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１．はじめに

　貞観地震・津波は『日本三代実録』の貞観11年

（869）５月26日の条に、発災と被害状況の記録が残

されている。

　昭和58年（1983）の秋田県能代沖を震源とする日本

海中部地震津波を契機に、津波堆積物の特徴が把握

（箕浦ほか1987）され、昭和61年（1986）には宮城県

仙台平野における貞観津波に比定される津波堆積層

（Minoura, K. and Nakaya, S. 1991）の研究が行われた。

　こうした研究の進展を受けて、宮城県内でも多

賀城市市川橋遺跡（多賀城市教育委員会2004b）、仙

台市沓
くつかた

形遺跡（仙台市教育委員会2010）の発掘調

査を経て、古津波痕跡に関する検討が行われるよ

うになった。このうち、多賀城城下の市川橋遺跡

SX1779の堆積層（暗灰黄色砂と粗砂の互層）の分析

では、陸生珪藻が多く、海水生種は認められないこ

とから「海水の影響については論じられない」とさ

れ、貞観津波の可能性については否定された。

　平成17 ～ 21年（2005 ～ 2009）度には、宮城県を

含む三陸海岸地域における本格的な地質学的・地形

学的な津波堆積物の調査が文部科学省による委託を

受け「宮城県沖地震における重点的な調査観測」（国

立大学法人東北大学大学院理学研究科、国立大学法

人東京大学地震研究所、独立行政法人産業総合研究

所）によって行われれた。調査方法はボーリング・

ジオスライサーによる土壌サンプルの柱状採取と

砂・砂礫・貝殻などからなる津波堆積物の同定およ

びTo-a等のテフラや14C年代測定値を組み合せたも

のである（原口ほか2006、宍倉ほか2007、澤井ほか

2007、澤井ほか2008、宍倉ほか2010）。
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図１　遺跡の位置



東北歴史博物館研究紀要20（2019. ３）

－18－

　宮城県内では仙台平野・石巻平野において連続的

に試料が採取され、貞観津波の遡上域が明らかとさ

れた。ただし、多賀城市を含む七北田川以北の仙台

平野は不明のまま残され、『日本三代実録』に記さ

れる「原野道路　惣爲滄溟」とした津波が「忽至城下」

の状況については確認されることはなかった。

　以上が、平成23年（2011）３月11日に発生した東

日本大震災に伴う津波被災直前までの貞観津波に関

する研究状況である。

　東日本大震災以後、津波に関する知見は飛躍的に

増加し、貞観津波に関する考古学的調査も大きく前

進し、ようやく津波堆積層の判別や被災状況を明ら

かにすることができるようになった。

　ここでは、多賀城市山王遺跡東西大路南側溝（多

賀城市教育委員会2017）および山元町熊の作遺跡

（宮城県教育委員会2016）の貞観津波堆積層（澤井

ほか2016ab）の構造と珪藻分析について考察する。

　本稿は珪藻化石群集については野口真利江氏が担

当し、図12は赤色立体図（千葉達朗氏）をもとに谷

口宏充氏が2011.3.11津波挙動を記載した。そのほ

かは相原が担当し、全体を編集した。

　

２．宮城県多賀城市山王遺跡東西大路南側溝

の貞観津波堆積層

（１）遺跡の位置と試料採取地点

　山王遺跡は、 宮城県多賀城市山王・南宮の両地区

を中心に、国特別史跡多賀城跡の南西外側、 三睦沿

岸道路の西側に位置する。これまでの発掘調査に

よって、山王遺跡と隣接する市川橋遺跡では、８

世紀末頃から10世紀中頃にかけて、 方格地割（条坊

制）による都市が形成されていたことが明らかとさ

れている（図５）。

　多賀城市教育委員会は、平成28年11月１日から

多賀城地区土地改良事業（農村地域復興再生基盤総

合整備事業）に伴う発掘調査を行っている。なお、

今回、剥ぎ取り調査と試料採取にご協力いただいた

137T-4（多賀城市教育委員会2017）周辺に関しては、

筆者らが東日本大震災に伴う津波浸水域の調査を

行っており、水路も含め、津波の到達を確認するこ

とはできなかった（相原ほか2016）。

　東北歴史博物館では、平成29 ～ 31年度科学研究

費「東日本大震災を契機とする歴史的災害展示の構

築に係る研究」（基盤研究C:課題番号17K12634・研

究代表：小谷竜介）助成に基づく当館考古分野の分

担研究のプロジェクトとして、多賀城市教育委員会

の許可を得て、平成29年12月１日と５日の両日、

東西大路南側溝に関わる137T-4調査区西壁の剥ぎ

取り調査と珪藻分析のための試料採取を行った。調

査は、考古分野：古川一明・相原淳一、保存科学分

野：及川規・芳賀文絵・森谷朱が行った。

（２）調査の方法

　津波堆積層の判別は肉眼による観察では難しく、

土層の剥ぎ取り調査が有効であることが指摘されて

いる（藤原2015）。

　発掘調査における剥ぎ取り資料は、貝塚の貝層断

面等、どちらかというと博物館における展示手法の

ひとつとしてとらえられているが、剥ぎ取りの薬剤

は粒度の粗いものは厚く、細かいものは薄く剥ぎ取

るため、平面的に削っただけではわからない土層が

立体化し、微細な堆積構造や層理面が鮮明に可視化

される。また、何度でも、あるいは現場には立ち会

えない研究者でも観察が可能であり、証拠の保全と

いう意味でも、重要な意義を持っている。さらに小

さく剥ぎ取った試料は実体顕微鏡での観察が可能で

あり、層の構成物である砂粒の大きさや形状、円磨

度を直接、観察することが可能である。

図2　剥ぎ取り直後の土層の状態

山元町熊の作遺跡の貞観津波堆積層（2014.8.22撮影）
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　なお、こうした方法論については、山元町熊の作

遺跡において、産業技術総合研究所活断層・地震研

究センターの澤井祐紀氏から直接、御教授を賜って

いる（図２）。

　剥ぎ取り調査（図３）は12月１日に多賀城市教育

委員会の丹野修太調査員および作業員の皆さんの協

力を得て、実施した。午前中に作業を開始し、午後

には終える予定であったが、気温が低く、薬剤が十

①　12 月 1 日　壁面清掃
　　特に底面に掘り残しがないか確認する。　　

②　剥ぎ取り用薬剤の塗布

③　ガーゼを貼付け、竹串で固定
　　マジックでレベルなどを直接、書き込む。

④　12 月 5 日　剥ぎ取り

⑤　剥ぎ取り試料の水洗 ⑥　剥ぎ取り試料の確認・風乾

図３　山王遺跡東西大路南側溝の剥ぎ取り試料の採取
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①タッパをソフトハンマーで叩き込み、
　崩さないように土層を採取する。

②1×1×1㎝ほどの穴が
　珪藻分析試料採取箇所

③右半分のみを剥ぎ取り

④剥ぎ取っただけで堆積構造が浮かび上がる

⑤剥ぎ取り試料の水洗

⑥粗粒は厚く、細粒は薄く剥ぎ取られ、
　立体化し、堆積構造が鮮明化する

線
は
1m
m

⑦実体顕微鏡で堆積構造、砂粒の大きさや形状、円磨度を確認する。
　東西大路南側溝ｃ:２層（Mud drape）のラミナ構造

（剥ぎ取り）（非剥ぎ取り）

図４　珪藻分析・検鏡用試料の採取
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分に固まらず、はがすのは、翌週に持ち越しとなっ

た。貼り付けたガーゼに遺跡名・調査地点・レベル

の記入を行い、現場を養生し、翌週の12月５日に

はがし、東北歴史博物館浮島収蔵庫に運び、水洗作

業を行った。

　剥ぎ取り調査終了後、珪藻分析・検鏡用試料に

18×12㎝のタッパを直接ソフトハンマーで叩き込

む形で採取した。砂質の堆積層からの試料採取であ

り、崩さないように慎重かつ細心の注意を払った。

　このタッパに入った状態で平成30年６月に珪藻

分析を担当することになったパレオ・ラボの野口真

利江氏に直接、手渡した。この時、剥ぎ取り試料の

調査及び、137T-4の状況確認を行っている。珪藻

分析の試料は１×１×１＝１㎤ほどがさらにタッパ

の土層から採取された。タッパの試料は返却後の

12月に、改めてタッパの土層から剥ぎ取りを行い、

実体顕微鏡で堆積構造の観察を行った（図４）。

（３）東西大路南側溝の堆積層の構造

Ａ．これまでの調査との関係

　多賀城城下とその周辺におけるイベント堆積物

は、平安時代の旧砂押川の両岸の幅約200ⅿ以内の

多賀城市高崎から市川に至る範囲の山王遺跡と市川

橋遺跡で検出（図５）され、４類型に分けられてい

る（相原2018）。

（a）A類型：旧砂押川左岸の南北大路上のSX1779（B）

と南北大路東側のSX1778、橋脚跡以南では基本層

序として全体に広がる砂層（Ⅳ・Ⅴ層）である（図６）。

地点によっては泥質砂層となっている。検出された

珪藻は淡水生種で、ごく稀れに汽水生種を含んで

いるが、海水生種珪藻は含んでいない（図５☆印）。

水成堆積の灰白色火山灰（To-a）直下に堆積してお

り、To-a（915年）直前の大規模洪水堆積層である。

（b）B類型：多賀城城下の道路や側溝、遣り水遺

構などのイベント堆積物である。SD1767南北大路

東側溝を壊して堆積するSX1779（A）・SX2079－

SX3072、SX700西４道路路面上とB西側溝の上、

埋没した遣り水遺構－SK2298B大土壙、SD10061B

連結溝上面の窪みのSX10234、SX1350西１道路路

面上の窪みのSX10114、SX1350西１道路跡A東側

溝の堆積物が相当する。これらはいずれも、灰白色

火山灰（To-a：915年）よりも古い。SX1350西１道

路跡A東側溝の馬骨直下から得られた土師器坏は

９世紀中葉ころのものである。南北大路東側溝・西

１道路東側溝では、このイベント後に２度の掘り直

しが行われ、１回目の掘り直し溝の直前溝にA類

型イベント堆積物が堆積している。

　珪藻分析では、淡水生種に僅かながら汽水～海水

生種が含まれ、海水生種には外洋指標種群も含まれ

るものもある（図５★印）。外洋指標種群はいずれ

も親潮系寒冷種である。このほか、内湾指標種群・

海水藻場指標種群・海水泥質干潟指標種群・海水泥

質指標種群が含まれている。

　「海水性種構成比率が数％と少なく水塊への海水

の貢献は低かったと思われるが、砂層は泥を含まず

植物片を挟在しないので、砂層下部が粗粒砂よりな

る事実を勘案すると、水塊の発達に際して降雨によ

る洪水性氾濫の可能性は低い。」（箕浦ほか2014）、

あるいは「今回の分析結果は、津波によるイベント

による珪藻化石の混入の可能性を示唆する結果で

あった。」（藤根2014）とされ、僅かながらでも外洋

性珪藻を含むイベント堆積物は津波以外に説明は

難しく、河川を遡上して氾濫した貞観津波（869年）

の堆積物の可能性が指摘された。

（c）C類型：多賀城城下から南方の湿地帯・水田に

残された洗掘痕跡の淘汰不良のイベント堆積物であ

る。下底面は著しい凹凸の火炎状構造をなしてい

る。検出標高は2.05mである。珪藻分析では比較的

保存の良い状態で外洋性種が複数個以上検出（図５

■印）されている。外洋指標種群はいずれも親潮系

寒冷種である。そのほかに、海水泥質干潟指標種群

がある。堆積作用に沖合海水の流入関与が推察さ

れ、「海水は津波の遡上によりもたらされたとする

解釈も否定し難い」（箕浦ほか2014）とされている。

特に外洋性珪藻を良好な状態で複数以上含むイベン

ト堆積物は津波以外に説明は難しく、河川を遡上し

て氾濫した貞観津波堆積物の可能性が一段と強い。

（d）D類型：さらに南方の標高0.6ｍの低湿地で検

出された淘汰良好な細粒砂の薄層である。12地点

中１地点のボーリング調査で検出されており、斑状
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に分布するものと思われる。珪藻分析は行われてい

ない。年代測定から貞観津波堆積物とされたが、淘

汰良好な細粒砂は、浜堤上部の風成層の特徴とさ

れ、水成堆積の特徴は明確ではなく、貞観津波堆積

物の風成による二次堆積物とみられる。

　このうち、比較する上で最も参考となるのがB類

型南北大路東側溝（SD1767：図６）である。SD1767

は、ほぼ同じ場所で掘り直しが行われ、a ～ eの５

本の大溝が重なり合う形で検出されている。a→

ｂ→ｃ→SX1779（A）→ｄ（中位にTo-a）→eの新

旧関係がSectionA・B（図６①・②）で確認され、

SD1767ｃはイベント堆積物のSX1779（A）によっ

て大きく壊されている。底面は著しい凹凸を伴って

おり、今回調査した東西大路南側溝ｃ底面に対応す

る様相である。SX1779（A）の珪藻分析は行われな

かったが、東西大路の交差点から南側のイベント堆

積物SX3072（SX1779（A）相当）（図６⑤）の珪藻

分析では汽水～海水生種珪藻（海水砂質干潟指標種
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図５　今回試料採取を行った東西大路南側溝
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群）が検出され、「若干ではあるが河口域の干潟の

影響を受けた可能性が示唆された。」（古環境研究所

2004a）としている。

　東西大路東側溝の本格的な調査は、昭和63年

（1988）から平成元年（1989）にかけて、山王遺跡町

浦地区においてなされ、南側溝にはSD384の遺構

番号が付されている（多賀城市教育委員会1990）。

ただし、調査主体・年度ごとに遺構番号が付されて

おり、今回137T-4から検出された東西大路南側溝

の遺構番号は、現在も発掘調査は続いていることか

ら確定されてはおらず（多賀城市教育委員会2017）、

ここでは「東西大路南側溝ｃ」と仮称する。東西大

路南側溝ｃを貞観津波が壊した後の復興溝「東西大

路南側溝ｄ」の中位に十和田aテフラ（To-a）交じり

の層が堆積している（口絵１②）のも、南北大路東

側溝d（図６②）に対応している。

　東西大路南側溝ｃの細別層位は、現場で作成され

た「土層観察図」を参考としながらも、独自に番号

を付したものである（口絵１③）。津波堆積層の形

成は、イベントの発生からわずか数分～せいぜい半

日程度で形成（藤原2015）される自然の営力による

連続的な変化であり、考古学で特に重視する「層の

切り合い」（新旧関係）あるいは人為的な埋め戻し

や積み手の違いを読み取る観察とは大きく異なって

いる。ここでは津波堆積物の研究成果（藤原・佐藤

ほか2013・藤原2015）に基づく分層を参考とした。

図６　南北大路橋脚跡周辺の調査（断面図）
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Ｂ．東西大路南側溝ｃの層位と層相

　東西大路南側溝ｃの堆積層は３層に大別される。

最上部の１a層は明確ではないものの、１b層以下

はすべて水成堆積である。

（a）３層（Unit1）　溝の中位のマッド・ドレイプ

（Mud drap）下に堆積する津波の遡上流に伴う堆積

層群（Unit1）である。全体的に砂の白色度は高いも

のの、粘土～シルトを含む淘汰の悪い砂質堆積物で

ある。一見では、地山ブロックの多い人為的な埋め

戻し層のようにもみえるが、すべてラミナが発達し

た水成堆積物からなり、人為的な地山ブロックは含

まれていない（口絵１④参照）。ラミナ中の黒色鉱

物はほとんどが砂鉄であることを確認している。

３c層：底面が著しい火炎状構造となる津波の先端

部分が南側溝底面を浸食して堆積した層である。細

砂～微砂の緻密な平行ラミナのブロックを粗砂・小

礫混じりの混濁層が貫入するような形で斜交ラミナ

（cross lamina）が発達している（口絵１④・図７⑥）。

平行ラミナから成る緻密なブロックは円磨度の低い

砂であり、　粗砂・小礫中には、亜円礫・砂が含ま

れている。

３b層：南側溝の北側にのみ認められる層である（図

７⑤）。①～⑥層の６層に細別され、全体に逆級化

している。渦巻状のラミナがみられる最上層の①層

中には、楕円形の小礫～粗砂が多く含まれている。

南側溝の北側（図右側）はやや不自然な形で張り出

しており、　南側溝cを掘削する際に旧側溝を人為

的に埋め戻し、その人為的な埋め土が流出したため

に、溝として機能していた部分とは異なる堆積過程

を経たものと思われる。

３a層：細砂から微砂の緻密なラミナからなる堆積

物が再び泥～粗砂の混濁流によって、全体の形状が

やや丸くブロック化し、再堆積している（図７④）。

（b）２層（Mud drape）　泥の薄層である。押し波

の遡上流と引き波の戻り流れの間－流れの停滞と反

転再開の数分から数十分のオーダー－で形成され

る津波堆積物の重要な指標となる鍵層である（藤原

2015）。

　検鏡（口絵１⑤２層）では、0.1mm前後の微粒砂

～細粒砂を主体とし、１mm前後のやや円磨度の高

い粗砂をわずかに含み、シルト～粘土分が砂の間を

埋めている。幅0.5 ～ 0.7mm程のラミナの溝がほぼ

全体を覆って、やや波打っている（図４⑦）。炭化

物（浮遊物）や腐植物の混入はなく、水面下で流れ

の停滞と反転が行われたことを示している。

（c）１層（Unit2）　溝の中位のマッド・ドレイプ

（Mud drape）上に堆積する津波の引き波に伴う堆

積層群（Unit2）である。全体的に褐灰色を帯た粘土

～シルトを含む淘汰の悪い砂質堆積物である。マッ

ド・ドレイプ下の３層砂質堆積物（Unit1）と比較し

て、全体に鉄分が沈着しており、地下水が大きく影

響している。

１e層：下位の細砂～微砂のラミナ堆積物が偽礫化

したブロックを含む褐灰色の淘汰の悪い砂質堆積層

である。

１d層：１e層よりも明るい褐灰色を呈し、平行す

るラミナが大きく波打ちながら、堆積している。１

e層を浸食して形成されており、第２波の押し波に

相当する層と考えられる。

１c層：１d層よりも暗い色調を呈し、やや泥質を

帯びている。全体的にほぼ水平のラミナ（図７③）

となっており、さらに①～③層の３層に細別され

る。層の上下の①・③層は泥質を帯びる薄層となっ

ており、津波の滞留を示すマッド・ドレイプに近い

層相を呈している。

１b層：暗色を帯びる淘汰の悪い砂質堆積層である。

１a層よりも粒度が細かい細粒砂（口絵１⑤）からな

り、小波状をなすラミナが下部ほど発達している。

１a層：粗砂が目立ち、乾燥すると白色度が増す。

東西大路南側溝ｃの最上部に堆積し、道路側では

路面整地を浸食して堆積している。１b層との関係

は、剥ぎ取りと検鏡の結果、明瞭な層理面（不連続

面）が確認（口絵１⑤）され、１b層を浸食して堆積

したものと考えられた。１a層はラミナ（lamina：

葉理）構造が判然とはせず、特に上部はラミナが認

められない。以上の所見から、津波堆積物の最上部

１a層は雨や風にさらされて堆積した二次堆積層と

考えられた。
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（４）東西大路南側溝c堆積物中の珪藻化石群集

Ａ．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、殻の形や刻まれた模様などから多くの珪

藻種が調べられ、現生の生態から特定環境を指標す

る珪藻種群が設定されている（表１／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

されるジメジメとした陸域環境（例えばコケの表面

や湿った岩石の表面など）に生育する珪藻種が知ら

れている。こうした珪藻群集の性質を利用して、堆

積物中の珪藻化石群集の解析から、過去の堆積物の

堆積環境について知ることができる。

　ここでは、山王遺跡東西大路南側溝cから採取さ

れた土層堆積物の珪藻化石群集を調べ、堆積環境お

よびイベントの可能性について検討した。

Ｂ．試料と方法

　試料は、津波堆積物の可能性が高いイベント堆積

物を含むブロックサンプル３点（試料No.3、6、7）

から、分割採取した土層堆積物３点（分析No.1 ～ 3）

である（表２）。分析した試料３点は、十和田aテフ

ラ（To-a : 915年）が確認される南側溝dより古い南

側溝cの堆積層である。

　各試料について以下の処理を行い、珪藻分析用プ

レパラートを作製した。

　⑴湿潤重量約1.0gを取り出し、秤量した後ビー

カーに移して30%過酸化水素水を加え、加熱・反

応させ、有機物の分解と粒子の分散を行った。⑵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20回

ほど繰り返した。⑶懸濁残渣を遠心管に回収し、マ

イクロピペットで適量取り、カバーガラスに滴下

し、乾燥させた。乾燥後は、マウントメディアで封

入し、プレパラートを作製した。

表１　珪藻化石の環境指標種群

表2　堆積物の特徴

　作製したプレパラートを顕微鏡下600 ～ 1000倍

で観察し、珪藻化石200個体以上について同定・計

数した。珪藻殻は、完形と非完形（原則として半分

程度残っている殻）に分けて計数し、完形殻の出現

率として示した。さらに、試料の処理重量とプレパ

ラート上の計数面積から堆積物１g当たりの殻数を

計算した。また、保存状態の良好な珪藻化石を選

び、写真を図８に載せた。
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Ｃ．珪藻化石の環境指標種群

　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、千葉・澤井（2014）によ

り再検討され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、海水種は海水

不定・不明種（?）として、海～汽水種は海～汽水不

定・不明種（?）として、汽水種は汽水不定・不明種（?）

として、淡水種は広布種（W）として、その他の種

はまとめて不明種（?）として扱った。また、破片の

ため属レベルの同定にとどめた分類群は、その種群

を不明（?）として扱った。

　表１に、小杉（1988）が設定した海水～汽水域に

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。

Ｄ．結果

　堆積物から検出された珪藻化石は、海水種が１分

類群１属、海～汽水種が１分類群１属１種、汽水種

が５分類群４属５種、淡水種が50分類群33属32種

２変種であった（図９）。これらの珪藻化石は、淡

水域における７環境指標種群（K、M、N、O、P、

Qa、Qb）に分類された（表３）。なお、海水種の

Actinocyclus属は、海水種の他に汽水～淡水種も知

られているが、同定の結果、海水種の不明種として

扱った（図８の14参照）。

　以下では、試料ごとにおける珪藻化石の特徴と堆

積物の由来（堆積環境）について述べる。

３c層：試料No.7（分析No.3）

　堆積物は砂層である。堆積物１g中の珪藻殻数は

2.7×105個、完形殻の出現率は75.2%である。主に

淡水種からなり、海～汽水種と汽水種をわずかに伴

う。堆積物中の珪藻殻数は多い。環境指標種群で

は、湖沼沼沢湿地指標種群（N）が多く、陸生珪藻

Ａ群（Qa）を伴い、中～下流性河川指標種群（K）、

図８　堆積物中の珪藻化石の顕微鏡写真

Aulacoseira distans Diadesmis contenta Navicula

Amphora montana Navicula elginensis Luticola mutica

Navicula gregaria Gomphonema Hantzschia amphioxys

Navicula peregrina Melosira undulata Aulacoseira distans

Aulacoseira canadensis Actinocyclus
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No. 1 2 3
1 Actinocyclus spp. ? 1 3
2 Navicula peregrina ? 2 1
3 Mastogloia braunii ? 1
4 Navicula gregaria ? 1
5 N. veneta ? 1 1
6 Rhopalodia acuminata ? 1 1
7 Thalassiosira lacustris ? 1
8 Achnanthes spp. ? 31 11 16
9 Achnanthidium convergens J 1

10 A. minutissimum Qb 1 1
11 Amphora montana Qa 19 2 1
12 A. spp. ? 1
13 Aulacoseira alpigena W 14
14 A. ambigua N 16
15 A. canadensis W 13 40 40
16 A. distans N 6 7 14
17 A. italica M 1 1
18 A. valida M 2
19 A. spp. ? 10 23 37
20 Caloneis branderii W 1
21 C. silicula W 1 1 1
22 C. spp. ? 1 3
23 Cocconeis placentula W 3
24 Cyclotella atomus W 1
25 Cymbella spp. ? 2
26 Diadesmis contenta Qa 2 3 9
27 Diploneis spp. ? 1 3
28 Epithemia spp. ? 2
29 Eunotia pectinalis var. minor O 1
30 E. spp. ? 1
31 Fragilaria brevistriata N 2 5 5
32 F. spp. ? 5
33 Frustulia vulgaris W 4 1
34 Gomphonema spp. ? 7 3
35 Hantzschia amphioxys Qa 3 5 5
36 Luticola mutica Qa 1 3 5
37 Martyana martyi W 1 2
38 Melosira undulata W 1
39 Meridion circulae var. constricta K 1
40 Navicula capitata W 1 1
41 N. elginensis O 2 1
42 N. spp. ? 99 14 10
43 Neidium ampliatum P 1 1
44 N. spp. ? 3
45 Nitzschia spp. ? 9 8 6
46 Pinnularia spp. ? 1 4 3
47 Planothidium lanceolatum K 2
48 Reimeria sinuata K 1 1
49 Rhopalodia gibberula W 1
50 Sellaphora pupula W 2 1
51 Stauroneis spp. ? 1
52 Staurosira construens N 2
53 Surirella angusta W 1
54 S. tenera W 1
55 S. spp. ? 1 4
56 Synedra ulna W 1
57 Tryblionella debilis Qb 1 1
58 ? 5 8 5

? 1 3
? 2 1
? 2 4 1
K 1 1 3
M 1 3
N 8 12 37
O 2 2
P 1 1

Qa 25 13 20
Qb 2 1 1
W 14 69 50
? 152 85 83
? 5 8 5

1 3
2 1

2 4 1
203 185 199
211 202 206
59.2 69.3 75.2

1.2E+05 2.1E+05 2.7E+05

Unknown

表3　堆積物中の珪藻化石産出表

湖沼浮遊生指標種群（M）、沼沢湿地付着生指標種

群（O）などの淡水種と、海～汽水種、汽水種をわ

ずかに伴う。

　環境指標種群の特徴からは、汽水の影響をわずか

に受ける、ジメジメとした陸域を伴う湖沼沼沢湿地

環境の堆積物と推定される。

３a層：試料No.6（分析No.2）

　堆積物は砂質シルトである。堆積物１g中の珪藻

殻数は2.1×105個、完形殻の出現率は69.3%であ

る。主に淡水種からなり、海水種、海～汽水種、汽

（種群は、千葉・澤井（2014）による）
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水種をわずかに伴う。堆積物中の珪藻殻数は多い。

環境指標種群では、陸生珪藻Ａ群（Qa）と湖沼沼沢

湿地指標種群（N）がやや多く、沼沢湿地付着生指

標種群（O）などの淡水種と、海水種、海～汽水種、

汽水種をわずかに伴う。

　環境指標種群の特徴から、海水の影響をわずかに

受ける、ジメジメとした陸域や湖沼沼沢湿地環境の

堆積物と推定される。

１a層：試料No.3（分析No.1）

　堆積物は砂混じりシルトである。堆積物１g中の

珪藻殻数は1.2×105個、完形殻の出現率は59.2%で

ある。主に淡水種からなり、海水種と汽水種をわず

かに伴う。堆積物中の珪藻殻数は多い。環境指標種

群では、陸生珪藻Ａ群（Qa）が多く、湖沼沼沢湿地

指標種群（N）などの淡水種や、海水種、汽水種を

わずかに伴う。

　環境指標種群の特徴から、海水の影響をわずかに

受ける、ジメジメとした陸域環境の堆積物と推定さ

れる。

Ｅ．考察

　分析の結果、全ての試料から珪藻化石が検出さ

れ、そのうち0.9% ～ 4.5%の海水種～汽水種が得ら

れており、海水の影響に程度の差はあるものの海水

～汽水の影響をわずかに受ける、ジメジメとした陸

域や湖沼沼沢湿地の堆積物と推定され

た。津波堆積物中に保存される珪藻化

石群集は、地形などによって２%程度

の海水種を含む場合や、陸生珪藻の多

産などが報告されている（Takashimizu 

et al.、2012や、Sawai et al.、2012など）。

また、砂押川と七北田川が作る自然堤

防の発達する低地に位置する山王遺跡

では、柳澤・渡辺（2018）によって、砂

押川における現生珪藻の海水種～汽水

種における輸送限界について議論が進

んでいる（図10）。それによれば、河川

水（表層水）の調査ながらも、貞観地震・

津波が起きた時と同じ７月若潮日には、

河口から3.1km の多賀城橋Ｐ８地点よ

り上流では、海水種が出現しないことを明らかとし

ている。したがって、河口から5.5㎞～６㎞付近に

位置する今回の珪藻分析地点（東西大路南側溝）で

海水種が検出された場合、イベント堆積物の可能性

があると考えられ、先に記したように、ブロックサ

ンプル中の砂～砂質シルト堆積物３点からは、海水

種～汽水種が検出されたため、イベント堆積物の可

能性が指摘される。

　以上の珪藻分析結果と、各ブロックサンプルの堆

積物の特徴や堆積構造とを考え合わせて、各試料の

堆積環境について述べる。

　３c層の試料No.7（分析No.3）では、下位から

シルト、粗砂、細砂と粒度が変化しており、分析

No.3は粗砂から取り出した砂主体の堆積物である。

粗砂の最下部は、下位のシルト層を削り込んでお

り、ラミナ構造などを有している（詳細は、２．（３）

堆積構造の章を参照）。浸食面やラミナを伴う堆積

構造から、強い営力で運ばれてきたイベント堆積物

と考えられ、粗粒砂主体であるにも関わらず、珪藻

群集では、汽水の影響をわずかに受ける、ジメジ

メとした陸域を伴う湖沼沼沢湿地環境が示された。

よって、湖沼沼沢湿地の堆積物が、周囲のジメジメ

とした陸域堆積物と一緒に浸食・運搬され、粗粒砂

とともに堆積したと考えられる。

　３a層の試料No.6（分析No.2）では、下位から砂

バケツによる表層水採取地点　13地点 13 試料

念仏橋

八幡橋

多賀城橋 Ｐ４
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図10　砂押川における現生珪藻調査（柳澤・渡邊2018から構成）
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質シルト、黒褐色土、砂質シルトと変化しており、

分析No.2は黒褐色土の下の砂質シルトから採取し

た。黒褐色土は流れの停滞時に堆積するとされる

マッド・ドレイプ（２層）と考えられるため、少な

くとも下位の砂質シルトと黒褐色土は、１セットの

津波堆積物の可能性が高い（藤原ほか2013）。珪藻

分析結果では、海水の影響をわずかに受けるジメジ

メとした陸域を伴う湖沼沼沢湿地環境が推定された

ため、試料No.7と同様にイベントによって湖沼沼

沢湿地や周辺の土壌が浸食・運搬されたと考えられ

る。よって、堆積構造と珪藻群集から、マッド・ド

レイプより下の堆積物（分析No.3、2）は、イベン

ト堆積物で、津波が停滞する前の津波堆積物と推測

される。

　試料No.3（分析No.1）は、旧表土とその下の１a

層（砂主体）からなり、分析No.1は１a層から採取

した。この１a層は、浸食面を伴い偽礫などを含む

ため、二次堆積物と考えられている。珪藻分析の結

果、海水種がわずかに検出されたため、この二次堆

積物は津波堆積物そのものの可能性や、その後の豪

雨などで、津波堆積物が再移動した二次堆積物の可

能性などが考えられる。

　なお、本遺跡では今回の調査地点周辺からイベン

ト堆積物が検出（図５）されており、粒度分析や珪

藻分析が行われ、珪藻分析結果から津波堆積物の可

能性について指摘されている（箕浦ほか2014、藤根

2014）。藤根（2014）では、湖沼～ジメジメとした陸

域などを伴う沼沢湿地環境が推定され、海水種をわ

ずかに伴う群集組成や粒度分析結果から、津波によ

り海水種が混入したと考えられている。今回の群集

組成と類似性があるため、山王遺跡の広域に渡っ

て、同様のイベント堆積物が堆積している可能性が

高いと考えられる。

（５）小結

　多賀城城下の他の調査地点のイベント堆積物（図

５）の検討はすでに相原が行っており（相原2017・

2018）、ここでは繰り返さない。

　今回の調査を通じて、明らかになった点と課題に

ついて整理する。

Ａ．津波堆積層の堆積構造

（a）火炎状構造

　南北大路東側溝（図６）においても注意されてき

た特徴的な構造である。今回、この火炎状構造直上

の斜交ラミナが剥ぎ取り調査によって明らかとなっ

た。多くの場合、火炎状構造は荷重痕（Load cast）

によっても生じるとされているが、東西大路南側溝

では火炎状構造に対応する形状のマッド・ドレイプ

は確認されず、むしろ津波の先端部分が南側溝ｃ底

面を激しく浸食・攪乱した痕跡と考えられた。

（b）マッド・ドレイプ（Mud drape）

　津波堆積層判別の重要な鍵層として、今回、特

にマッド・ドレイプの形成（藤原2015・澤井ほか

2016a）に着眼した。これまでにも、多賀城城下の

山王・市川橋遺跡のイベント堆積物でマッド・ドレ

イプに近い層が観察されており、ここで代表的な例

について検討する。

①国司館の埋没した遣り水遺構ー SK2298B大土

壙、SD10061B連結溝上面の窪み（宮城県教育

委員会2014）（図11①）

　旧砂押川右岸約180m地点で国司館Aの埋没した

遣り水遺構の窪みからイベント堆積物が検出されて

いる（図５）。検出標高は2.00mで、今回の調査地点

よりも下流側に位置している。珪藻分析では僅かな

がら海水生種が検出され、外洋性種も含まれている。

　津波によるとみられる堆積層底面は火炎状構造

をなし、１層（Unit2）－２層（Mud drape）－３層

（Unit1）は、今回調査した東西大路南側溝cとほぼ

同様の構造から成る。マッド・ドレイプはほぼ水平

堆積となっており、山元町熊の作遺跡において指摘

された荷重痕（Load cast）（澤井ほか2016a）は見ら

れない。

②西４道路とB西側溝を覆うSX700（宮城県教育

委員会2014）（図11②）

　旧砂押川右岸から約150m地点地点で西４道路と

B西側溝の上からイベント堆積物が検出されている

（図５）。検出標高は2.7mで、今回の調査地点よりも
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上流側に位置している。珪藻分析では僅かながら海

水生種が検出され、外洋性種も１点含まれている。

　津波によるとみられる堆積層底面は著しい火炎状

構造をなし、大きく上下２層に分けられ、上層は塊

状浮石質含礫粗粒砂、下層は上方細粒化中～粗粒砂

から構成され、それぞれUnit2、Unit1に相当する

ものと思われる。この地点でのマッド・ドレイプは

明確ではなく、Unit1上部に引きちぎられたような

形で泥質偽礫が散在している。Unit1は上方細粒化

が顕著であり、上部に堆積したマッド・ドレイプが

引き波の際に何らかの攪乱を受け、このような形で

堆積したとも考えられよう。

　今回調査した東西大路南側溝cの場合、１層

（Unit2）下部の１c層においても津波の停滞を示す

と思われる泥質部が２枚確認され、引き波の挙動も

地点によって異なっていたものと考えられる。

（c）津波堆積層の変成　

　今回の調査で最上層の１a層に関しては、ラミナ

構造ははっきりと認識することはできなかった。１

a層と１b層の層理面については、顕微下において

も、明瞭にとらえられ、いったん津波堆積層上部が

雨や風によって浸食され、再堆積した層の可能性が

考えられた。珪藻分析においても、完形殻の出現

率が低く、淡水不明・不定種が70％を越え、特に

Navicula spp.が40％以上を占めている状況は明らか

に下位の様相とは異なっている。

　こうした津波堆積層上部の変成は、2011年の東

日本大震災の時もとらえられており、藤原治らは３

月13日に千葉県蓮沼海岸の調査を行い、「津波から

わずか２日目でも既に初生のベッドフォームが崩

れ、代わりに表面に風紋が形成されている場所」（藤

原ほか2011）を確認しており、津波堆積物最上層は

「雨や風ですぐに失われてしまう」（藤原2015）こと

を明らかとしている。

Ｂ．海水種・海～汽水種・汽水種珪藻化石群集

　東西大路南側溝cの１a層・３a層・３c層の珪藻

化石群集からは、僅かながら海水種・海～汽水種・

汽水種珪藻が検出された。

（a）Actinocyclus spp.

　今回検出されたActinocyclus属は基本的に海水

種が多いが、汽水～淡水種も存在する。汽水～淡水

種に確実に分類されるもの以外は、基本的に海水種

として扱った。検出されたActinocyclus属は種名

まで同定することはできなかったが、外洋性種に類

似するものがあり、汽水種に分類されるものではな

いと判断した。

（b）Navicula peregrina

　海～汽水種である。普遍種。海岸や河川の潮汐

帯、汽水域などに生息している（Krammer & Lange 

1986）。

（c）汽水種

　Mastogloia braunii、Naviculag regaria、　Navicula 

veneta、Rhopalodia acuminata、Thalassiosira lacustris 

は汽水種として知られている。

火炎状構造

3層（Unit1）

1 層（Unit2）

2 層（Mud drape）

Unit1

Unit2

火炎状構造

①埋没した遣り水遺構（宮城県教育委員会2014から構成） ②西４道路とB西側溝を覆うSX700（箕浦ほか2014から構成）

図11　山王遺跡におけるマッド・ドレイプの類例
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３．宮城県山元町熊の作遺跡の貞観津波堆積層

（１）遺跡の位置と試料採取地点

　熊の作遺跡は、 宮城県南部の山元町南東部に位置

し、坂元地区の中心部から南東へ約0.8km、海岸線

からは約1.5km離れている（図12）。熊の作遺跡の

範囲は東西約290m、南北370m、標高６～ 27mで

ある。遺跡は２地点からなり、古い斜面崩壊地（地

すべり地形）と考えられる緩傾斜地が熊の作遺跡２

地点、窪地南側の丘陵上が１地点である（図14）。

戦後の空撮で土地利用を概観すると、図14の盛土

（廃土の築山）付近にはかつて大きな畑が広がって

おり、微高地となっていた。図13の溜池（1980年代

後半に造成）から南側が水田として利用されていた。

　2011.3.11東北地方太平洋沖地震による巨大津波

（以後、3.11津波）の際に、遺跡の立地する小支谷

では、目撃証言から遺跡北側の坂元川を遡上する津

波と、遺跡南側の一の沢川を中浜小学校津波湾（南

三陸海岸ジオパーク準備委員会編2016）から遡上す

る二つの津波がタイム・ラグをもって入り込み、遺

跡前面の谷で衝突したという複雑な津波挙動が明ら

かとされている（図12）。

　熊の作遺跡の周辺には、古墳時代から古代の狐塚

古墳群・向山遺跡ほかが分布する。熊の作遺跡（宮

城県教育委員会2016）では、７～９世紀頃の集落

跡・官衙跡が確認されている。特に９世紀代では有

力者の居宅とみられる大型掘立柱建物跡や門跡、材

木塀跡、および貞観津波堆積層（澤井ほか2016ab）

が検出された。

　今回、珪藻分析試料とした⑧地点（図13・14）ボー

リングコア採取による調査は2014年２月24日に阿

子島功山形大学名誉教授・東北歴史博物館相原淳一

が行った。この時、併せて熊の作遺跡全体の踏査

も行い、3.11津波浸水域を実際に歩いて確認してい

る。今回調査した溜池脇の⑧地点までは3.11津波は

及んでいなかった。下段の休耕田には発泡スチロー

ル破片等の浮遊物が残置されていたが、津波堆積物

とみられる砂泥等はこの時点では、すでに分からな

くなっていた。なお、③地点では貞観津波イベント

層（７層）の下位96㎝で、弥生中期津波とみられる

イベント層（13層）の試料採取を行っている。

土層の剥ぎ取り調査は、2014年８月22日に産

業技術総合研究所の澤井裕紀氏ほか（澤井ほか

2016ab）が行った。その調査に立ち会った東北歴史

博物館では、剥ぎ取り資料は将来的に災害展示に活

用できるものと判断し、８月25日に考古分野：古

川一明・相原淳一、保存科学分野：及川規・芳賀文

絵が剥ぎ取りを行った。

（２）SX1B低湿地における貞観津波の堆積構造

　低湿地側に延ばした拡張区（図16）の南側の東西

壁で剥ぎ取り調査を行った（口絵２①）。東壁側の

ほうが若干標高が高くなっており、剥ぎ取り断面に

は柱穴もかかっていた。SX1B低湿地を覆う貞観津

波堆積層はラミナが発達した水成堆積の砂質層で、

西側の火炎状構造最下部7 .45～ 7 .53ｍ、東側の火

炎状構造最下部7 .44～ 7.51ｍで検出され、３層に

2011.3.11 東日本大震災
における津波浸水域

流出家屋

漂着車両

溜池

阿子島・相原 2014 年 2月 26日
ボーリング⑧地点（珪藻分析試料）

（谷口・千葉から構成）

図12　熊の作遺跡と2011.3.11津波挙動１） 図13　熊の作遺跡と2011.3.11津波浸水域

（国土地理院提供）
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図16　熊の作遺跡SX1B低湿地における貞観津波堆積層
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大別された。上部にはいずれも貞観津波堆積物を母

材とする二次堆積層（To-a粒、小ブロックを含む）、

その上には旧表土が形成されていた。

Ａ．3層（Unit1）　溝の中位のマッド・ドレイプ（Mud 

drap）下に堆積する津波の遡上流に伴う堆積層群

（Unit1）である。層厚は５～ 10cmほどで、西壁側

のほうが厚い。底面は著しい火炎状構造をなし、砂

が密で白色を呈する部分と暗褐色の砂泥質部分が入

り組み、斜交ラミナをなしている。炭化物片や球状

をなす偽礫（rip up clast）が含まれている。

Ｂ．2層（Mud drape）　泥の薄層である。押し波

の遡上流と引き波の戻り流れの間で形成される津波

堆積物の重要な指標となる鍵層である。

　西壁では、泥状の薄層が多重に重なり合い、上

部２a層の泥質の薄層には炭化物片が含まれている

（口絵２③）。東壁の２層上面ではより一層顕著に炭

化物を密に含んでいる（口絵２④⑤）。山王遺跡東

西大路南側溝cの２層（Mud drape）ではこのよう

な炭化物は見られず、水中で押し波から停滞、引き

波へと流向を変えた可能性が高いのに対し、熊の作

遺跡では押し波がいったん標高８m以上に遡上し、

この東壁・西壁付近で滞留し、炭化物を浮遊させな

がら、漣状に上下動した痕跡が多重Mud drapeと

して残されたと考えられよう。

Ｃ．1層（Unit2）　溝の中位のマッド・ドレイプ（Mud 

drape）上に堆積する津波の引き波に伴う堆積層群

（Unit2）である。山王遺跡東西大路南側溝cの１層は

全体的に褐灰色を帯び、鉄分が沈着し、全体に汚れ

た感じの砂になっているのに対し、熊の作遺跡の１

層の砂は全体的に白色度が高い。東壁では上部層と

下部層、西壁では１a ～１c層の３層に細別された。

　東壁の１層下部は白色度の高い砂を密に含む層で

ある。１層上部はむしろ泥質部分が主体を占め、小

帯状をなす砂質の小ブロックがラミナ間に斑状に入

りこんでいる。泥質部分は木片（付け札片？）や炭

化物を多く含んでいる。漸移的にラミナ構造を失い、

上層の津波堆積物の二次堆積層に移行する。

　西壁１c層は大きく上下に波打つ白色度の高い砂

層である。ほぼ平行するラミナが波打ち、炭化物を

やや密に含む薄層も含まれている。１b層は１c層

と不整合面があり、１c層を切って堆積している。

全体的に水平方向のラミナと小波状ないしは青海波

状の漣状ラミナが交差している。１b層上部はやや

汚れた砂が多くなり、水平ラミナが優勢となってい

る。１a層は粗砂が目立ち、漸移的にラミナ構造を

失い、上層の津波堆積物の

二次堆積層に移行する。

（３）SX79板敷遺構周辺に

ついて

　津波堆積層はSX79板敷

遺構などが集中する微高地

側でも確認されている（図

16・17）。

　この付近の基本層序は

SX79板敷遺構の南側〈壁

A〉・〈壁B〉（図18）、〈壁C〉

（図19）で確認される。

　標高8.0～8 .05ｍの５b層

底面（図18）は火炎状構造

をなし、緻密な白色度の高

いラミナとなっている。上図17　熊の作遺跡SX79周辺の貞観津波堆積層
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図18　熊の作遺跡SX79南側の基本層序

図19　熊の作遺跡SX79〈壁C〉西側の基本層序 図20　熊の作遺跡SX79暗渠内のラミナ構造

部の５a層砂質部分は５b層と同じく白色度の高い

砂層に旧表土起源の黒色粘土が泥質偽礫あるいは液

状化してラミナ状に入り込んでいる。〈壁Ｂ〉では、

この５a層は標高8.3m付近（図中⦿印）で、上位の

４層（To-a粒を含む貞観津波堆積物の二次堆積層）

に切られており、これより高い場所には基本層序と

しては５層は残されていない。

　〈壁C〉（図19）においても５層は⦿印の標高8.15m

付近から上部はすべて流出しており、残されていな

い。

　SX79板敷遺構などが検出された微高地側では、

遺構内の堆積層や洗堀痕とみられる窪地にのみ、砂

層は残されている。

　火炎状構造の５ｂ層によって浸食された下位の黒
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色粘土の６層中には遺物や木片・炭化物等が含ま

れており、木片（sample30：図18）の２σ（信頼度

70%）暦年代範囲はAD660 ～ 766yr.（YU-2201）と、

貞観津波（869年）以前であり、調和的である３）。ま

た、４b/ ５a層境界付近の木片（sample28：図18）

も同じ暦年代が出ており、６層中から津波によって

巻き上げられて堆積した木片と考えられよう。

Ａ．SX79板敷遺構　SB82a四脚門の西側の排水施

設で、最大で長さ約２ｍ×幅60cm×厚さ６cmの

板材が上蓋として用いられていた（図17①）。暗渠

内のラミナ堆積層（図20）は小波状ないしは青海波

状をなす漣状をなしており、SX1低湿地を覆う貞観

津波堆積層１b層（口絵２③西壁）に類似した構造

となっており、引き波に伴う津波堆積層群（Unit2）

の上部層に相当するものであろう。〈壁A〉近くで

は蓋板・溝ともになくなっており、津波によって流

出、浸食されたものと考えられる。近接するSX80

木材溜りからは類似の材が確認されている。

　また、門の構造上も対になるとみられるSD83溝

跡（図16）についても、浸食を受けて「薄い砂層」

が検出されたのみであるが、本来上蓋を伴っていた

可能性が報告書でも指摘されており、上蓋の材は津

波によって流出したものと考えられよう。

Ｂ．SX79板敷遺構の年代　暗渠の上蓋を支える横

木の樹皮近くを試料として年代測定が行われ、２

σ（信頼度70%）暦年代範囲はAD675 ～ 853yr.（YU-

2202）と、貞観津波（869年）以前の構造材の年代と

しては、年代幅は大きいものの、調和的であり、矛

盾はない。

Ｃ．SB52b四脚門跡・SA72柱列跡周辺　SB52b四

脚門に伴う柱穴に津波流出痕跡は残されておらず、

流出はしていない。塀跡とみられるSA72柱列付近に

はSX79暗渠内堆積層から続く砂層が堆積（図17②）

し、洗堀状をなしており、一部は流出している４）。

　貞観津波後に、被災の程度は異なるものの、

SB82b四脚門は簡略なSB82a二脚門に、SA72柱列

はSA51柱列に応急的な建て替えが行われ、廃絶に

至っている。

（４）ボーリング⑧地点の珪藻化石群集

Ａ．はじめに

　ここでは2014年２月24日に熊の作遺跡ボーリン

グ⑧地点で採取された試料⑧中の珪藻化石群集を調

べ、堆積環境およびイベント堆積物の可能性につい

て検討した。なお、産業技術総合研究所が珪藻分析

を行った地点（澤井ほか2016a）からは約３ｍほど

北側で、微高地側の地点に位置している。

Ｂ．試料と方法

　試料は、イベント堆積物を含む試料⑧６層の砂混

じりシルト層の上・中・下から採取した土層堆積物

３点である（表４）。分析した試料３点は、堆積状

況から貞観地震前の堆積物と考えられている。

　各試料について山王遺跡と同一の処理方法を行

い、珪藻分析用プレパラートを作製した。

表4　堆積物の特徴

Ｃ．珪藻化石の環境指標種群

　珪藻化石の環境指標種群（表１）は、主に小杉

（1988）および安藤（1990）が設定し、千葉・澤井（2014）

により再検討され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の扱いについて

も、山王遺跡と同一である。

Ｄ．結果

　堆積物から検出された珪藻化石は、海水種が２分

類群２属１種、海～汽水種が１分類群１属１種、汽

水種が１分類群１属１変種、淡水種が33分類群21

属20種１変種であった（図22）。これらの珪藻化石

は、海水域における１環境指標種群（C １）と、淡

水域における６環境指標種群（K、N、O、P、Qa、

Qb）に分類された（表５）。

　以下では、熊の作遺跡⑧地点６層の試料ごとにお

ける珪藻化石の特徴と堆積物の由来（堆積環境）に

ついて述べる。
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（a）６層下部（分析No.6）

　堆積物１g中の珪藻殻数は3.1×105個、完形殻の

出現率は39.9%である。主に淡水種からなり、汽水

種をわずかに伴う。堆積物中の珪藻殻数は多い。環

境指標種群では、湖沼沼沢湿地指標種群（N）、沼沢

湿地付着生指標種群（O）、陸生珪藻Ａ群（Qa）がや

や多く、中～下流性河川指標種群（K）などをわず

かに伴う。

　環境指標種群の特徴から、汽水の影響をわずかに

受ける、中～下流性河川やジメジメとした陸域、湖

沼沼沢湿地などの堆積物と推定される。

（b）６層中部（分析No.5）

　堆積物１g中の珪藻殻数は4.5×104個、完形殻の出

現率は24.8%である。主に淡水種からなり、汽水種を

わずかに伴う。堆積物中の珪藻殻数は少ない。環境

指標種群では、陸生珪藻Ａ群（Qa）が多く、沼沢湿

地付着生指標種群（O）、湖沼沼沢湿地指標種群（N）、

中～下流性河川指標種群（K）などをわずかに伴う。

　環境指標種群の特徴から、汽水の影響をわずかに

受ける、中～下流性河川やジメジメとした陸域、湖

沼沼沢湿地などの堆積物と推定される。

（c）６層上部（分析No.4）

　堆積物１g中の珪藻殻数は6.7×104個、完形殻の

出現率は26.4%である。主に淡水種からなり、海水

種、海～汽水種、汽水種をわずかに伴う。堆積物中

の珪藻殻数はやや少ない。環境指標種群では、沼沢

湿地付着生指標種群（O）、陸生珪藻Ａ群（Qa）が多

く、中～下流性河川指標種群（K）や湖沼沼沢湿地

指標種群（N）などの淡水種と、海水藻場指標種群（C

１）の海水種などをわずかに伴う。

図21　堆積物中の珪藻化石の顕微鏡写真
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　環境指標種群の特徴から、海水の影響をわずかに

受ける、中～下流性河川やジメジメとした陸域を伴

う湖沼沼沢湿地などの堆積物と推定される。

Ｅ．考察

　熊の作遺跡は、浜提列の発達する海岸の背後の低

位段丘と谷底平野の一部あるいは段丘斜面に位置

し、澤井ほか（2016a）などによって、貞観津波のイ

ベント堆積物の存在が既に報告されている。今回

分析した⑧コア（分析No.6 ～ No.4）は、澤井ほか

（2016a）で報告された地点よりもやや北東側で支谷

の奥部側に位置する。⑧コアは、下部のシルト層か

ら砂混じりシルト層、有機質シルト層へと変化して

おり、イベント堆積物の可能性がある砂混じりシル

ト層（６層）を中心に分析した。その結果、上部試

料（分析No.4）から海水種・海水～汽水種がわずか

に検出され、中部・下部試料（分析No.5、6）から

は汽水種がわずかに検出された。澤井ほか（2016a）

によると、イベント堆積物の珪藻分析では、半乾燥

環境や陸域を好むとされる種や汽水生の種が多く検

出されており、海水種は検出されていない。⑧コア

の砂混じりシルト層は、上・中・下部ともに、半乾

燥環境や陸域を好むとされる陸生珪藻が特徴的に検

出された。よって、⑧コアの下部シルト層が、澤井

ほか（2016a）の下位の有機質泥層に対比されるので

No. 4 5 6
1 Cocconeis scutellum C1 1
2 Rhizosolenia spp. ? 1
3 Navicula peregrina ? 1
4 Nitzschia levidensis var. salinarum ? 1 2 4
5 Achnanthes spp. ? 2 19
6 Amphora copulata W 22 20 19
7 A. montana Qa 2
8 A. spp. ? 6 12 14
9 Anomoeoneis sphaerophora W 6

10 Caloneis silicula W 3
11 C. spp. ? 3 7 6
12 Cymbella mesiana W 2 4
13 C. naviculiformis W 3 1
14 C. tumida W 3
15 C. spp. ? 1 3 1
16 Diadesmis confervacea Qb 1
17 D. contenta Qa 4
18 Diploneis spp. ? 3 1 1
19 Eunotia spp. ? 1
20 Fragilaria brevistriata N 9 2 5
21 F. capucina N 1
22 F. spp. ? 3
23 Gomphonema spp. ? 17 12 10
24 Hantzschia amphioxys Qa 5 15 6
25 Luticola mutica Qa 10 3 1
26 Meridion circulae var. constricta K 5 2
27 Navicula elginensis O 14 10 11
28 N. spp. ? 22 24 49
29 Neidium ampliatum P 1 1 1
30 Nitzschia spp. ? 2 3 4
31 Pinnularia gibba O 2 1
32 P. spp. ? 3 3
33 Planothidium lanceolatum K 1 1 4
34 Rhopalodia gibba W 1
35 Stauroneis phoenicenteron O 2 2
36 S. spp. ? 3 1 5
37 Staurosirella pinnata N 4
38 ? 6 4 5

C1 1
? 1
? 1
? 1 2 4
K 6 3 4
N 9 2 10
O 16 12 14
P 1 1 1

Qa 15 18 13
Qb 1
W 27 20 37
? 60 66 115
? 6 4 5

2
1
1 2 4

134 123 194
144 129 203
26.4 24.8 39.9

6.7E+04 4.5E+04 3.1E+05

Unknown

（主な分類群を表示）

表5　堆積物中の珪藻化石産出表

図22　⑧地点6層堆積物中の珪藻化石分布図

（種群は、千葉・澤井（2014）による）
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あれば、陸生珪藻や汽水種の産出傾向から、澤井ほ

か（2016a）のイベント堆積物に対比される可能性が

ある。

　また、澤井ほか（2016a）と同様に基盤である鮮新

世の山下層および久保間層で多産するような海水種

（例えば、北村ほか1986など）は検出されていない。

これらのことから、分析した砂混じりシルト層は、

澤井ほか（2016a）が言うイベント堆積物に対比され

る可能性があり、検出された海水種～汽水種は、津

波によって運搬された種群と考えられる。

（５）小結

Ａ．津波堆積層の構造

　今回、剥ぎ取り調査を行った熊の作遺跡SX1低

湿地を覆う津波堆積層の構造は、山王遺跡東西大

路南側溝cで確認された津波堆積層と比較すると、

底面に火炎状構造を持つ押し波堆積層群（Unit1）

→Mud drape→引き波堆積層群（Unit2）へと移行

する水成堆積による砂と泥の混濁流からなる堆積物

である点は共通点として認識されよう。

　一方、山王遺跡東西大路南側溝cは砂押川近くの

低平な沖積平野（標高：3.4m（掘り込み面）～2.6m（溝

底面））に所在するのに対し、熊の作遺跡は入り組

んだ谷奥に立地し、SX1低湿地の標高7.5ｍ～微高

地上のSA72柱列跡周囲に残された洗堀痕の標高8.5

ｍが調査区の中では最高地点となっている。Mud 

drapeの状態から、山王遺跡では水面下で押し波か

ら引き波へと流向が反転しているとみられるのに対

し、熊の作遺跡では多重化したMud drape上面に

炭化物（浮遊物）が密に含まれており、いったん標

高8.5ｍ以上に遡上した津波は標高7.7ｍ付近の低湿

地に水位を下げて滞留し、そこでの上下動が多重

Mud drapeとして残されたものと考えられた。

　山王遺跡東西大路南側溝のUnit2は基本的に引き

波として理解されるが、やや白色度の高い砂まじり

の大きくうねる１d層が入っており、津波の第２波

とみられ、その上層にはほぼ水平ラミナからなる泥

質層を２層含む１c層、その上層に１b層が引き波

によって形成され、さらに津波後の再堆積によって

１a層が形成されたと考えられた。

　熊の作遺跡の白色度の高い砂からなるUnit2は西

壁では明瞭な不整合面によって、下層の大きく上下

動するラミナの１c層と上層の水平ラミナと漣状ラ

ミナの交差する１b層に分けられた。3.11津波では

一の沢川を遡上する二つの津波がタイム・ラグを

もって入り込み、遺跡前面の谷で衝突したという複

雑な津波挙動が明らかとされており、貞観津波にお

いても、同様の事象が起きていたものと想定され、

単純な第２波というよりは、別方向から入る津波の

衝突によって１c層は形成されたと考えられよう。　

１a層は山王遺跡東西大路南側溝cよりは標高から

も速い速度で流下した引き波による堆積層とみられ

る。漣状のラミナを特徴とし、SX78暗渠内の堆積

層にも認められた。遺構の集中する微高地側では、

遺物を含む旧表土を起源とする偽礫や液状化して泥

状になった堆積物が砂層とともに斑状に混濁して上

部層（〈壁A〉５a層）を形成している。SX1低湿地

東壁のUnit2上部は炭化物（浮遊物）が目立つ構成

となっている（口絵２④）。いずれも、津波堆積物

を母材とする二次堆積層に覆われている。

Ｂ．津波堆積層中の遺物

　熊の作遺跡SX1低湿地を覆う貞観津波堆積層（Ⅳ

－３層）中には、多様な遺物が含まれている。考古

資料の年代は、概ね８世紀後葉～９世紀前葉、９世

紀中葉～後葉に位置づけられるものである。津波堆

積層中には、偽礫や液状化した旧表土が含まれてお

り、古い遺物が混入して来るのは津波堆積層の特徴

の一つと考えることができよう。こうした土師器や

須恵器のほかに、建築部材（柱材・扉の軸・板材）、

家具（机の脚）、日用品（櫛・檜扇）、木簡・付け札、

木製容器、曲物、網籠、鉄斧、漁撈具（タモ網・四

手網）、狩猟具（丸木弓）、燃えさし等、あるいは炭

化米やモモ・スモモ・クルミ等の種、ウシの歯等

が出土している。こうした多岐にわたる雑多な出

土状況は、3.11津波によって流出した被災物（山内

2014）－被災がれき－の特徴とも一致している。

　津波被災物としての土師器や須恵器（相原ほか

2013、相原・駒木野2014a・2014ｂ）は破片である

ことが多く、割れ口は新鮮な状態が保たれていて
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も、ほとんどは接合しない。土師器などは摩滅した

ものが多く、須恵器のような硬質のものは水磨さ

れ、表面のざらつきは消失していることが多い。こ

うした傾向は熊の作遺跡津波堆積層中の土師器や須

恵器にも共通する特徴である（図23）。

Ｃ．海水種・海～汽水種・汽水種珪藻化石群

　産業技術総合研究所の調査（澤井ほか2016a）と

同様の傾向性がある結果が得られた意義は大きい。

また、今回、新たな調査成果としてこれまでよくわ

からなかった海水生種珪藻を伴うことを明らかにす

ることができた。一方、山下層からの流れ込みによ

る化石種についても、その有無を意識して検討して

いるが、少なくとも、今回の調査でも確認すること

はできなかった。

（a）Cocconeis scutellum

　小杉（1988）の環境指標種群「海水藻場指標種群

（C1）」の指標種で、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。

古環境における塩分濃度推定の指標としても用いら

れている（小杉1989）。

（b）Rhizosolenia spp.

　海水～汽水種の中～大型珪藻である。種によっ

ては沿岸性種や外洋性種もある。繁殖には栄養塩

濃度と関係し、季節的な赤潮発生と関係する有害プ

　割れ口そのものは新鮮な状態が保たれていても、割れ口の稜や割れ口面の凸部は摩滅して、丸みを帯びている。やや硬質の②須恵器蓋の
凸部はやや光沢を帯びる。表面は水磨され、全体的に須恵器特有のざらつきがなくなっている。

①須恵器蓋（報告書図版 37-15）の割れ口
　遺物カード「３層灰色砂層下位」

②須恵器蓋（報告書図版 36-5）の割れ口
　遺物カード「３層灰色砂層（ラミナ状堆積層下部）」

図23　被災物としての考古資料

ランクトンとしても知られる。例えばRhizosolenia 

habetataは、北方海域における春季増殖で大増殖す

る珪藻の１種である（中田1982）。なお、古い地層

から産出する化石は、宮城県南部浅海帯細砂底に

生息する貝類化石とともにRhizosolenia hebetata f. 

hiemalis Granの報告がある（柳沢・栗原2002）５）。

Rhizosolenia属の種の取り扱いには、注意が必要で

ある。

（c）Navicula peregrina

　今回の山王遺跡東西大路南側溝cや、産業技術総

合研究所のボーリング調査でも検出されている海～

汽水種である。

（d）Nitzschia levidensis var. salinarum

　汽水種として知られている。

４．総括

（１）堆積構造の可視化

　今回、土層を平面的に削るのではなく、剥ぎ取り

によって堆積構造を立体化し、可視化する方法を多

賀城城下では、はじめて採用した。その結果、東西

大路南側溝の最上層１a層より下層では津波堆積物

特有の構造を持つ水成堆積であることが明らかと

なった。逆に、肉眼による観察では、地山ブロック

を多く含む人為的な埋め戻し層と誤認されてしまう
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恐れもあることが明らかとなった。多賀城城下の山

王・市川橋遺跡の発掘調査は1980年代からの長い

歴史を持ちながら、容易には津波堆積層を認識する

ことができなかった一因は、こうした理由によると

ころが大きいものと思われる。

　この極めて有用性の高い剥ぎ取りによる調査法は

今回、東北歴史博物館保存科学分野によって行われ

ている。ただし、この剥ぎ取り法は必ずしも専門機

関に所属する研究者でなければ行えない方法ではな

く、宮城県内ではすでに安達正陽ら先進的な理科教

師がDIYで普通に購入できる安価な薬剤によって

実践６）（安達2017）を積み重ねており、今後、こう

した方法が発掘調査現場にも大幅に導入されるので

あれば、津波堆積層のみならず、考古学における層

の見方そのものが飛躍的に改良される可能性を秘め

ている。

 （２）津波被災物としての考古資料

　熊の作遺跡SX1低湿地を覆う津波堆積層の中に

は、建築部材をはじめとし、家具、日用品、木簡・

付け札、生活雑器、鉄製品、漁撈具、狩猟具、燃え

さし等、あるいは炭化米やモモなどの果実の種、ウ

シの歯等が含まれている。こうした多岐にわたる雑

多な出土状況は、3.11津波によって流出した被災物

（山内2014）－被災がれき－の特徴そのものであろ

う。津波による流出被災物は、土師器や須恵器では

割れ口は新鮮でも、ほとんどは接合せず、摩滅ある

いは全体的な水磨が観察され、レスキュー対象とさ

れた水損資料と同様の特徴を呈している。

　従来、多賀城城下の道路側溝には、建築部材から

家具、各種日用品や生活雑器、漆生産に係る道具、

製塩土器片、鉄製品、ウマ・イヌの死体、ヒトの遺

体に至るまであらゆるものが人為的に廃棄されたと

考えられてきた。東西大路南側溝ｃは溝の底面から

上面まで津波堆積物で埋め尽くされており、少なく

とも東西大路南側溝c期と同時期の道路側溝等から

出土する遺物は被災物、被災者遺骨として認識され

なければならないものであろう。今一度、津波堆積

物の視座から検討し直す必要性がある。

（３）津波堆積物における珪藻化石群集の特徴とそ

の意義

　澤井（2014）で示されるように、津波堆積物にお

ける珪藻化石群集の組み合わせは種々におよび、破

片率や珪藻化石の含有量でさえ、何%（個）であれ

ば津波堆積物であると言い切れる指標は見つかっ

ていない。しかし、澤井（2014）やTakashimizu et 

al.（2012）などで、津波毎や地域、地形毎に珪藻化

石群集の特徴が集められ整理されつつある中で、津

波堆積物においてよく見られる傾向は数パターンあ

ることが分かり、おおよその特徴が示されるように

なってきている。

　 仙 台 平 野 に 残 さ れ た 津 波 堆 積 物 の 特 徴 は、

Szczuciński et al.（2012） や Takashimizu et al.（2012）

などで示され、海生珪藻の出現が非常に少ない傾向

や、珪藻殻の含有量が低い傾向があると報告されて

いる。

　今回、山王遺跡で発見された津波堆積物中の珪藻

化石群集は、海生珪藻の出現が少ない点はこれまで

の傾向と同じであったが、珪藻殻の含有率は高く、

完形殻の破片率は低い傾向が示された点が異なって

いた。また、熊の作遺跡では、海生珪藻の出現は山

王遺跡同様に少ない傾向が、完形殻の破片率につい

ては反対に高い傾向が示され、さらに珪藻殻の含有

率はイベント層の下部と上部で異なる傾向が認めら

れ、必ずしも一つの特徴に集約される訳ではないこ

とが明らかとなった。

　同じ津波によるイベント堆積物であっても、押し

波や引き波の影響、その後の流れの停滞状況が異

なっていたことが、3.11などの調査から分かってき

た点を考慮すると、貞観津波においても、繰り返し

押し寄せる複雑な津波の動きがあったために、異な

る特徴の堆積物が保存されたと解釈されよう。

　今後、同地域における3.11津波堆積物との比較

や、津波堆積物の前後の層との比較、津波堆積物周

辺の同時期の堆積物などの比較が進むことで、山王

遺跡や熊の作遺跡にイベント堆積物をもたらした津

波の挙動について、議論が進む可能性がある。
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（４）剥ぎ取り試料の資料的価値

　今回の剥ぎ取り試料は、ともに将来の展示を目的

として資料化したものである。山王遺跡東西大路南

側溝では特異な環境ながら、深さ１ｍ近くにも及ぶ

貞観津波堆積層の試料が得られ、熊の作遺跡では

3.11津波でみられた異方向から入り込む津波の衝突

に相当すると考えられる試料が得られた。

　これらの試料は、貞観津波の挙動までもが刻み込

まれた重要な資料である。

５．おわりに

　本稿を草するにあたり、東北歴史博物館同僚各位

をはじめとし、以下の機関・個人から、資料の提供

やご教授を賜っている。記して、謝意を申し述べる

ものである。

　アジア航測株式会社、国土交通省国土地理院、産

業技術総合研究所、多賀城市教育委員会、南三陸海

岸ジオパーク準備委員会

　阿子島功、安達正陽、後藤和久、後藤光亀、駒木

野智寛、斎野裕彦、澤井祐紀、高橋守克、松本秀

明、矢口裕之、山内幹夫（敬称略、五十音順）

【註】

1） 本図は国土地理院による震災直後の航空レーザー測
量による高精度標高データを使用した赤色立体地図

（Chiba,T. and Hasi, B. 2016）＋標高段彩図を原図と
する。

 　本図の作成には、平成24 ～ 27年の科学研究費補
助金基盤研究（B）24300262「東日本大震災からの復
興を支援する科学コミュニケータ養成プログラムの
開発と実践」（研究代表者：谷口宏充）の一部を使用
した。

2） 盛土とした箇所は聞き取りによる。国土地理院の空撮
でも、1990年代前半までは微高地上に大きな畑が広
がっていたが、後半には盛土が確認される。

3） 澤井ほか2016では、熊の作遺跡の砂層中の種実の年
代測定を、２σ〈信頼度70％〉の暦年較正で実施して
いる。その結果、①砂層から10.0-12.0cm上部で得ら
れた未同定種実でAD776-971（Beta-403704）、②砂
層から0-1.0cm下部で得られたモモの種実でAD684-
876（Beta-389135）、③砂層から1.0-2.0cm下部で得ら
れた未同定種実でAD676-870（Beta-403705）、④1.0-
2.0cm下部で得られたモモの種実でAD692-887（Beta-
403706）である。

4） 木造家屋は浸水高2.0mで流出ないしは全壊する（首

藤1992）とされており、熊の作遺跡の津波浸水高は
この全壊レベルには達せず、脆弱な施設や建造物の
みが流出したものであろう。

5） 厳密には、現生種のあつかいなので、化石種として
判定はできない。

6） 安達のスプレー缶（小西ボンドG-17：約1,000円）・古
タオル（手ぬぐい）を用いた剥ぎ取り法（戸倉1996）
は1997年地学団体研究会大阪総会「野洲川の現世河
川堆積物」巡検によりもたらされたものである。
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