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1.はじめに

加速器質量分析計(AMS)を用いた年代測定は､数mgの微量な試料を対象とした年代測定を可能にした｡

近年､土器の外側付着煤類あるいは内側残留物を対象とした年代測定が盛んに行なわれ､土器使用時の実

年代の検討が行われている｡これまでの土器を伴う遺構の炭化物を対象とした年代測定と比較してより高い

精度の検討を可能にしている｡

しかしながら､数 mgといった微量な試料を対象としているため､対象とした試料以外の炭素からの汚染

を避けることが出来ないことがあり､こうした場合には適正な年代値の評価ができない可能性もある｡

土器付着物を対象とした場合､煤や食べ物残液以外の炭素として周辺土壌､土器胎土材料､土器補修に使

用されたアスファルトなどの混入によって年代値は異なることが予想される｡

一般的に､土器胎土は粘土と主に砂粒物からなる混和材とから構成されるが､材料粘土はその粘土中の珪

藻化石や骨針化石といった微化石類の検討から､比較的良質の水成粘土が利用されたことが分かってきた(車

崎ほか､1996;藤根､1998)｡このうち沼沢湿地などで堆積した粘土は､植物起源の有機物を相当量含む場

合が多く､粘土中の炭素含有量は高いことが予想される｡なお､土器断面において黒斑とは別に中黒のサン

ドイッチ構造 (以下､中黒層と呼ぶ ;図4)をもつ土器があるが､これらは材料粘土とした有機質粘土の特

徴を残していることが考えられる｡

こうした材料とした粘土起源の炭素は､土器付着物を対象とした際の年代測定において無視できないもの

と考える｡

ここでは､平成 11年度に群馬県伊勢崎市波志江町地内の波志江中宿遺跡粘土採掘坑から出土したS字状

口縁台付聾 (以下S字喪と呼ぶ ;図3)の胎土および付着煤類を対象として AMS年代測定を行い､年代が

示す意味やそれに係わる問題点など基礎的な検討を行った｡

2.試料

群馬県伊勢崎市の波志江中宿遺跡では､古墳時代前期の東海系の型式をもつS字状口縁台杯賓を伴った粘

土採掘坑が調査区内において 66基検出された (熊谷､2000;図2)｡これら粘土採掘坑は､平面形状が長

方形で 2mxl.5m程度､深さが 2m～2.5mの袋状の土坑群である｡粘土採掘坑の地質断面の調査では､AT

火山灰 (姶良Tn火山灰)下の黒色～茶褐色の有機質粘土が採掘の対象であり､テフラ層序から約 2万 4千

年～4万年前に堆積した粘土層を対象として採掘していたことが判明した (図 1)｡これら粘土採掘坑内か

らは､S字聾と共に採掘に使用した鍬､鋤､鉄斧の柄､梯子､つき棒等の木製の道具類60点が検出された｡

なお､S字賓は､粘土採掘坑2基に1個の割合でほぼ完形として出土した (図2)0
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一方､粘土採掘坑内の対象粘土層とS字聾胎土の比較から､ほぼ同一の珪藻化石群集が得られたこと､砂

粒物が上位に堆積した浅間起源などのテフラを多量に含むことから､これら粘土採掘坑がS字聾の材料を採

取するために掘られた､いわゆる "土器材料採掘坑群"であることが自然科学分析から判明した｡

測定試料は､これらS字鷺胎土中黒層 (図4)､外側に付着した煤類､土坑内 AT火山灰直下の黒色有機

質粘土である｡

3.方法

試料は､S字牽胎土試料が､断面において黒色中黒層が明瞭に残存したS字牽 (No.A～C)で､中黒層部

分を岩石カッターで採取した｡これとは別に外側表面に煤類が厚く付着するS字賓を選び出し､必要量を採

取した (No_D～G)｡さらに､採掘の対象の一部で土器材料と推定される AT火山灰直下の黒色有機質粘土

層である｡

これら試料は､酸 ･アルカリ･酸処理を行い洗浄した｡その後､酸化銅ワイヤーと銀ワイヤーと一緒にバ

イコール管に封入して電気炉で2時間焼成した.真空ラインを用いて SO2およびH20を分離して C02を精

製した｡鉄の触媒と水素を用いて650 o C､8時間で反応させてグラファイトを生成した｡グラファイトは､

鉄粉と混合してアルミ製ターゲットホルダーに圧縮 ･充填し､加速器質量分析計で測定した (Kitagawaほ

か､1993)｡なお､精製した C02のうち約 1mlを分けて∂13Cを求めるために同位体比を質量分析計で測定

した｡一部の∂13CはAMSで測定した｡

4.結果

波志江中宿遺跡粘土採掘坑の有機質粘土 (試料 HN-4;図1)は､23,894±114yrBPであった (850 o

Cの場合)｡なお､回収した炭素量は､2.39%であった (表1)｡

一方､S字牽胎土の中黒層は､試料Aが12,194±63yrBP､試料Bが18,850±100yrBP､試料Cが9,470

±50yrBPであった｡なお､回収した炭素量は､0.26-0.3%であった (表1)0

S字鷺の外側に付着する煤類は､CALIB4.3(StuiverandReimer,1993の CALIB3.0の改訂版)を用

いた較正暦年代において､試料DがcalAD130-360年(97.6%)､試料EがcalAD240･345年(94.0%)､試料

Fが calAD130-360年(97.7%)､試料Gが calAD240･430年(100%)であった (表2)｡なお､回収した炭

素量は､59.5-63.2%と非常に高い｡

S字聾の内側に付着する炭質物は､付着する量が少なくcalBC600･405年(58.1%)と古い年代値であった｡

なお､回収した炭素量(%)は､試料の乾燥重量に対するCO2ガスの圧力から計算した炭素量である｡

5.考察

ここでは､波志江中宿遺跡に関連する試料として､S字牽胎土の中黒層､S字嚢に付着する煤類､AT火

山灰直下の粘土層､の3種類についてAMS年代測定を行った｡以下では､これらの年代値の評価やその問

題点についてまとめる｡

[AT火山灰直下の粘土層の年代]

粘土採掘坑における材料の対象とした粘土層は､54号土坑の断面観察からHN･4からHN･9上部にかけ

てと推定されている (図1)｡これら粘土層の堆積年代は､姶良 Tn火山灰 (AT)の 24･25Kaから榛名八
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崎テフラ (Hr･HP)の 40-42Kaである (町田･新井､1992)｡これらの粘土層 HN-4-HN-7は､砂粒物が

少ない粘性のある粘土であり､HN-8とHN-9は軽石を含む｡

なお､AT火山灰直下の粘土層の年代値は､23,894±114yrBPであったが､この年代値は､従来の年代

値と調和する年代値である｡

[S字牽胎土中黒層の年代]

S字割 台土中の中黒層の年代値は､9,470±50yrBP～18,850±100ryBPであった｡

これらS字聾胎土の薄片による偏光顕微鏡観察では､粘土部分において沼沢湿地において堆積したことを

示す珪藻化石群集が特徴的に多く含まれていたことから､AT火山灰直下粘土層 (HN･4)から八崎テフラ

を含む粘土層 (HN-9)が利用されたことが推定された｡また､いわゆる混和財としてテフラ起源のガラス

や軽石あるいはガラスが付着した輝石類や角閃石類が特徴的に多く含まれていたことから､上位層に堆積す

る浅間起源のテフラ (17-21Ka;粘土化が著しい)などを混入していた可能性が高い｡こうした材料を使用

した人工物であるため､中黒層の予想される年代値は､17Kaから42Kaの間のしかも混合年代値 (異なる

年代を示す複合材料の年代と言う意味)を示すものと予想した｡しかしながら､使用した材料から予想した

混合年代値よりも新しい年代値ではあった｡

土器は､時として "黒殊"と呼ばれる主に土器焼成時に形成される斑状の煤痕が見られるが､これら黒斑

は土器断面を貫通する場合もある｡測定した試料は､この黒斑が明らかに見られない部分を選定したことか

ら､まったく影響しなかったとは断言できないが､炭素は量的に少なく寄与率は低いものと考える｡

一方､S字牽胎土の顕微鏡観察では､植物珪酸体化石 (プラントかト ルとも呼ばれる)が多量に含まれてお

り灰質物や当時の植物繊維などを混入したこと､煮炊きの際の食物脂質などが浸透するなどのことが考えら

れ､新しい混合年代が測定された可能性がある｡

なお､測定された年代値は､使用した材料から予想した混合年代値よりも新しい年代値ではあるが､古い

粘土層を使用したことは間違いなく､これら S字聾がこれら粘土採掘坑で採取された粘土材料などにより

作られた土師器である有力な根拠の一つと考える｡

[S字牽外側付着煤類の年代]

外側付着煤類の年代値は､校正暦年代においていずれの試料においても予想された年代値に近い値が得ら

れた｡ただし､特に試料Dや試料Fにおいては年代幅の大きい年代値であり､その他の試料も含めて考古に

おいて期待された年代幅を超えている｡これは､測定誤差が 45年前後と大きく､外側に付着する煤が､煮

焚きの際に複数年を持つ木材燃料が使用されたことなどが原因と考えられる｡

6.まとめ

ここでは､S字牽胎土中の中黒層およびS字鷺に付着する煤類などについてAMS年代測定を行った｡

その結果､S字牽胎土中の中黒層は､期待した混合年代値よりも新しい年代値ではあったが､材料として

利用した古い粘土層を反映した年代値であった｡このことは､これらS字蜜がこれら粘土採掘坑の粘土層を

材料として作られた土師器である有力な根拠の一つとなった｡また､土器断面に残された中黒層 (黒色のサ

ンドイッチ構造)は､主に材料粘土に起因した炭素残留部であることも確認できた｡なお､期待した年代値

よりも新しい年代値が測定された原因についは､土器胎土の観察や前処理における CO2回収の焼成温度の
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設定を変えるなどの検討が必要と考える｡

また､外側に付着した煤類の年代値は回収した炭素量が高いものの､考古において期待された年代幅より

大きく､土器が煮焚きに使用された際に複数年を持つ木材燃料が使用されたことなどが原因と考えられる｡

なお､内側に付着した炭質物は付着量が少なく､土師器胎土の一部を測定対象としたため期待された年代値

より古い年代であった｡
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図 2.波志江中宿遺跡の粘土採掘坑 (A)､土坑NcL54断面 (B)､土坑内S字嚢 (C)

Fig.2.Claypi-Ls(A),cross-SectionofN0.54pit(B),S-typeHajiwareinpit(C)
(B,C;afterKumagai,2000)
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表1.採掘坑内AT火山灰直下粘土層およびS字状口縁台付聾の中黒層のAMS年代測定結果

TABLE1.AMSDatingofOrganicClayunderATVolcanicAs hlayerandMiddlePartoftheS-typeHahware

LabNo. Material VesselNo. B也 g Carbon 613C,DB 1℃age EXpected
temperatureぐC) extracted(%) (‰) (BP) age

NUTA2-3945 Organicclay(HN-4) (pitNo.54) 850 2.39 -24.81±0.004 23,894±114 24,000-25,000BP

NUTA2-3946 Orgardcclay(HN-4) (pitNo.54) 400 0,29 -24.05j=0.002 23,171±109 24,α)0-25,000BP

NUTA2-3948 Organicclay(llN-4) (pitNo.54) 450 0.37 -24.11±0.004 23,437±108 24,α)0-25,α)OBP

NUTA2-3949 Earthenvessel(MiddlepaltOfA) p辻No.39-92 850 0.26 -26.09±0.003 12,194±63 24,000-40,α)OBP

PLD-1657 EaJthenvessel(MiddlepartofB) pitNo.10-23 850 0.30 -32.04±0.95(AMS) 18,850±100 24,000-40,000BP

表2.S字状口縁台付聾の付着煤類のAMS年代測定結果

TABLE2.AMSDatingoftheS-typeHahware(Sootandfoodremains?)

LabNo. Material VesselNo. Bum g Carbon 613cFDB 14cage Cdibrated EXpected
temperatureぐC) eAracted(%) (‰) GTBP) age age

NUTA2-3950 Soot(qolnthesur免ceofearthenvesselD) pitNo.12-10 850 63.20 -26.41±0.004 1,775±46 CalAD245CalAD215-340(94.5%)CalADl30-360(97.6%) AD300-400

rm A2-3951 Soot(&omthesurBceofearthenvesselE) pitNo21-22 850 65.α) -26,29±0.003 1,751±46 CalAD260,285,300,320CalAD240-345(94.鴫)CalAD210-405(93.3%) AD300-400

NUTA2-3952 Soot(&omthesurBceofearthenvesselF) pitNo.41-53 850 61.70 -26.咲)±0.007 1,776±45 CalAD245CalAD215-335(94.5%)CalAD130-360(97.7%) AD300-400

NUTA2-3953 Soot(&omthesurfhceofearthenvesselG) pitNo.56.57.59-づ 850 59.50 -26.14±0.004 1,695±45 CalAD355,370,380CalAD26〔ト280(18.6%)325-410(81.4%)CalAD240-430(10鴫) AD3∝ト400
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Abstract.

WedatedakindofpotterycalledS-typeHajiware(S･jijou-kouen-daituki-kame),footedpotwithS･

shapedsectionontherim.WetrytodeterminetheoriginofclaybydatingofmiddlepartofS･typeHaji

Ware.

TheHajiwareislowfiredbrownpotterymadeinKofunperiod(AD.300lAD.700)andthistypeof

footedpotwasatypicalitemoftheTokaidistrict(centralJapan).WedatedtheS･typeHajiwareFig.2),

示hichwasexcavatedfromtheclaypitinHashienakajukusitePashie,Isesaki,GunmaPrefecture).

About66claypitswasinvestigatedinthisarea,sizeoftheseclaypitsareabout2xl.5manddepthare

about2･2.5m,pitssectionpresentsaU-shapedandabag･shaped.FromthesectionobseⅣationofthe

pitsitseemsthattheclayforthepotterywascollectedfromtheblackanddark･brownorganicclaylayer

underAira･Tnvolcanicashlayer(AT)toHaruna-Hatsusakitephralayer(Hr-HP).

ManyS･typeHajiwarewascollectedfromclaypitsandthecharacteristicsofthepotterymaterial

identi五edwithcharacteristicsoftheclayfromthesepits.Soitwasestimatedthatclayfromtheseclay

pitswasusedforproductionoftheS･tweHajiware.ArchaeologicalexpecteddateoftheseS-typeHaji

wareareAD.300-AD.400.

TheclaydatingresultsagreewithexpecteddatebutblackmiddlepartofS･typeHajiwaregivesa

youngerdate,showingthatoldcarbonfromclayincludedyoungercarbonfromtemper.

Theattached sootdatingresults(oftheS-typeHajiwareno.D,no.E,nor,no.G)agreewith

archaeologicalexpecteddate.ButblackinnerpartofS･typeHajiware(no.C)givesanolderdate,

showingthatyoungercarbonwascontaminatedwitholdercarbonfromS･typeHajiware.

ThisstudyshowsthattheseS-typeHajiwaremadefromoldclayandtephramaterials(fromthese

pit),maybeincludedtheorga山ctemper.
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