、永久プレパラートを作製する。検鏡は、光学

顕微鏡で油浸 600倍あるいは 1000倍で行い、メカニカルステージでカバーガラスの任意の測線に沿つて十杏し、珪藻殻が半分以上残存するも

のを対象に200個体以上同定・計数する釘ヒ石の少ない試料はこの限りではないが、1プレパラートあたり50個体以上の試料については2枚検

銭する)。 種の同定は、原口ほか(1998)、 【銅陣r(1992)、 【alnmer&Lange Bertalot(1986,1988,1991a,1991b)、 渡辺 ⑫005)、 Witkow・ bki θど

βユ(2000)な どを参照し、分類体系はRoulad,Cl av7ford&Mann(1990)に 従つている。

同定結果は、中心類lCentric diatonls)と 羽状類●enmte diatonls)に、羽状類1湖齢鱒制]状珪藻類Cttraphid pemate diatonls)と 有縦清羽状

珪藻類(Rapllid pennate diatoms)1こ 分けている。また、有縦溝類は、単縦溝類、双縦溝類、管縦溝類、翼管縦溝類、短縦溝類イ齢日分している。

各種類の塩分濃度に対する区分は Lolwe(19741に従い、真塩性種 (海水生① 、中塩性種 (汽水生働 、貧塩性種 (淡水坐曰 に分ける。貧

塩陛種は、塩分 。水素イオン濃度lpHl・ 流水に対する鵡 凱こついても甫 。また、環境指標種はその内容を甫 。そして、産出個体数 100個

体以上の試料イ丸 産出率 20%以上の主要な種類について、主要珪藻化石辞集の目陸分布図を約戎する。また、産出化石が現地陛か異地性かを

判1新する目安として、完形殻の出現率を求める。堆積環境妨 るにあたって、真塩畦種～中塩1雪叡湊能  (1988)、貧塩性種は安藤(1990)、

陸生珪藻脚テ藤・堀内(1991)、 汚濁耐性は、Asai&Watanabe(1995)、 渡辺 優005)の環境指標種を参考とする。

(3)柳 〒

譜 縣勺10gについて、水酸化ナトリウムによる泥化、印「よ、重液(臭化亜鉛 :ナ姪 23)よ る有機物の分離、フッイ助く素酸による鉱物質の除去、

アセトリシス鰍 酌駿9,濃硫酸 1の混缶の処理による植物遺体中のセルロースの分解を行い、物理・化学的処理を施して花粉を濃集する。

残澄をグツセリンで封入してプレパラートをイ匂戎し、400倍の光学顕微鏡下でプレ/パラート全面をキ杏し、出現する全ての種類について同定・

訂鞍好する。

結果は同定・計数結果の一覧表、および主要花粉化石群集の層位分布図として表示する。図中の本本花粉は木本花粉総数を、草本花粉・シダ

類胞子は総数から不明花粉を除いた数をそれぞれ基数として、百分率で出現率を算出し図示する。

(4)鉤 〒

画 g前後の試料について、過囲 閉く素水・塩酸処理、沈定法、重液分離法(ポ リタングステン酸ナトリウム,比⊇ 5)り頃に物理・化学処

理を行い、植物珪酸体を分離・濃集する。検鏡しやすい濃度に希釈し、カバーガラス上に滴下・乾燥させる。乾燥後、プリュウラックスで封入
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してプしンパラートを作製する。

400倍の光学頭微鏡下で全面を十杏し、その間に出現するイネ科葉部(葉身と難 りの難 陳訴剛包に由来した植物珪酸体(以下、鯨 剛伊聾殉本と

呼§ および葉身機動細胞に由来した植物珪酸体(以下、機動糸剛動 と呼→、およびこれらを含む瑚 断断調キを近藤(2004j等 を参考に同定

し、言徴 する。

結果は、検出された種類とその個数の一覧表で示すとまた、検出された植物珪醐本の出現傾向から古植生について検討するために、蜘

体群集と珪化組織片の産伏を図化し亀 各種類の出現率は、齢 醐動 と鰯 剛醐 の珪酸体毎に、それぞれの総数を基数とする百分率

で求め亀

(5)樹種同定

弟」開の刃を用いて木口 鱒朝涌砂 ・柾目 (放射断蔵 ・板目 修諭醐千め の3断面の徒子切片を作製し、ガム・クロラール (抱水クロラ‐花

アラビアゴム粉末,グリセリン,蒸留水の混合祠 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、生物顕微鏡で木材組織を観

察し、その特徴から種類を同定する。一方、卜SD01の炭修閉よ、自然乾燥させた後、3断面の割断面を作製し、列泰醍微鏡および走査型電子頭

微鏡を用いて木材組織を観察し、その衛致から種類を同定する。なお、同定の根拠となる顕微鏡下での本材組織の特徴等については、島地・伊

東(1982)お よびheeler他 (1998)をか考1こする。また、各樹種の枷 ♭」の特徴については、林(1991)、 併東(1995,1996,1997,1998,1999)

や独立行政法人森林総合研究所の日柳 掃期Uデータベースを参考としている。

3結果

(1)放射性炭素句式淑J定

A働01@層から採取された炭化物の測定結果 (同位体効果による

補正qOは 、2060± 2CIIIPを示す (表 1)また、暦年較正結果は、

測定誤差σとして計算させた結果では caBC105 41、 測定誤差を 2σ

として計算させた結果ではcaBC163 1を 示す (表 2)。

なお、暦年較正とは、大気中の “C濃度が一定で半

減期が 5568年 として算出された年代値に対し、過去

の宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の 叱 濃

度の変動、及び半減潮の違い C℃ の半減期 5730± 40

/Tlを較正することである。暦年較正結果は、本来 10

年単位での表記が通例とされているが、将来的円晉年

較正プログラムや暦年較正曲線の改正が

あつた場合の再計算、再検討に対志する

ため、ここでは 1年単位で表記している。

また、暦年較正は、測定誤差 o、 2σ 双方

の値の計算を行つている。 oは統計的に

真の値が 6800の確率で存在する範囲、2σ

は真の値が 95%の確率で存在する範囲で

ある。また、表中の相対比とは、σ、2o

の範囲をそれぞれ 1と した場合、その範

囲内で真の値が存在する確率を相対的に

示したものである。

(2)鋤 F

結果を表 4、 図 11こ、珪藻化石の生態

性殴斜鞄期議鶉籠難の説明を表 31孫

坑 2試料のうち、B SK08は珪藻化石が豊

富に含まれていたが、A帥01は 100個体

を僅力ヽ こ上回る程度であった。完形殻の

出現孝は、ともに約 60%であり、産出分

類群蜘 よ合計で 27属 59分類群である。

以下に、珪藻化石詳集の指敦を記す。

1)B―SK08

陸上のコケや上壌表面など多少の湿り

気を保持した好気的環境にFINll■のある陸

砧編纂諮に即綽蒲冨号緒斜手急仇綽島良写
再計算や比較が行いやすいよ〕ょ怖目執めtthない。

5)相 対比は、σ、2σのそれぞれを1とした場合、確率的に真の値が存在する比率を相対的に示したものである。

表94藻 化石の生態性区分および環境指標種群

2)BP年 代値は、1950年

σ(測 定値の60%が入る範口)を 年代値に換算した値。

試料名
補正年代

暦年較正年代(ca) 相対比

CALIBRAnON PROGRAM CAuB REV502(Copynght

Fr藻 化石の生態性 区分 および環境 指標種群

ぎi箔 奪

ける浮遊 生種 としても沼沢湿 地 の 付着 生種 としてと優 勢 に出現 することか らヤ の ような環 境を指標 する可 能性 の
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内●p ltt neac(翰
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Rapnd Pe Mte ttato熊櫛 鰤 効 瀬 議 翔

RFpr dneaⅨ 柳

Ыぬphd Pennar‐ 団都 冽術詢聯蜘

KH本芍縦飼 叫需騒 。潮闘廟碗強種(郵鶏,9901

S好潮船糧 u鰤 雪菫T節勧 態 以」JAM adM角 熊横 19∞ )

生珪藻が全体の約 90%を 占める。主要種の産出頻度は、陸生珪藻の中でも

耐鞄陛の高い陸生珪藻A群の と肪ゴθダっ勉め 、ル疵z鋤力 aり
'ゴ

9x埒、

未区分陸生珪藻の Pttuttaria sttaηん刀″ノが 20%前後と多産し、水域

にも陸域にも生育する陸生珪藻 B群の と,ガθο力p盛鞭 ″∽、陸生珪藻A

群 の Pitt■aria式 碗 力 ♂、 か

"″
t p7,峰玉 Lz77 Var 'わ力 効 、 つ力 発鑢 s

σ9rlなertt val ″年鰤等を伴う。

2)卜SD01

陸生珪藻と淡水域に生育する水生珪藻 (以下、水生珪藻と言う)とがほ

ぼ半々づつ産出する。主な産出種は、陸生珪藻A群の 上肪2c・ο力 胞打欽

協互2sと三aDゅ ゴ々αttγ ,、 陸生珪藻 B群であり好汚濁性種でもある

力♂発鑓 s θ9/PF97瘤ο″、水生珪藻 では 総ゅ物,9盟 〃力
"効

Var

距即ガ牧 好流水陛の 2π9/1θん 9■ginttsis var.孵ダ∝な 流水不定陛

で好汚濁llLIEの Se■■軸 拗 pupu■a、 それに沼沢湿地付着生種群のみ陶″ρ

ρπ歩′七9β力d var rrPJtrFg‐ 力等である。

(3)花粉分析

結果を表 5、 図2に甫 も花絣 E石は、2試料とも保存伏況は不良であ

る。

1)B― SKl18

木本花粉の害」合が低く、草本花粉とシダ類胞子の割合が高し、木本花粉

は、マツ属複維管束亜属やハンノキ属が検出される。草本花粉では、イネ

科、カヤツリグサ科、アブラナ科、ヨモギ属、タンポポ亜科などが検出さ

れる。草本花粉は、シダ類胞子が多いことから全体を基数とした相対比で

はいずれも低率であるが、木本花粉と比較した場合はいずれも高率である。

2)卜SD01

木本花粉、草本花粉ともに少なく、シダ類胞子がやや目立つ程度である。

産出した種類では、木本花粉ではスギ属、コナラ属アカガシ亜属等が僅か

に認められ、草本花粉ではイネ科が認められるのみである。

(4)片勒凋義淋分析

結果を燕 、図3に試 こ各試料からは植物珪酸体が検出されたが、保存

状態は不良であり、表面に多数の小孔(溶食痕)が認められる。

1)卜SЮ8

栽培植物のイネ属、チゴザサ属、クマザサ属を含むタケ亜科、ヨシ属、

コブナグサ属やススキ属を含むウシクサ族、イチゴツナギ亜科などが検出

される。イネ属は、籾殻に形成される穎珪酸体や葉吉Ⅲこ渤戎される慾 剛包

列も検出される。

2)A―SD01

イネ属、チゴザサ属、クマザサ属を含むタケ亜科、ヨう刀高等がわず力ヽこ

認められるのみであり、分類群及び検出個数はいずれも少なし始

(5)樹種同定

2試料はいずれも落葉広葉樹のヤナ刊副こ同定された。以下に、角特J学

的伽致等を討 。

・ヤナ¶高 (膨′力) ヤナギ科

散子し材で、道管は単独または 23個が複合して散在し、年輪界付近で径

を減少させる。道管は、単穿孔を有し、壁子日よ交n伏に西ジ可する。放射組

織理驚陛、単列、115細胞高。

4考察

(1)卜SK08

BttK08覆土最下部の黒褐色シルト《9習)の珪藻分析結果では、耐乾性

の高い陸生珪藻A群を主体とする1釣 が優占し、水生珪藻は少ないと

短鰐 鞭

木本花粉      
試料番号   2  9ィ

ネ科期塘劉炒襲酪

マツ属複維管東亜属
マツ属 (不 明)

2   -  イネ痛 ネ属

19   - 部勧知ゴザ切萬

スギ属             2  1 タケ断秒マ
"属

種  類

ヤマモモ属
クマシデ属―アサゲ属
ハンノキ属
ブナ属
コナラ属アカガシ亜属

ナデシコ科
アブラナ科
アリツトウグサ属
セリ科
ヤエムグラ属―アカネ属
ヨモギ属
キク亜科

9 SKOa ttS画 1 種  類

1    -  夕THIl

io   ―  ウシケサ族コブ★メサ属

,   一  ウシル 藤 刊属

1   1  イテ」ンナギ菫科

姜 網

目 ‐
―

― 一 一 一

二 十 」 ―

瑠 財 迎

イネ科
カヤツリグサ科

,9  3__至 盟好 夕坐__………… …… ―‐ユ‐一 _f
i5   - イネ柳 鰯 本

サナエタデ節―ウナギツカミ節   1  - イ利えイネ属

ツバ属              2  - タケ亜科外
"サ

属

アカザ科              iO   ―  タケ亜科

10  ~ イネ鉤 本

5響‐・ ‐‐Ⅲゴ霧覇
ゼンマイ属            2  -~
他のシダ類胞子

合 計
木本花粉

草本花粉
不明花粉
シダ類胞子
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いつた特徴が指摘される。このことんヽら、本劇吾は、比較的乾燥した環境下で堆積した、或は、当時の表層土等に由来する土壌によつて埋積し

た可能性がある。同試料を対象とした花粉分析結果においても花粉化石の保存状態が不良であったが、花粉化石は好気的環境下では分解されや

すいことから、調励的な堆積環境が示唆される。

花粉化石群集ではシダ類胞子が多く産出したが、これま花餌レ印ひレヽ 風化に対する耐1/L/Jミ強いためと考えらオk)風化に射する耐性は、シダ

類胞子、針葉付棚家 広葉樹格彿りI原に刀ヽさくなるとさ身tている綿功く・山内,1971三宅。中越 1998な D。 このことから、本報告では、風化

等による組成の歪曲を考慮し、考察を行つている。

花粉化石群集は、木本花粉に比べて草本花粉の害恰が非常に高いことから、周辺は草地であつたと考えられる。当時生育していた草本類は、

イネ科、カヤツリグサ科、アカザ科、アブラナ科、ヨモギ属、タンポポ亜科等の人里など開けた草地を好む人里植物によって構成されていたと

考えられる。また、蜘 本分析結果では、湿潤な場所に生育するヨラ刀講 コブナグサ属、申 税こ生育することの多いクマザサ属、

乾いた場謝こ生育することの多いスス刊同等が検出されていることから、これらのイネ科植物も周辺に生育していたとみられる。このような産

出状況は、隣接する打出遺跡における調蔭事例(パ リノ・サーヴェイ株式会社 2006)と も類似する。なお、同遺構覆土より出土した木片はヤナ

刊同であつ亀 日本に生育するヤナ刊副こは 34布勤ミあり、比較的乾いた場D甲こ生育する種から湿地等の湿つた場D甲こ生育する種まで様々な環

境に生育する種が含まれる。本遣跡周辺では、カフラヤナギやネコヤナギ等が河畔に普通に見られることから、当該期の溜醐司辺でも河道沿い

を中心に生育していたと推測される。

また、栽痛植物では、ゾバ属の勧 修石やイネ属の植物畦酸体が検出されたことから、周辺域において、これらが栽培されていた咄 生があ

る。このうち、イネ属については、打出遺跡の弥と時代綾期～古墳時代前期の住居跡や、弥と時代以降と考えられるELEよ り植物珪酸体や種実

が検出されている(パ リノ・サーヴェイ株式会社 2006、 株式会社パレオ・ラ式 2006)。

(2)A―SD01

肝SI101@層から出上した炭化物は、紀元前 1～2世紀頃の年代値を示し危 調査所見によれtミ 弥生土器が覆土中から出上していることや、

本分析結果を参考とすると、A SE101の形成時期は弥生時代頃に遡る可能性もある。

同署から採取された土壌の珪藻化石群集は、保存状態及び検酸 イれ ずヽれも不良であつ危 産出する種類は、陸上の乾いた環境や流和女 そ

れに沼沢や湿地等の生育環境を異にする様々な環境に出現する繭 が混在することを特徴とし、この他に、И防力珂 c益力夢磨 等の第踊 」署

からの二次堆積と考えられる絶滅種も認められ亀 このような群集は混合群集とされ、立ル鸞∞ のす漫的 などに認め

られる特徴である (堀内ほ力11996)。 したがって、検出された珪藻化石騨紺よ、広範囲の期 からもたらされた土壌の再堆積と考えらオ化、

A SI101内の雄積環境を反映していないと判断される。また、花粉fヒ石や植物珪酸体も検出数が少なかった要因についても、堆積速度∀ 修石が

取り込まれにくい環境であったことや、堆績後の経年変化等によつて保存状態が著しく悪くなったことなどが要因として推測される。

なお、放射陛炭細 式淑J定試料とした炭化枷まヤナ刊同であった。出土状況や形状からは被熱の要因や用途は不明である。なお、打出遺跡

では弥と時代後期～古獨時時海朝ひヒ定されるS101の炉と推定されているP05からのみヤナ刊高が認められている(パ リノ・サーヴェイ株式会

社 2006、 株式会社′ヾレオ・ラ式 2006)こ とから、その用途の一つとして燃料材として利用等が挙げられる。

閣爾Ⅷ

増
息
攀

薫
―ｌｒ

い
ｍ碓
華
曇
羹
騨

冊
善
ミ
ヽヽミ
ミ
ミ
ド
ミ
ミ
Ｌ
Ｆ
口
Ｌ

岬

備

膿

静

韓

撃

『

癖

攀

器

雌

咄

＝
料
置
ヶ
　
阻
Ｄｏｌ

牟‡4‡‡‡を全奪奪奪拿章と†|‡奪|↑  霰を
O     Sp    !0い

ム盛誉とイ塩(鶴叩型!i絆h協議蒲社協樫,il!夕特ヒ41留呼,14犠監ナ#k」務程絲守雫ヤ

+li 14

電

淋lr習ri十lrTI'IttPr,P,脂 |「

19



引用文献

安藤 一男,1990,淡水産珪藻による始 の設定と古環境復元への応用.東北地442,73弓 8

Asai,K &Watanabe,T.,1995,Statistic Classification of Epilithic Diatom Species into Tlree Ecological Croups relating to Organic

隆ter Pollution(2)Saprophilous and saproxenous taxa.力 ρぢ明 ′935望 7.

林 日召二 1991,日舅剌瑳多ベルオ コ髯

"澄

覧震え貞警ミ痺虔部辮 肇財斗塙諄げ膨定房F

原口 和夫・三友 清史・小林 弘,1998,埼玉の藻類 葛確鼠埼玉県憎物菰埼玉県教育委員会,527馬00.

堀内 誠示・高橋 敦・橋本 真径え 1996,珪藻化石群集によるイほ地離積物の古環境推定について 一混合群集の認定と堆積環境の解釈一 日

本文イ限確 第 13回大会研究溌表要豊亀 62将 3.

Hustedt, F,1987-1939,%及 効盟ιZS9'θ 塑ワど 成おど嗜 ■schθ ♭ な銘 ,7ぅ

'コ

兜宴翔 肋 ″ ど7θ Diaォ働にっ9コ町婢  レo口 うみレ3, あ惨ノゴ コ9」 ∫切И 能 . Archiv

fur Hsrdrobiology, Supplement,15:131-177,15:187-295,15:393-506,15:638-790,16:1-155,16:274-394

石川茂施 1994,原色日本植物種子写真図離 石川茂雄図鑑刊行委員会,328p

例藤 良永・堀内 誠れ 1991,陸生珪藻の現在に於ける分布と醐 勢体 の応用.珪藻学会誌 6,23望 5.

併東 隆夫 1995,日 本産広葉樹材の解剖学的記載 I木材研究・資料 31,京都大学木質科学研勾覗 81181.

伊東 隆夫 1996,日 本勘軸 オの角符」学的記載Ⅱ.木材研究・資料 32,京都大学木鋤 †6併176.

伊東 隆夫 1997,日 本産広葉樹材の婢割学的記載Ⅲ.木材研究・資料 33,京都大学木蜘 毛8併201.

伊東 隆夫 1998,彫杓動癖齢耕拒珀帯J学的記親M木材研究・資料34,          F30166.

伊東 隆式 1999,日 本産広葉樹材の解剖学的記載V木材研究・資料 35,京都大学木質科学研勾弧 4作216

近藤 錬二 2004,働ケイ蝉 ペ ドロジスト,48,4664

小杉 二人 1988,珪藻の環境指標種群の設定と古環境復原への,劇昭.第四紀研究 27,Ⅲ20

Kralmner,K,1992,ノを,Иりられし4 θ力,θ ″♭99『42切 ゴ々θDレ θERを塑′shaゥ 協 a ZttZを′θ協 4帆氏贄効κ近阿 4湯4ADνι 」.C馳期[Ⅲ上353p.

監銅雌r,K8bngettertalot,■ ,1986,盈θガ′″/″ ∽αエルガす形ガθ″βθ
"aF/Pr ttess階

郎郷 9raレリ,肪と歩ダ似鞄磁 め ,6珍/生 Gustav

Fischer Verla5 876p.

Krammer,KR・LrangelBertalot,H.,1988,あ惨3‐■ど■9p4/●穆92aガ V丁 巧汐ゴカウ醜三ac∽9ありο′7■筵iacea9 5茂 rブ zθゼゼρc∽α カヮr 跡 廃ぉdα了ヱタη 文ヵ

涯ιιθゼθttkヵ駐也髭激9,2/2 Gust孤′Fischer Verlag,536p.

Kralmer,K働胚■Bertalot,  且,1991a,勤 c′ゼ■征i9p,フτθρα
'ル

ゴノ丁 良ヵ滋η7ed7物■霊主βθ
"9壱

湧,οと王aceaa  r/7r "ω tt k"

物τとなθ′θtt pr7乏,も_ Gustび′ Fischer Verlag,230p.

Krammer,K8r■angettertalot, H.,1991b,加 θガ笠従i9財た″aイ 秘ガ∫И9り翅ηttcttc ttitsぬeレ♂働列翅∽ Zr/賜万o憲ユaιin∞■atF7υ 盟ゼ

b/7p77999z 勇ワr駒りs,″夕d罰釘ゼ7α穆 79rlた なケ9Fθrrop2.ぢあ9芝多/蜜  Gustav Fischer Verla5 248p

Lowe, Rと,19密 ,を力′比魔ノ〃κ″ぢ′ゼ 淵宝μフ珀9盟力Ld ar7」 弾ユゼ〃力伽 灸ガ効 ″ プ 肘e饒ッタし∝ Diaし縣 . 334p ln EnLrironlnental Monitoring

Ser EPA Report 670/4-74-005  Nat, Environlnental Res, Center Office of Res, Develop., U.S. Environ  Protect  Agency, Cincinati.

=宅 尚。中越 信和,1998,森林土壌に堆積した花粉・胞子の保存状議 植生史研究 6(1),1卜 30.

中村 純 1967,柳 †古今書院 232p

パリノ・サーヴェイ株式会社 2006,打出遺跡の自然科学分析 富山市埋蔵文化財調査報告 138 富山市打出遺跡発掘調査報告蓋 富山市教育委員

会 89-140。

株式会社パレオ・ラ式 2006,打出勘 出J知防 の朧 同定 富山市剰碇東イ限補鼈郵特 138富山祠丁と離勃醗掘瞬 富山戒 鐸議 員

笠ヽ 153-158

Round, R E., CrawfOrd, R M.&hrann, D α 1990,atθ  D″2ι躯 ■どο79とγと2っ4p力ο79ョ/α′訪θ』ヮヵθ瑣2 747p.儀�γidge University

Press,Cambridge.

島地 謙・伊東 隆夫 1982,図 説木材縄観 地球也 176p

徳永 重元・山内 輝乱 1971,花粉・胞子 化石の研究山 共立制桝繕曜湘巧073.

脚 仁冶 2005,蝉 態図鑑 群菊聴凩中 く汚悩脂数 IIAIpo,pH耐陛能 内田老鶴回,666p

Witkowski, A, & しxtte=Bertalot, ■ & hletzeltin, D,2000, 乃め弘沼盈ィカ
'つ

 Diat帥■電三て液 Z Diaιtt f■∝a aF切陽И,ヵθ c∽s才 互

A R α Cantner Verlag K G , 881p

附eeler E.A.,Bass P.and Casscjn P E 鯰 ,1998,広 葉樹材の識別 IAWAに よる光岸顕微鏡的特徴リスト.伊東 隆夫 。藤井 智之・佐

伯 浩 (日 本調擬割分 ,海青也 122p 附陣 ler E.A,Bass P.and∽ sson R E。 (1989)〕 r/」 とるι√ 雌∝oscψ力 ん所筋θd F9r協河の刀

FJpr2ガカ″力9,].

20



2 打出遺跡出土土器の胎上分析

竹原弘展(株式会社パレオ・ラボ)

司 はじめに

打出遺跡より出土した土器について、蛍湘線による元素分析暫珀ィヽ、化学組成から見る材料的特徴を検討し亀

2 試料と方法

分析対象遺物は、打出遺跡出靱 点である。いずれも弥生上器で、うち試料

N02は土器内タト面に赤彩が施さn~Cいた oこ 1、 図Mtl。

胎上の分析には各資料よリガラスビードを作成し、それを分析試料とするガラ

スビード法を用いた。

まず必要量を各資料より切り取り、表面の赤色顔料、付着土壌などの影響を排

1余するため、岩石カッターで表面を十分に削り取つた後、精製水にて超音波洗浄

を行い、セラミック乳鉢で紛末にして、電気炉で750℃、6時間陶戎した。これを1.

表1 分析対象資料一覧

800錐秤量し、無水四ホウ酸リチウムLi♪舟と、 リチウムメタボレイドLiB02を8:2の割合で調製した融剤36000gと十分に混合し、白金製るつば

に飛舷 ビードサンプラー lM 2000型 ;爛東京科妻期 にて約750℃で250秒間予備加熱し、約1100℃で150秒間溶融させ、約■∞℃で櫛0秒間揺

動加熱してガラスビードを作成し亀

分抑まフィリップス社製波長分散型蛍光潮影泌躙 ぬgiX IPll1242T_」 、ターグットはロジウムRhlにて、独立行政法ノ噌鶏竃髯協懲雲飛紡用1と

質調査総合センターおよび米国標準技術研究所 いISOの岩石標準試料計14種類を用いた検量線法による定量分析を行つ亀 定量元素イよ 酸化

ナトリウANa20ヽ 酸化マグネシウ2hhlgO、 酸化アルミニウムA1203ヽ 酸化ケイ素Ы傷、酸化リンP凡、酸化カリウムK20ヽ 酸化カルシウムCaO、 醐 ヒ

チタンT102ヽ 酸化マンガン山0、 酸化鉄腱203ヽ アレビジウムRb、 ストロンチウム能である。

3 分析結果と考察

分析の結果、Si02が65,7～70.朗、A1203が 180～20.朝と、定量元素の多くを占める。続いて、馳ねが152～3.2鋭、K20が233～2600/0、 P角が

0.48～ 1.580/O、 陥いが098～1.2朝、Ti傷が084-l19朝、hlgOが 036-Cl.71%、 CaOが036剖 5朝、Mhllが0.018か幻.111%、 Rklが85～ 104ppm、 Srが馳

～112ppmであった 分析結果を隷 に示す。

図11臥 1203S102の 分布図、図21こRb Srの分布図、図31こ各元素の含有量を示す。

点数が4点と少ないため結果の判腕ま虞重を期する必要があり難しいが、各元素とも帥 Wo3と N04は図1～3のグラフ上比較的近い位置にプロ

ットされ、化学細戎が似ており材料的によく似た物であると思われる。その他、試料配llugcl、 caO、 htlClにおいて他とは大きく異なる値を示し、

No21dP205ヽ Srにおいて大きく異なる値を示し危

表2 分析結果

NO.
Na20

(%)

Mg0
rttЪ

A1203

r%Ъ

Si02

rM、

P205

r%、

K20

r%、

Ca0
r%Ⅲ

T102
r%Ⅲ

MnO
r%Ⅲ

Fe203

r%、

Total
r%Ⅲ

Rb
(。Om)

Sr

(ppm)
N0

1 0.98 0。 71 18.1 67.9 0。 82 2,33 0.57 0.87 0. 3.22 95。 5 104 95
０
と 1.08 0.51 20.3 65,7 1.58 2.48 0,43 0,84 0,018 3.26 96.3 85 2

1.14 0,36 18。 8 69.0 0.54 2.60 0.37 0。 96 0.048 1.52 95,3 93 91 3

4 ,23 0^43 18^0 70.6 0.48 2.50 0.36 0.93 0.031 1.82 96.3 95 84 4

最 ) 1.23 0,71 20,3 70.6 1,58 2.60 0.57 0.96 0,111 3.26 96.3 104 ０
々 最大

丁三とノJ Э.98 0.36 18.0 65,7 0,48 2.33 0.36 0。 84 0.018 1.52 95,3 85 84 最河

4 終わりに

打出遺跡出鞠 点の波長分散型蛍光X翻 醒 による胎土分析を行つ亀 その結果、翻 ¶憾とN醜についてはよく似た化学組成を示し、

配1、 No2はそれぞれ独自の化学組成を示した

ただし、試籾魚貌つ逹点と少ない事を考慮すると、本報の結果を扱うにあたつては良重を期する必要があろう。今後のデータの蓄債が待たれ

る。
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会

小村美代子・藤根λ ⑫002)山茶碗胎上の化学的評価 日本文化財科学会第19回
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亀 6061, 日本文イ帷

=辻利― (1983)古代土器の産地維定法 考古学ライブラリー14,ニ ュー・サイエンス社

配 出土遺構番号 備 考

1 D匠こSK02 34

2 Dじ亙SK02 36赤彩土器 (内外面とも)

3 ADこSD01

4 A匝こSD01
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V 総 括

今回実施した調査では弥生、中世、近世、近代に属する遺構、遺物を確認した。出土した遺物の主

な年代はおおむね中世、近世に収まり、若干の弥生土器等が含まれる。

A区の溝 lA‐SD01)は 出土した弥生時代中期の土器や埋土より検出した炭化材の放射性炭素年代測

定の結果、「紀元前 1～2世紀」という値を得た。浪1定値からこの溝が弥生時代に遡る可能性も指摘さ

れたが、同時に実施された土壌分析の結果によれば広範囲の集水域からもたらされた二次堆積の特徴

がみられることなどから、遺構の形成時期を特定できるものではなかった。しかし、他の集水域から

もたらされた土壌の二次堆積である以上、後背に当該期の集落等が予想でき、神通川旧河川流路や海

水位が集落の存続に多大な影響を与えていたことが考えられる。なお今回、出土した弥生土器の胎土

分析を行つたことで、今後は周辺遺跡出土の弥生土器との成分比較が可能となった。

中世、近世の遺構については形状等不明瞭なものが多く、用途やJlt格等に言及できる澄構は少ない

が、D区の上坑 (特に SK01と SK02)は形状、規模等が類似している。いずれも弥生土器や土師器、

近世陶磁器等が出上しており、埋没した経緯についても同一の状況が考えられる。

近代以降の土地利用痕については、多くを撹乱として扱っている。ただし今回の調査区が鉄軌道敷

地であつたため、全調査区で軌道敷設にかかわる軌道路盤盛土、砕石等を確認した。
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写真図版 3(D区 )
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打出遺跡 集 落

弥 生 弥生土器

中世 溝、穴、土坑
珠洲、土師器、陶製円
板、砥石

近世 溝、穴、土坑
越中瀬戸、瀬戸美濃、伊
万里、唐津

要約

弥生、甲世、近世、近代に属する遠樗、還物を確認 した。出上した遺物の時代相はおおむね中世、近世に
収まり、一部に弥生土器等が含まれる。A区の溝 (SD01)は 出土した弥生時代中期の上器や炭化材の放射性炭
素年代測定の結果からこの溝が弥生時代に遡る可能性も指摘されたが、同時に実施された土壌分析の結果か
ら二次堆積の特徴がみられ、形成時期を特定できるものではなかった。 しかし、他の集水域からもたらされ
た土壌の二次堆積である以上、後背に当該時期の集落等が予想でき、神通川旧河)|1流路や海水位が集落の存
続に多大な影響を与えていたことが考えられる。なお今回、出土した弥生土器の胎上分析を行つたことで、
今後は周辺遺跡出上の弥生土器との成分比較が可能となつた。

中世、近世の遺構については形状等不明陳なものが多く、用途や性格等に言及できる遺構は少ないが、D区
の上坑 (特にSK01と SK04)は形状、規模等が類似している。いずれも弥生土器や土師器、近世陶磁器等が出
土しており、埋没した経緯についても同一の状況が考えられる。
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