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第 1節 調査資料の整理・研究

1.調査資料の整理

2003年度において調査資料の整理で中心となったのは、津島岡大遺弥第15次調査 と第17・ 22次調査、そして第

27次調査の資料である。いずれも、特に縄文時代後期の遺構 ,遺物が注目された調査地点である。

津島岡大遺跡第15次調査では、生業に関する遺構として貯蔵穴から水田への推移を、縄文時代後期から弥生時

代前期に向けて提えることができた。その中で河道部と微高地上の土地利用状況や変化を分析できた点は大きな

成果である。第27次調査では、縄文時代後期における微高地上の利用状況を確認 し、その中で、炉の存在に注目

した分析を行つた。

遺物面では、こうした 4地点の調査からは縄文時代後期前半を中心とした遺物が豊富に出土 しており、中期末

～中津式、あるいは福田K2式 などの土器編年を考える上で、貴重な資料を提供することとなった。

以上の分析・整理作業の結果を受けて、2003年度に刊行 した発掘調査報告書は、『津島岡大遺跡13」 と F津島

岡大遺跡 14』 である。年度前半期に刊行 した前者は、2001～ 2002年度に発掘調査を実施 した津島岡大遺跡第27次

調査の報告書であり、縄文時代後期の炉の形態と機能についての考察を行った。年度末に刊行 した後者は、1995

～1996年度に調査 した津島岡大第15次調査の報告書であり、縄文時代の貯蔵穴と弥生時代の水田に注目した考察

と出土地点別の石器組成から土地不1用 を考えた考察を掲載 した。いずれも、縄文時代の集落遺跡をして、遺構・

遺物ともに良好な資料を報告することができた。

自然科学的分析では、鉄津類 (津島岡大遺跡第10次調査・第19次調査出土)の成分分析 と棒火矢 (同遺跡第12

次調査出土)に使用された火薬の成分分析を行つた。鉄津に関しては川鉄テクノリサーチ株式会社に伝頼 し、棒

火矢の火薬に関しては、岡山大学理学部地球科学科松田敏彦助教授にご助力頂いた。その他に、津島岡大遺跡に

おいて弥生時代早期～前期の鍵層 となっている「黒色土Jの形成原因を解明する試みとして、土壌分析を行い、

岡山理科大学の白石純氏にご協力頂いた。それぞれの分析結果については、次項で報告 している。  (山 本 )

調査資料の分析

(1)津島岡大遺跡 (第 10次・第19次調査)出土鉄滓類の分析

津島岡大遺跡第10次調査 (保健管理センター新営予定地)お よび第19次調査 (コ ラボレーションセンター新営

予定地)か ら出土していた鉄津について、自然科学的分析を川鉄テクノリサーチ株式会社に依頼して実施した結

果、「古墳時代後期においては、津島10次・19次調査地点周辺で、鍛冶等に関連する作業が行われた」という想

定を補強するデータを得た。分析結果は、以下に報告する。なお、両調査に関する発掘調査報告書は、『津島岡

大遺跡11』
(D・

F津島岡大遺跡12』
②として2002年度に発刊されている。

註 (1)山本悦世 岩崎志保2003『津島岡大遺跡■』岡山大学構内遺跡発掘調査報告第16冊  岡山大学埋蔵文化財調査研究センター

(2)野崎貴博2003『津島岡大遺跡12』 岡山大学構内遺跡発掘調査報告第17冊 岡山大学埋蔵文化財調査研究センター
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津島岡大遺跡から出土 した製鉄関連遺物の自然科学的分析

川鉄テクノリサーチ株式会社

tよ じめに

調査の観点 として、鉄津の製鉄原料の推定、製鉄工程上の位置づけ、観察上の特記事項などを中心に調査 し
た。その結果について報告する。

調査項 目および試験・観察方法

(1)調査項目

調査資料の記号、出土遺構・注記および調査項目を表10に示す。

(2)調査方法

i)重量計測、外観観察および金属探知調査

資料重量の計量は電子天秤を使用 して行い、少数点 2位以下で四捨五入 した。各種試験用試料を採取する前
に、資料の外観をmm単位まであるスケールを同時に写 し込みで撮影 した。資料の出上位置や資料の種別等は
提供された資料に準拠 した。

着磁力調査については、直径30mmの リング状フェライ ト磁石を使用し、感応検査により「強・補強・中・補
弱・弱Jの 5ラ ンクで、個別調査結果 を表示 した。遺物 内の残存金属の有無 を金属探 知機 (MC i metal
checker)を 用いて調査 した。

�)化学成分分析

化学成分分析は鉄鋼に関する」IS分析法に準 じて行つている。
・ 全鉄 (T Fe):三塩化チタン遠元一ニクロム酸カリウム滴定法。
。金属鉄 (M Fe):臭 素メタノール分解―EDTA滴定法。

・ 酸化第一鉄 (FeO):ニクロム酸カリウム滴定法。
・ 酸化第二鉄 (Fe203):計算。  ・ 化合水 (CW):カ ールフィッシャー法。
・ 炭素 (C):燃焼―赤外線吸収法。
・ ライム (CaO)、 酸化マグネシウム (MgO)、 酸化マンガン (MnO)、 酸化ナ トリウム (Naッ 0)、 イオウ (S)、

珪素 (Si)、 マンガン (Mn)、 リン (P)、 銅 (Cu)、 ニッケル (Ni)、 クロム (Cr)、 アルミニウム (Al)、 バナ
ジウム (V)、 チタン (Ti)i ICP発光分光分析法。

・ シ リカ (Si02)、 アル ミナ (Alz03)、 酸化 カジレシウム (CaO)、 酸化マ グネシウム (MgO)、 酸化 チ タ ン

(Ti02)、 酸化リン (P205)、 酸化カリウム (K20):ガ ラスビー ド蛍光X線分析法。
但 しCao、 MgO、 MnOは含有量に応 じて ICP分析法またはガラスビー ド蛍光X線分析法を選択。

。カルシウム (Ca)、 マグネシウム (Mg)、 酸化ナ トリウム (Na20):原 子吸光法。
なお、鉄淳中成分は、18成分 (全鉄 T Fe、 金属鉄 M Fe、 酸化第一鉄 FeO、 酸化第二鉄 Fe203、 シリカ

Si02、 アルミナ A1203、 ライム CaO、 マグネシア MgO、 酸化ナ トリウム NttO、 酸化カリウム K20、 酸化チタン
Ti02、 酸化マンガンMnO、 酸化 リンP205、 化合水 C W、 炭素 C、 ヴァナジウム V、 銅 Cu、 コバル トCO)を
化学分析 している。

鉄器中成分の化学分析は、13成分 (炭素 C、 シリコン Si、 マンガンMn、 リン P、 イオウ S、 銅 Cu、 ニッケル
Ni、 コバル トCO、 アルミニウム Al、 ヴァナジウム V、 チタン Ti、 カルシウム Ca、 マグネシウム Mg)を 化学
分析 している。

�)顕微鏡組織写真

資料の一部を切 り出し樹脂に埋め込み、細かい研磨剤などで研磨 (鏡面仕上げ)す る。金属鉄はナイタール

(5%硝酸アルコール液)で腐食後、顕微鏡で観察 しながら代表的な断面組織を拡大 して写真撮影 し、顕微鏡組
織および介在物 (不純物、非金属鉱物)の存在状態等から製鉄・鍛冶工程の加工状況や材質を判断する。原則と
して100倍および400倍で撮影を行う。必要に応 じて実体顕微鏡 (5倍～20倍)に よる観察もする。
�)X線回析測定

試料を粉砕 して板状に成形 し、X線 を照射すると、試料に含まれている化合物の結晶の種類に応 じて、それぞ
れに固有な反射 (回析)さ れた特性 X線が検出されることを利用 して、試料中の未知の化合物を観察・同定する
ことができる。多 くの種類の結晶についての標準データが整備されており、ほとんどの化合物が同定される。
測定装置 理学電気株式会社製 ロータフレックス (RU-300型 )

測定条件
①  使用X線 Cu―Kα (波長=1.図178A)
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②  Kβ 線の除去

③  管電圧・管電流

④  スキャニング・スピード

⑤  サンプリング・インターバル

⑥  DSス リット

⑦  RSス リット

③  SSス リッ ト

③  検出器

グラフアイト単結晶モノクロメーター

55kヽ/・ 250よ狂a

4.0° /min
O.020°

1°

0.15mm
l°

シンチ レーシ ョン・カウンター

v)胎土・耐火材遺物の耐火度試験および耐火度推定

耐火物及び耐火物原料の耐火度試験は、」IS R 2204(耐 火物及び耐火物原料の耐火度試験方法)及 び JIS R 8101

(耐火度試験用標準コーン)に準拠 して測定する。

遺物資料を粉砕 (180μmの舗通過)し 、規定 (量的に少量であるから寸法は第 2種の小型 :幅 7mm、 高さ27

mm)の ゼーゲルコーンを成型する。このゼーゲルコーンを傾斜80° で受台に装着 し、毎分 5℃で加熱する。
コーンの先端が曲が り始め、受台に接触 したときの温度を溶倒温度とする。

これまでの耐火度の測定結果と胎土の化学成分の分析結果を146資料について整理 した。

耐火度 y(ゼーゲルコーン溶倒温度、℃)と 胎土の化学組成因子 fxと の関係について、次を得ている。すな
わち、y=110。 98 �+927.82

ここで、�=(25.8A1203+5.2Si02)/(146MgO+448MnO+78.6CaO+12.5T Fe+10.4Ti02)

調査結果および考察

分析調査結果を図表にまとめて42～ 44頁 に示す。表10に調査資料と調査項目をまとめた。表中の○印が調査実

施項目を示す。表11は鉄津の化学成分分析結果、表12は胎土の化学成分分析結果と耐火度の計算値ならびに表13

は鉄津資料のX線回析鉱物・顕微鏡組織をそれぞれ示す。

化学成分分析、顕微鏡観察およびX線回析の結果等を考慮 し、考察する。各資料について、タイ トル :資料番

号、資料種別 (括弧内は推定された製造工程 )、 着磁力、MC(金属探知機判別)を 一行で示す。そ して、各資

料の調査項目、すなわち、外観観察、顕微鏡組織観察、X線回析測定、化学成分分析および SEM観祭の調査結
果をまとめ、考察する。各資料の最 も確からしい推定結果を最後にまとめる。以下、資料番号順に述べる。

(資料 No.1〉 輔羽回、着磁力 :無、MCi無
外観 :外観写真を42頁図39に 示す。総重量は81.6g、 長さ68mm× 幅55mm×厚 さ22mm。 先端に灰色の発泡 し

た溶融津が付着 している羽口片で、遺存部分から推定すると外径70mm、 内径25mm程度か。着磁力は先端付着
津部でわずかに感応する。内側の胎土はやや濃い肌色で白色・褐色の砂礫が混入し功 (ス サ)と 思われる植物繊

維痕も見える。灰色の土と表皮側の熱影響部を避けて試料採取する。

耐火度 :胎土の耐火度 yを 化学成分因子 fxか ら推定 した計算結果 を表12に 示す。耐火度は1,420℃ (� =
4,33)と 得られ、図43に プロットした。耐火度の測定結果は1,405℃ と得 られた。既往の値 と比較 して、本資料
の耐火度は羽口として通常の温度である。

化学成分 :胎土の化学成分分析の結果を表12に 示す。シリカ (Si02)、 アルミナ (A1203)を 主成分 (87.2%)
とするムライト (Mullite i 3 A1203・ 2 Si02)系耐火材で、酸化鉄 (2.8%Fe203)と アルカリ成分 (K20+Na20=
3.5%)を 含んでいる。原料には、通常の木節系粘土に、シリカ成分の高い陶石系または長石系の胎土原料を配
合し焼成 したもの、と推察される。

したがつて、本資料は、製鉄用羽日の上質粘土材で、使用には十分耐えた羽口胎土と推定される。

(資料 No.2)鉄淳 (鍛冶津 (含鉄銹化物 ))、 着磁力 :強、MCi無
外観 :外観写真を42頁 に示す。総重量は19.5g、 長さ29mm× 幅26mm×厚さ20mm。 全体が橙色の水酸化鉄 と

上の酸化鉄瘤に覆われた小型資料。銹化鉄塊系遺物か。銹化瘤を避けて切断し、試料採取する。銹化鉄児か鉄淳
か切つてみないとわからないが、着磁力が強いため残存金属鉄の小片でも見つかるとよいが。試料調整時に残存
金属は見られなかった。

顕微鏡組織 :ミ クロ組織写真を43頁 に示す。No.2-1、 No.2-2と も、写真全体に白く霞がかかったよう
に見える。オキシ水酸化鉄 (安定なゲーサイ ト)が存在すると推察される。写真 No.2-1は 、オキシ水酸化鉄
で、本来は自色繭玉状ウスタイ トと金属鉄が共存 していたと推察される。写真 No.2-1は 、金属鉄 と炉壁材が

接 した資料で、金属鉄は完全に銹化 し、オキシ水酸化鉄 (ゲーサイト)に なっていると推察される。なお、着磁
力が強で、MC反応が無の資料は、金属鉄が存在 しないで、マグネタイ ト (Magnetite i Fe304)が 存在すること
を示す。 (参考 :鉄 さびの経年過程を参照 )

X線回析 :回析結果を表13に示す。マグネタイト、ゲーサイト、ウスタイトとヘマタイ トが同定された。酸化
鉄 。水酸化鉄の鉱物である。

化学成分 :化学成分分析の結果を表11に 示す。全鉄 (T Fe)54.5%に対 して、酸化第一鉄 (ウ スタイ ト :
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FeO)は 16.6%、 酸化第二鉄 (ヘ マ タイ トi Fe203)は 59.2%で 、Fe203と FeOの 比率 は、78:22で 、シリカ

(Sttica i si02)12%で は平衡状態図 (参考 :鉄津の平衡状態図を参照)の マグネタイ トとヘマタイ トの境界領
域に近 く、金属鉄は完全に銹化 していると推察される。また、化合水を4.7%含 むことからも金属鉄が銹化 し、
オキシ水酸化鉄 (ゲーサイト)を生成 していると推察される。

津化 (溶融ガラス化)成分の指標 となる造津成分 (Si02+AL03+CaO ttMgO ttNaヮ OttK20)は 16%で ある。

砂鉄原料に含まれていたと考えられる二酸化チタン (Titanium dioxide i Ti02)は 0。 2%と 低 く、バナジウム

(Vanadium i V)0.002%と 低い。鉱石に含有する成分の一つである銅 (Copper i cu)は 0.001%と 少ない。酸
化マンガン (MnO)含有量は、砂鉄系に含まれる値よりも、 5～ 10倍高い。

本資料の製造工程の位置づけとして、これまでの化学成分分析の結果 (データ)を整理 し、図40～ 42に 示す。
図40・ 41で は鍛冶津を、図42で は、MnO/Ti02比 とTi02/T Fe比の関係から鉱石系鉄津を示 している。金属組

織から金属鉄は完全に銹化 し、顕微鏡組織を消失 しているが、鉱石系の精錬鍛冶滓または鍛錬鍛冶津の金属鉄が

含まれていた、と推察される。

以上の結果を総合すると、本資料は、①鍛冶滓 (含鉄銹化物)で、②鉄源には鉄鉱石を使用 した可能性が高
い、と推定される。

(資料 No.3〉 鉄津 (鉄鉱石系精錬鍛冶淳)、 着磁力 :強、MCi無
外観 :外観写真を42頁 に示す。総重量は19.5g、 長さ56mm× 幅47mm×厚さ29mm。 3面 に割欠面を有し、 2

片に割れたものを接着してある資料。破面からは黒色発泡粗愁な淳の様相を呈する。表面には灰色の土が固着し
ているが、剥がれた部分からは緻密な黒い鉄津が確認できる。表度の土は除去して試料採取する。
顕微鏡組織 :ミ クロ組織写真 を43頁 に示す。写真 No.3-1の 前面に白色繭玉状・樹枝状のウスタイ ト

(Wustite:FeO)と 写真の背面にファイヤライト (Fayalite i 2 FeO・ Si02)が観察される。写真No.3-2も
ウスタイトと多量のファイヤライトが観察される。
X線回析 :回析結果を表13に まとめた。ウスタイト (Wustite:FeO)、 マグネタイト (Magnetite i Fes01)が

同定された。

化学成分 :化学成分分析の結果を表11に示す。全鉄51.7%に対して、ウスタイトは49%、 ヘマタイトは19,2%
で、Fe209と FeOの比率は、28:72で、シリカ14%で、平衡状態図のウスタイトの領域にあり、還元反応が進行
していたと推察される。酸化マンガン (MnO)含有量が、砂鉄系に含まれる値よりも、約10倍高い。
津化成分の指標となる造津成分は29%で 、砂鉄原料に含まれていたと考えられる二酸化チタン0,17%で 、バナ

ジウム0.006%、 銅0.001%と 少ない。本資料の製造工程の位置づけとして、図40～ 42に 、分類を示す。本資料
は、図40,41に おいて、砂鉄系か鉱石系か判断が難しいが、鍛冶津に近い。図42で は、鉱石系製錬津のグループ
に属している。したがって、製錬の後期から精錬の中期の工程で生成した鉄津で、金属鉄が生成する段階にあっ
たと推察される。
以上の結果を総合すると、本資料は、①精錬鍛冶津で、②鉄源には鉄鉱石を使用した可能性が高い、と推定さ

れる。

(資料 No.4)鉄津 (炉壁付着津 )、 着磁力 :弱 、MC:征
外観 :外観写真を42買 に示す。総重量は364.9g、 長さ128mm× 幅62mm×厚 さ60mm。 全体が灰褐色と黒色の

まだら模様で、牡蠣状の大きな資料。ガラス質で一方に炉壁材と思われる変色部分があり、炉壁溶融部か炉壁付

着津であろう。中央の黒灰色の瘤状になった部分から試料採取する。

顕微鏡組織 :ミ クロ組織写真を43頁 に示す。写真 No.4-1の前面に軟化溶融 した胎土成分中に気泡が観察さ
れる。写真 No.4-2にはやや赤色を呈するガラス質津が観察される。したがって、炉壁材が軟化したガラス質
津と推察される。

X線回析 :回析結果を表13に示す。シリカ (Quart2:Si02)と クリス トバライ ト (Cristobalite i Si02)の みが

同定された。胎土成分がガラス化 しているため、回析されない。

化学成分 :化学成分分析の結果を表11に示す。全鉄3.8% に対 して、ウスタイ トは0.6%、 ヘマタイトは4.4%
で、Fe203と FeOの比率は、87:13で、シリカ73%で 、平衡状態図のクリス トバライ トの領域にあ り、胎土成分
と推察される。

津化成分の指標となる造津成分は93%で 、砂鉄原料に含まれていたと考えられる二酸化チタン0.6%で、バナ
ジウム0.005%、 銅0.001%と 少ない。本資料の製造工程の位置づけとして、図40・ 41に、分類を示す。本資料
は、図40・ 41に おいて、炉壁付着津のグループに属 している。
以上の結果を総合すると、本資料は、①炉壁付着淳、と推定される。

(資料 No.5)鉄淳 (鉄鉱石系製錬津)、 着磁力 :弱 、MCi無
外観 :外観写真を42頁 に示す。総重量は182.8g、 長さ77mm× 幅44mm× 厚 さ40mm。 害1欠面は 2つ。ごろり

とした礫状資料。発泡 した凹凸のある面には、灰茶色の土砂が凹部に詰まっている。平坦な一面には石英質の砂

礫や長さ5mm、 幅 3mm程 度の白い石灰質状のものもある。小魚の骨ででもあろうか。試料採取は付着土砂や
埋没砂礫を除去 して行う。

顕微鏡組織 :ミ クロ組織写真を43頁 に示す。写真 No.5-1の 前面に僅かに白色繭玉状・樹枝状のウスタイト
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および写真の背面には多角形がやや変形 したファイヤライ ト観察される。写真 No.5-2に も大きなファイヤラ

イトが観察される。

X線回析 :回析結果を表13に示す。ファイアヤライトとウスタイ トが同定された。

化学成分 :化学成分分析の結果を表11に示す。全鉄43%に 対 して、ウスタイトはM%、 ヘマタイ トは2%で、

Fe203と FeOの比率は、 4:96で、シリカ28%で 、平衡状態図のファイアヤライトの領域にあり、遠元反応は僅

かに進行 していたと推察される。

淳化成分の指標となる造淳成分は40%で、砂鉄原料に含まれていたと考えられる二酸化チタン0。 27%で 、バナ

ジウム0.002%、 銅0.001%と 少ない。酸化マンガン (MnO)含有量が、砂鉄系に含まれる値 よりも、10～ 20倍

高い。

本資料の製造工程の位置づけとして、図40～ 421こ 分類を示す。本資料は、図40・ 41において、鉱石系製錬淳ま

たは砂鉄系鍛冶滓に属 している。図42において、鉱石系製錬津に属 している。顕微鏡組織では、フアイヤライト

が主成分であり、酸化マンガン含有量が高いので、鉱石系製錬津と推察される。

以上の結果を総合すると、本資料は、①製錬淳で、②鉄源には鉄鉱石を使用 した可能性が高い、と推定 され

る。

(資料 No.6)鉄津 (鉄鉱石系製錬滓 )、 着磁力 :補強、MCi無
外観 :外観写真 を42頁 に示す。総重量は193.Og、 長さ78mm× 幅50mm×厚 さ45mm。 割欠面は 2つ。全体に

滑らかな凹凸があり、赤橙色の水酸化鉄が凹部に詰まっている。下部には径 8mm程 度の白色鉱物が埋没 してい

る。裏は平らで細かな発泡痕がある。試料採取は付着土砂や埋没砂礫を除去 して行う。

顕微鏡組織 :ミ クロ組織写真を43頁 に示す。写真 No.6-1の全面にやや尖つた多角形のフアイヤライトと僅

かにウスタイ トが観察される。写真 No.6-2に は、No.6-1の多角形が崩れた短冊状のフアイヤライ トが観

察される。製錬岸にみられる組織である。

X線回析 :回析結果を表13に示す。ファイヤライ ト、ウスタイトとマグネタイ トが同定された。

化学成分 :化学成分分析の結果を表11に示す。全鉄43%に 対 して、ウスタイ トは51%、 ヘマタイ トは4%で、

Fe203と FeOの比率は、 8:92で、シリカ30%で 、平衡状態図のファイヤライ トの領域にあり、還元反応は僅か

に進行 していたと推察される。

岸化成分の指標となる造津成分は42%で、砂鉄原料に含まれていたと考えられる二酸化チタン0。 39%で 、バナ

ジウム0.006%、 銅0.005%と 少ない。酸化マンガン (MnO)含有量が、砂鉄系に含まれる値 よりも、約10倍高
い。

本資料の製造工程の位置づけとして、図40～ 42に 分類を示す。本資料は、図40・ 41に おいて、鉱石系製錬津ま
たは砂鉄系鍛冶淳に属している。図421こ おいて、鉱石系製錬淳に属している。顕微鏡組織ではファイヤライトが
主成分であり、酸化マンガン含有量が高いので、鉱石系製錬淳と推察される。
以上の結果を総合すると、本資料は、①製錬淳で、②鉄源には鉄鉱石を使用した可能性が高い、と推定され

る。

まとめ

各資料の調査結果および考察結果を以上に述べた。それらの結果を以下にまとめる。

調査資料は、輔羽日片と鉄岸から構成されている。

(1)資 料 No.1の 羽 口片 は、シ リカ (Si02)、 ア ル ミナ (A1203)を 主 成 分 (87.2%)と す る ム ラ イ ト

(Mulite i 3 A1203・ 2 Si02)系 耐火材で、やや上質胎土と推察される。耐火度は、測定では1,405℃ と計算

では1,420℃ と得られ、通常製鉄用羽口材 として使用には十分耐えた羽口胎土と推定される。

(2)資料 No.2は 、金属鉄が完全に銹化 したオキシ水酸化鉄 (銹化鉄)と 鍛冶淳が共存 している。鉄源は、酸

化マンガン含有量が高いので、鉄鉱石を使用 した可能性が高い、と推定される。

(3

(4

資料 No.3は 、精錬鍛冶滓で、鉄源には鉄鉱石を使用 した可能性が高い、と推定される。

資料 No.4は 、造津成分が93%で 、炉壁付着岸、と推定される。

(5)資料 No.5と 資料 No.6は 、製錬滓で、酸化マンガン含有量が高いので、鉄源には鉄鉱石を使用 した可

能性が高い、と推定される。

【付記〕試料 NO.4の弥生時代後期の「炉壁付着津」については、溝からの出土という点と時期的な問題を鑑
みて、慎重に検討することとしたい。

(岩崎)
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註(1)資料番号・記号、資料種別
等は、埋蔵文化財調査研究セ
ンターの記載資料による。

(2)○ は、観察・測定調査の実

施項目を示す。
(3)MC反 応 と は、メ タ ル

チェッカー (金属探知機)に
よる残存金属の有無を示す。

く附記〉

No.1 図102-1
2 図102-M5
3 図102-M4
4 図104、 図版21-1
5 表 3中 「椀形窪J

6 表 3中 「製線法か ?」

表10 調査資料と調査項目 (津島岡大遺跡出土資料)

資
料
Ｎ。

出土 地 点  層 ・遺 構
料
別

資
種 重量 g

着
　
磁
　
力

Ｍ

Ｃ

反

応

外

観

写

真

化

学

成

分

組

織

写

真

Ｘ

線

回

析

耐
　
火
　
度

1 津島岡大10次  7層上半 輔羽口 81.6 征
【

鉦
ヽ

○ ○ ○

2 津島岡大10次  竪穴住居 2

古墳時代後期 鉄津 19.5 強 鉦 ○ ○ ○ ○

3
津島岡大10次  7層下半
図102-M4 鉄淳 84.7 強 鉦 ○ ○ ○ ○

4
津島岡大19次  10層 溝13

弥生時代後期 製錬淳 征 ○ ○ ○ ○

5 津島岡大19次  9層 溝46・ 49
古墳時代後期

製錬津 182 8 え白昂∃ 征 ○ ○ ○ ○

6
津島岡大19次  9層 溝47
古墳時代後期 製錬淳 193.0 冶 強 径 ○ ○ ○ ○

表悧 津島岡大遺跡出土鉄滓の化学成分分析結果 (%)

資料No T Fe M Fe FeO Fe203 Si02 A1203 CaO MgO NaゼO KゼO
|ヒヨ岳 (%)

Fe203 FeO
2 54.5 0.19 59,2 1 67 0。 12 0.12 0.24 21.9

3 51.7 0.17 49,0 13.7 2.16 1.27 0.18 0,85 28.2 71.8

4 3.77 0.19 44 72.6 1,95 1.25 3.16 87.3

5 0.22 53.6 28.2 4.97 4.29 1.55 0.38 0.82

6 42.8 0.11 51.1 30.0 4.30 0.80 0,22 7.7 92.3

資料No Ti02 MnO P205 Co CヽAr C V Cu Ti02/T Fe MnO/TiO? 造津成分

2 0.18 0.30 0.181 0.014 4.66 0.77 0 002 0,001 0.003 1.667

3 0,17 0.71 0.714 0.030 0.89 0.03 0 001 0.001 0.003 4.176 29.2

4 0.65 0.17 0 192 0.001 0.93 0.02 0.005 0.001 0.172 0.262 93 3

5 0.27 1.20 0 205 0.010 0.03 0.002 0.004 0 006 4.444 40.2

6 0.39 0.54 0 203 0.021 0.03 0,006 0.005 0.009 1,385

CW=化 合水、造津成分=Si02+A1203+CaO tt MgO ttNa20+K20

表12 胎上の化学成分分析結果 (%)と 耐火度測定結果 (℃ )

Ig10ss I Ignition toss(1000℃ 加熟減量 )

y(耐火度 (ゼーグルコーン溶倒温度 y)試験法 :」IS R 22能 (耐火物及び耐火物原料の
耐火度試験方法)お よび」IS R 8101(耐火度試験用標準コーン)に準拠 して測定。
y=118fx+912   (粘土遣物未帰属)(化学成分因子 tx<7.0)

ここで、
微=(25,8A120B+5.2Si02)/(146MgO+448MnO+78.6CaO+12.5T Fe+10.4Ti02)

表13 鉄滓資料の X線回折鉱物・顕微鏡組織と製造工程の分類

No T Fe FeO Fe303 CヽV SiOを A1203 CaO MgO
1 2.34 0,46 2.83 2.40 72.0 15.2 0,46

No Ti02 MnO Na20 KヮO C Igloss
耐火度 y(℃ )

f(x) y(計算) y(測定)

1 0.67 0.04 1.15 1.97 0.17 2 70 4.33 1,420 1,405

資料No 資料の種別 X線 回析鉱物 製造工程の分類 出土遺構記号

2 鉄 淳 M、 Co、 おヽ「、 H 鍛冶津 (含鉄銹化物) 津島岡大10次  竪穴住居 2

3 鉄 淳 、Ar、    lvI 鉄鉱石系精錬鍛冶淳 津島岡大10次  7層下半 図102-M4
4 製錬淳 S 炉壁付着津 津島岡大19次 10層  溝13

5 製錬淳 F、  W 鉄鉱石系製錬淳 津島岡大19次  9層 溝46・ 49

6 製錬淳 F、 W、 l�l 鉄鉱石系製錬津 津島岡大19次  9層 溝47
ト

ト

ラ

ガ

ガ

付

ス

マ

ア

ψ

ヘ

フ

Ｗ

Ｈ
Ｆ

1塁罵士迅 決)YG:蚤祭と争弁ヽ i晋礎謝駐よ許路も溜デ、
イト :Fayalite― Fe2Si01)、  S(シ リカ :Quartz― Si02)

鉱物記号
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(2)棒火矢の火薬成分分析

津島岡大遺跡第12次調査で出土 した近世の棒火矢°)に ついて使用された火薬の成分分析を試みた。事前に火薬

専門機関等数力所に問い合わせたところ、通常江戸時代のものであれば「黒色火薬Jであろうとの予測を得 られ

た。黒色火薬の成分は硝酸カリウム・硫黄・木炭の 3種であり、分析の結果、カリウムと硫黄が検出されれば、

黒色火薬であると確定できるということである。

そこで2003年 7月 に、理学部地球科学科松田敏彦助教授に実物を見て頂いたうえで、サンプルを採取 し、X線

回析装置による分析を実施 して頂いた。

その結果、期待された成分は得られなかった。その要因として、発掘後長時間が経過 していること、保存処理

を経ていることことから、カリウム・硫黄ともにすでに溶け出してしまったものと考えられる。出土直後に周辺

土壌も一緒に取 り上げたうえで、分析することができれば、あるいは良い結果が得られたものと思われる。

今回の成分分析では期待 された成果ではなかったものの、今後の調査・研究に活用される貴重な点が得 られ

た。                                             (岩 崎 )

註 (1)山本悦世・岩崎志保2003F津 島岡大遺跡11』 岡山大学構内遺跡発掘調査報告第16冊

(3)津島岡大遺跡第28次調査土壌分析

津島岡大遺跡第28次調査 (自 然科学系総合研究棟新営予定地)は
)に おいて、主に「黒色土」層の成因を探るこ

とを目的として、土壌の成分分析を実施 した。実施にあたっては白石純氏 (岡 山理科大学自然科学研究所)の御

協力・御教示を得た。

分析試料 :津島岡大遺跡第28次調査共同溝地点の北壁及び東壁より、縄文時代後期～近世まで 9枚の土層につい

て、各 5点ずつ土壌のサンプリングを行った。

分析結果 :表14に土壌の分析値を示 している。各土層からは、合計 5点の上壌をサンプリングし、その平均値を

表に掲載 した。なお、東壁土壌 もほぼ同じ結果となったため、ここでは省略 している。

①各土層で比較すると、10元素のうち Fe元素にのみ差がみられた。

②Fe量は6層 (明黄褐色砂質層)に最も多く含まれ、ついで1l a層 (黒褐色粘質=「黒色土J)に多く含まれて

いた。このことから、Feの量が土層の色調に反映していることは、十分予測される。また、その他の元素に

は、顕著な差がみられず、分析値からはこれ以上の検討はできない。

③土壌のpH値を調べた。すると、5層 までの上層では微アルカリであったが、 6・ 11・ 12層 では中性で、13層

では微アルカリであった。

まとめ :こ の結果を受けて、以下の 2点 についての検討を行った。

表14 土壌サンプリング分析値 (%)

層 位 土 層 PH値 時期 Si Ti Al Fe hln Ⅲ7生g Ca Na K P

黄褐色砂質土 7.3 近 世 62.51 9。 90 7.87 0.23 2.16 2.00 3

黄褐色砂質土 中世 63.24 1.03 9.63 7.10 0.22 2.18 2.82 4

黄褐色砂質土 7.5 中世 66.14 0.92 8.33 5,76 0.13 2.58 2.18 8

4c 淡責灰色粘質土 中世 64.29 9.53 6.23 2.20 2.87 6

5 淡責灰色粘質土 7.3 古代～中世 63.91 9,70 6.30 0。 13 2.08 3.18 5

6 明黄褐色砂質土 古墳 59.69 9,02 12.19 0.19 2.08 2.38 3

1l a 黒褐色粘質土 弥生前期 61.69 9.26 9.50 0.24 2.06 2.31 2.04 0.18

淡黄褐色砂質土 縄文後期 62.65 9.57 7.96 0.23 2.13 0.22

淡青灰色粘質土 7.2 縄文後期 64.46 0,95 9.46 6.26 2.10 2.78 2.08 0.20
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1.鉄分が多いということは、上層から沈殿 してきたものが、黒色土で止まることにより、その上層に多 く堆積

しているものと考えられる。

2,pH値 について、 6,11・ 12層が中性であることの原因は不明である。 しかし黒色上の周辺の土層のみに認

められることから、黒色上の成因を解明する手がかりになる可能性がある。

今回の分析の結果、依然として、不明な点は多いものの、黒色上の成因を考えるひとつの手がか りとはなっ

(岩崎 )た。今後 も様 々なアプローチを試みることとしたい。

註 (1)忽那敬三2004「津島岡大遣跡第28次調査J『岡山大学埋蔵文化財調査研究センター紀要2002』

ンター

岡山大学埋蔵文化財調査研究セ

表15 保存処理工程表

処 理 回 数 年 月 日 濃 度

第 6期処理 2002/11/12 40%で 開始

2003/4/18 509:ハ＼

2003/5/29 6093ハ＼

2003/8/25 70勁3ハ＼

2003/9/30 8093ハ＼

2003/11/10 90レ3^＼

2004/2/4 95%フ＼

2004/3/31 100%へ上昇中

調査資料の保存処理

木製品の保存処理作業

PEG保 存処理 2002年 度11月 より開始 している第 6期 保存処理

を、今年度 も継続 して実施 した。経過は表15の 通 りである。PEG濃

度を95%か ら100%へ向けて上昇させている途上で、次年度に継続 と

なった。

今回は津島岡大遺跡第19次 ・22次調査および、鹿田遣跡第 7次調査出土木器の処理を行っている。なお今年度

も保存処理の外部委託は行つていない。                             (岩 崎)

第 2節 調査成果の公開 。活用

2003年度は、鹿田遺跡第14次調査において現地説明会ならびに地域の公民館講座の中での説明会を実施 したほ

か、鹿田キャンパスと津島キャンパス両地域において展示会を開催 した。また、博物館学実習あるいは中学生の

職場体験の受け入れなど、学校教育現場との連携 も積極的に行い、調査成果の公開・活用に対 して、様々な形の

取 り組みを行つた。

公開・展示

(1)鹿田遺跡第14次調査現地説明会の

実施

発掘調査における現地説明会は、学内および

一般向けに 1度開催することが常であつたが、

今回は、地域の公民館講座に関わる見学依頼が

あったため、 2回 の説明会を行 うこととなっ

た。 図45 鹿田遺跡第14次調査現地説明会風景
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① 学内・一般向けの説明会 :10月 18日 (土 )

鹿田遺跡第14次調査では、 7月 から発掘調査を開始していたが、終盤にさしかかった10月 に、本地点の調査成

果として中心になる近世～古代末の調査がほぼ終了した段階であったことから、説明会を行うこととした。日程

は、10月 18日 (土)の 14時 ～16時である。調査地点が、新病棟の東隣であったことから、外部からの見学者に加

えて、入院患者や見舞い客など病院関係の方々の姿も少なからず見受けられた (図 45)。 見学者は106名 となり、

2組に分かれての見学となった。

調査現場では、近世の導水施設が設置されたと考えられる溜め池状遺構や中世あるいは古代末に遡る井戸など

が注目された。また、出土した遺物に関しては、新病棟内において開催した鹿田キヤンパス特別展示の中で、そ

の説明を行った。

② 公民館講座に伴う説明会 110月 5日 (土 )『岡山市立御南公民館むかし探検隊』

地域の歴史を学ぶというテーマで一連の講座を開催されている御南公民館から、鹿田遺跡の内容、特に「鹿田

庄」に関しての講演と遺跡見学の依頼があつた。それを受けて日程を調整した結果、10月 5日 (土)の午前中に

同遺跡の説明と歴史的位置づけに関する講演を、続いて午後に遺跡見学を行った。それに加えて、これまで出土

した遺物の中で、特色あるものに直接触れられる簡単な展示を提供し好評を博 した。        (山 本)

修)鹿 田キャンパス特別展示

鹿田遺跡は、岡山大学が埋蔵文化財調査室 (現埋蔵文化財調査研究センターの前身)を設置した1983年から、

本格的な発掘調査が開始されており、2003年 は鹿田遺跡発掘20周年の年にあたる。また、定期的に開催している

展示会は、津島キャンパスでは6回 を数えるのに対して、鹿田キャンパスでの開催は1990年の第 2回 目にあたる

1回 だけで、以来行われていなかった。こうした状況から、現地説明会を契機に、これまでの鹿田遺跡の調査成

果を概観できる「鹿田遺跡発掘20周年特別展示」を併せて計画することとなった。

展示会場は、新たに建設された南病棟エレベーター前のフリースペースを利用 し、期間は2003年 10月 18日

(土)～ 24日 (金)の 7日 間である。会場の利用などには医学部附属病院の協力を得た。初日の18日 は第14次調

査の現地説明会にあわせた展示であり、順次、調査研究員が解説を行った (図 46)。 その内容は、①鹿田遺跡の

位置と概要、②鹿田追跡の林生～古墳時代、③中世の鹿田、④近世の鹿田、の4コ ーナーに分けて遺構の写真や

主だった遺物の展示を行うものとした。遺物に触れてもらうほか、遺構では井戸の土層はぎ取りや模型も加える

ことで、全体に、実物を実感してもらうことを主眼においた。

当日は、200名 を超す見学者があつた。初日の開催時間は14:00～ 16:00の 予定であったが、昼過ぎには、通

りすが りの方を含め、次々と見学者が会場に

来られ、また、終了後も絶えず数名の方が残

る状態であったため、実際は13:00～ 17:00

が開催時間となった。見学者の中には、現地

説明会以上に病院患者さんの姿が目につき、

車いすを利用されている方やパジャマ姿の小

学生などが興味深げに訪れるのが印象的で

あった。

19日 は休日であったが、20日 からは職員の

勤務時間にあわせて、 8:30～ 5:00にパネ

ル展示を継続 した。平日は発掘調査を行つて 図46 鹿田キャンパス特別展示会風景
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いるため、調査研究員は展示に立ち会うことができず、残念なが ら展示ケースの無い状態にある遺物の展示は、

保管上の問題か ら不可能 と判断せ ざるを得なかった。遺物に関 してはパネルを用いることで、少 しで もそれを補

うこととした。会場には解説パンフレットを 1日 に50部程度を置いたが、毎日全て無くなっており、その数から

期間中に370名以上の見学者があつたことが予想される。

今回はいわゆる「出前展示」とでもいうものであった。こうした試みを通常の生活からは隔離されてしまう多

くの方々を抱える病院という場所で行うことができたことは、今までの展示とはまた違う意味で有意義な展示で

あつたと言えよう。                                    (山 本)

(3)第 7回岡山大学キャンパス発掘成果展

概要 i2002年 度以降、年 1回 の定例となっている岡山大学キャンパス発掘成果展を開催した。第 7回 目である。

本年度は、発掘調査の実施と報告書刊行が重複した状況にあり、それに加えて、鹿田キヤンパスでの展示も企画

されたため、限られたスタッフと時間の中で、より効果的な展示方法を模索することが望まれた。その結果、開

催期間は、本学附属図書館による「池田家文庫貴重資料展Jの期間を考え合わせて、2003年 10月 27日 (月 )～ 11

月 1日 (土 )、 会場は埋蔵文化財調査研究センターの収蔵庫 2階展示室周辺となり、昨年度に比べると、期間は

1/2に 短縮し、会場スペースも大幅に限定した状態で行った。見学者は延べ109名 であつた。

内容と成果 iテ ーマは『遺跡の土層を切る !!Jで 、今年の特色は土層に焦点をあてたことにある。発掘調査の

際に、「どのような観察から遺構をとらえるのか」、あるいは「土層と遺物の密接な関係を伝えることJに主眼を

置いた。また、発掘現場の臨場感を出す展示をめざし、現場で撮影したビデオでは、現場の音声をそのまま使用

したほか、津島岡大遺跡・鹿田遺跡で採集した土層のはざ取 りを全体に巡らせるなど、随所に工夫を凝らした。

土層のはざ取 りは、遺跡や時代によって土質が異なることがわかりやすいように並べ、土層と遺物の時期を対応

させた展示を、現代から縄文時代まで各時期ごとにレベルを考えながら行つた。さらに、遺構に関しては、井戸

の断面や炭化米集中土坑の平面でのはぎ取りを展示し、「その掘 り方を考えてもらう」という企画を一つの目玉

に据えた。その他に、チャレンジコーナーとして、昨年度の展示会で好評を博 した「石器を探 してみよう」の

コーナーを再度設けたほか、新たに「土器の時期を当ててみよう」の企画を追加した。

こうした試みが一定の成果を上げたことは、アンケート結果から窺うことができる。展示の中でE「 象に残つた

(司 収準 )

に残つたもの おもしろかった やってみたいこと
21(43%)
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図49 津島キャンパス展示風景

ものあるいはおもしろかった企画について、土層に関連することをあげた人が最も多 く、回答者の61%に のぼっ

ている。第 2番 目は、昨年人気の高かった「石器を探そう」が35%と 根強い人気が示された。遺構のはぎ取 りな

どに関する展示方法をあげる人も22%あ り、目的としたテーマあるいは展示方法の工夫が、見学者に評価された

と考えられる。

一方、実験的に行つた 7時までの夜間開催に関しては、効果ははかばかしいものではなかった。時期的に日没

時間との関係で、 5時以降は暗 くなってしまう点なども問題であったのかもしれない。

広報活動 :広報活動は昨年と同様であるが、その中で、本センターの展示会や発掘調査現地説明会の参加者に対

する案内が効果的であることも、見学者におけるリピーター比率の高さから窺われる。

課題と展望 :見学者合計109名 という数字は、昨年の252名 を大きく下回る。昨年の 1/2に到達 しない数字であ

る。減少の要因としては、期間が10日 間から5日 間と短かつたことや、その期間内に日曜日を含まなかったこと

が大きいことは、日曜日1日 のみで全体の 2割強となる60名 の来場者を得た昨年度の実績から容易に導き出され

る。さらに、今年度の状況を確認 してみると、月曜日～木曜日の平日は10～ 15名程度で推移 し、終了間近となる

金曜日に30名 、土曜日に26名 を数えた (図 47)。 昨年度 と比較すると、平 日の状況は共通 してお り、やはり休 日

開催が効果的であることが再確認されることとなり、今年度の数値は期間からすると妥当といえるのかもしれな

い。

アンケートの回収率を見ると、今年度は49枚で回収率45%であり、昨年の75%と 大きな違いを示す。回収率が

激減した背景には、見学者の満足度に昨年度との違いが現れている可能性があるのではなかろうか。体験型を全

面に出した昨年の展示が強く支持された結果といえるかもしれない。しかし、「楽しかったです」「たびたび展示

会を開いてください」「来年も楽しみにしています」「こんな展示もありなんだなというのがたくさんありまし

た。」「いろいろおもしろい展示があり楽しめました。」という声も得られており、展示方法に一定の評価があつ

たことも確かである。昨年度に比べると、体験の度合いは減少したが、はぎ取 り土層という実物本意の展示から

は、発掘現場の雰囲気を伝えることができたのではなかろうか。

また、「やってみたいことは?Jの問いでは、発掘体験と土器接合が三分する状況を示した。両方をあげた人

は多くはないことから、体験希望者に関しては、現場指向と室内指向に分かれることが浮き彫 りとなったこと

も、アンケートから読み取れた点である。

今回の見学者に占めるリピーター率は39%に のぼっており、継続的な展示会への期待の大きさを示している。

今後も、こうした様々なデータを活用しながら、いろいろな実験的展示方法に取り組み、安易な体験型にとどま
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らず、効果的な展示方法を模索 しつつ、魅力的な展示会を企画・実施することが重要であろう。業務全体の中

で、それぞれのバランスを考慮 しながら、より多 くの期待に応えられるような工夫を考えつつ、今後も内容の濃

い情報発信を継続 していきたい。                               (山 本 )

141 その他の展示・開放

前述の津島・鹿田両キヤンパスにおける展示会、あるいは本センター建物内における常設展示の他に、学内に

おいては、附属図書館内でのパネル展示、そして、岡山大学考古資料展示室における常設展示にも展示コーナー

を設けている。

① 附属図書館内での展示 :11月 4日 ～11月 28日 に展不

例年、年に1回パネル展示を行っている。今回は、津島キヤンパスでの展示会が直前に予定されたため、第 7

回展示の内容と関連した「発掘調査と地層の観察」という題を設定し、発掘調査では、どのような視点で遺構を

確認し、どのような方法で調査するのかを、地層との関係を示しながら解説した。

② 岡山大学考古資料展示室

文学部考古学研究室が録管する資料を中心に、本センターの資料を含めた展示を行っている。常設展示ではあ

るが、見学に際しては希望を受付けた上で随時対応している。大学関係者から一般の方々、さらには各地の高

校・大学の生徒・学生が団体で訪れる場合も多い。 (山本 )

(5)報道機関への公開

新聞紙面への掲載としては、津島岡大遺跡第12次調査 (附属図書館)で出土 した棒火矢、鹿田遺跡第14次調査

(医学部附属病院病棟)で確認 した近世の溜め池状遺構、鹿田遺跡第 7次調査 (医学部基礎棟)で出土 した猿形

木製品があげられる。

棒火矢は幕末頃の砲術に使用する武器であるが、全国的にも、これほど完形に近い状態で出土 した例は無 く、

2002年度に山陽新聞で取 り上げられ、その後、2003年度には読売新聞でも紹介された。鹿田遺跡の溜め池状遺構

は、現地説明会の前に山陽新聞で報告された。鹿田遺跡第 7次調査の猿形木製品は、かつてその希少価値から新

聞報道があつたが、類似資料から使用方法に関する分析が進んだことを受けて山陽新聞が取 り上げた。 (山本 )

2.資料・施設等の利活用

(1)教育機関への支援 (授業等の受け入れ)

① 博物館学実習:8月 1日 ～8日

例年通 り、岡山大学文学部が実施 している学芸員資格取得のための授業 (博物館学実習)の受け入れを行つ

た。期間は、 8月 1日 ～ 8月 8日 のなかで 6日 間である。全体を3グループに分けて、それぞれ 2日 間の受講日

程を組んだ。内容は、埋蔵文化財の取 り扱い方に関する知識を体験できるように設定している。幸いに、同時期

が鹿田遺跡第14次調査の発掘調査中であったことから、第 1日 目は発掘調査、第 2日 目は本センター施設内で出

土遺物の洗浄・注記・接合作業を実施 した。さらに、展示コーナーを利用 して、大学内に広がる構内遺跡の概要

説明とともに遺物の展示状況を見学 し、埋蔵文化財が出土 してから一般に公開されるまでの一連の作業工程を組

み込んだ。その他に、木器の保存処理作業の体験 も一部で行つた。
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② 中学生の職場体験 :11月 19日 ～20日 ・21日 、岡山市立高松中学校 。竜操中学校、生徒計 5名

岡山市内の中学校から、「中学生の職場体験」の受け入れ依頼が 2件あった。 1件 は昨年にも依頼された岡山

市立高松中学校で、もう 1件は、今年度新たに申し入れのあった岡山市立竜操中学校である。担当教論 との打ち

合わせならびに生徒の下見を経た後、職場体験を実施 した。作業内容にあたっては、竜操中学校の教諭から、

「大学研究者の仕事も伝えて欲 しい。」 との希望があったため、通常、よく行われている埋蔵文化財資料に関す

る実務的な体験だけではなく、考古学研究室の協力を得て、研究活動面の実態に触れてもらうことを新たに盛 り

込んだ。

期間は、岡山市立高松中学校の中学 2年生 3名が11月 19日 (水)～ 20日 (木 )、 岡山市立竜操中学校の中学 2

年生 2名が11月 19日 (水)～ 21日 (金)である。内容は、第 1日 目に本センターの施設見学・室内整理作業、第

2日 目に考古学概論受講・文学部の考古学研究室見学・考古資料展示室見学等、そして午後に鹿田遺跡第14次調

査の発掘体験を予定 した。 しかし、第 2日 目の天候が悪い予報が出たため、急返予定を組み替えて以下のような

内容となった。

第 1日 日午前 :本センターの施設見学と概要説明後、室内整理作業を実施。図書整理、施設内の整理・整頓

午後 :鹿田遺跡第14次調査の発掘 (残念ながら、降雨のため短時間の体験 となった。)。 土器注記

第 2日 日午前 :考古学概論受講、文学部考古学研究室見学、考古資料展示室見学・掃除・遺物の展示作業体験、

午後 :出 土土器の洗浄・接合 。注記作業。

第 3日 日午前 (竜操中学生のみ):施設内整理、レポー ト作成

③ 中学生の総合学習

。岡山市立京山中学校生徒見学

(2 調査 。研究への支援

① 資料提供

(一般〉・縄文時代後期土器 (津島岡大遺跡第15・ 17次調査):2件
・ 植物遺体一種子 (津島岡大遺跡):1件

・ 磨 り石・敲き石 (津島岡大遺跡・鹿田遺跡):1件
・ 飯蛸壷 (鹿田遺跡第 5次調査):1件
。年代測定資料 (津島岡大遺跡第 3・ 5・ 15次調査、鹿田遺跡第 7次調査):1件

津島岡大 3次―弥生早期土器・堅果類、同 5次―縄文後期土器・堅果類

同15次―縄文後期土器 。弥生早期土器、両時期の竪果類、鹿田 7次 ―古墳初頭土器

(学生)・ 縄文時代後期土器 (津島岡大遺跡第17次調査):1件 ―岡山大学考古学修士課程

・ 猿形木製品 (鹿 田遺跡第 7次調査):1件 ―名古屋大学博士課程

② 図書の外部貸し出し:21件 (岡 山大学文学部学生他)

③ 保有機器の外部利用 :鉄製品の保存処理1件 (岡 山大学文学部考古学研究室)

(3)資料の貸 し出 し

① 出版物への資料提供

・ 考古資料大観 (小学館):鹿田遺跡第 1次調査―古墳時代初頭の本製短甲・古墳時代後期の土器一括

・ 季刊考古学84号 (雄山閣):鹿 田遺跡第 1次調査一古墳時代初頭の甕
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第4章 調査資料の整理・研究および公開・活用

② 他機関の展示・公開支援

(写真)・ 大阪府立弥生文化博物館 :津島岡大遺跡第 3次調査―弥生時代早期 。前期土器

・ 岡山県立博物館 :鹿 田遺跡第 5次調査―鎌倉時代井戸

・ 岡山県古代吉備文化財センター :鹿 田遺跡・津島岡大遺跡

〈遺物〉・大阪府立弥生文化博物館 :津島岡大遺跡第3次調査―弥生時代早期。前期土器

・岡山県立博物館 :鹿 田遺跡第5次調査―鎌倉時代井戸出土遺物 (牛頭骨・土師質土器皿)

ク 井戸枠模型

(山本 )

第 3節 2003年度調査研究員の個別研究活動

1.科学研究費採択状況

山本悦世:平成15年度科学研究費 (基盤研究C)「 4邑文時代から弥生時代における景観比較と植物遺体の標本

化」 :研究代表者

岩崎志保 :平成15年度科学研究費 (若手研究B)「東周時代墓葬の比較考古学的研究」 :研究代表者

平成15年度科学研究費 (基盤研究C)聯電文時代から弥生時代における景観比較と植物遺体の標本

化」 (研究代表者 山本悦世):研究分担者

横田美香 :平成15年度科学研究費 (基盤研究C)聯電文時代から弥生時代における景観比較と植物遺体の標本

化」 (研究代表者 山本悦世):研究分担者

2.論文・資料報告

山本悦世 :『津島岡大遺跡14』 (編集)

「津島岡大遺跡における生業変遷―貯蔵穴と水田の実態」『津島岡大遺跡14』 岡山大学埋蔵文化財調

査研究センター

『遺跡出土の種子集成図録』(共著)平成15年度科学研究費 (基盤研究C)聯鼠文時代から弥生時代に

おける景観比較と植物遺体の標本化」の報告の一部

岩崎志保 : F遺跡出土の種子集成図録』(共著)平成15年度科学研究費 (基盤研究C)聯鼠文時代から弥生時代に

おける景観比較と植物遺体の標本化」の報告の一部

野崎貴博 :「吉備地域における円筒埴輪製作技法の伝播と受容」『埴輪―円筒埴輪製作技法の観察・認識・分

析―』第52回埋蔵文化財研究集会実行委員会

忽那敬三 :「石器組成からみた縄文時代後期集落の空間利用」『津島岡大遺跡14』 岡山大学埋蔵文化財調査研究

センター

「『子 ども観』の系譜―子ども墓の比較を通 して一」『文化の多様性と比較考古学』考古学研究会50周

年記念論文集

高田浩司 : F津島岡大遺跡13』 (編集)
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第3節 2003年 度調査研究員の個別研究活動

「津島岡大遺跡における縄文時代後期の炉」『津島岡大遺跡13』 岡山大学埋蔵文化財調査研究セン

ター

『弥生・古墳時代の手工業生産と集団関係』 (岡 山大学大学院文化科学研究科提出学位論文 )

光本 順 : F認知考古学とは何か』青木書店 (共者、執筆部分「世界像としての古墳被葬者の身体―死者の身体

をめぐる行為と認知―」)

「行為と身体の考古学における方法と実践 (素描)一弥生時代から古墳時代を事例として一」『メ

タ・アーケオロジー』第4号

「身体の考古学と儀礼研究」F文化の多様性と比較考古学』考古学研究会50周年記念論文集

「近代的身体と考古学」『シンポジウム近現代考古学の射程』

3.研究発表等

山本悦世 :「生業から見た縄文から弥生への変遷― ドングリ貯蔵穴から水田―」東京大学公開セミナー

(9月 27日 )

「埋蔵文化財から見る鹿田荘」F岡 山市立御南公民館むかし探検隊』(10月 5日 )

「鹿田遺跡の調査成果」考古学研究会例会発表 (11月 8日 )

岩崎志保 :「呉墓と呉系遺物からみた春秋戦国時代の社会」日本中国考古学会九州支部例会発表 (4月 12日 )

「埋蔵文化財から見る鹿田荘」『岡山市立御南公民館Ⅲかし探検隊』(10月 5日 )

野崎貴博 :「吉備地域における円筒埴輪製作技法の伝播と受容」第52回埋蔵文化財研究集会 (8月 17日 )

忽那敬三 :「発掘の基本と実際」加古川市民生涯大学講師

光本 l贋 :「吉備の陶棺」倉敷埋蔵文化財センター秋の考古学講座 (11月 23日 )

「岡山地域の分銅形土製品における身体表現の二相―型式学的検討と比較から一」人類史研究会第15

回大会 (3月 21日 )

4.資料収集 。実態調査

山本悦世 :縄文時代中期末～後期土器の実見 (岡 山県 )

縄文・弥生遺跡の実態調査 (石川県、富山県、神奈川県 )

四国における古代 。中世土器の調査 (愛媛県 )

岩崎志保 :縄文時代中期末～後期土器の実見 (岡 山県 )

縄文・弥生遺跡の実態調査 (石川県、富山県 )

野崎貴博 :中 ・後期古墳の踏査 (愛媛県 )

高田浩司 :古墳の踏査、銅鏃・石器の実見 (岡 山県、香川県、東京都、埼玉県 )

光本 順 :弥生時代絵画資料ほかの調査 (奈良県・愛知県)

忽那敬三 :縄文時代の足型付土製品の資料調査 (財 団法人北海道埋蔵文化財センター、苫小牧市博物館 )

―
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第 5章 2003年 度における調査・研究のまとめ

第 5章 2003年度における調査・研究のまとめ

調査 発掘調査は鹿田地区での 2件 (鹿 田遺跡第14次調査・15次調査)があげられる。第14次調査は、1999年

から始まった医学部附属病院病棟新営工事における最後の調査であり、鹿田地区の南東部域における遺跡の状況

を示す遺構・遺物が検出された。近世～弥生時代の資料なかで、近世における導水施設が設置された大規模な溜

池状遺構や、中世の木簡の出土は特に注目される。木簡に関しては、本紀要にその類例などを含めた報告を掲載

した。こうした一連の病棟新営工事に伴 う調査からは、鹿田遺跡の南東部の状況が明らかとなってきており、中

世段階の集落の範囲、あるいは弥生時代においては水田域の端部の状況など、鹿田遺跡の全容を解明するにあ

たつて欠くことのできない重要な成果をあげている。第15次調査は小規模な調査であったが、古墳時代の井戸を

確認するなど、古墳時代前期の資料を豊富に出土 した第13次調査地点とあわせて、同時期の集落実態を解明する

のに貴重な成果を得ることができた。

立会調査では、津島・鹿田両地区とも比較的規模が大きいものが多く、これまでの成果を補足するデータとし

て、両地域における遺跡の全体像を理解するために必要な資料の蓄積が進められている。

研究 今年度は、『津島岡大遺跡13』 と『津島岡大遺跡 14』 の 2冊の発掘調査報告書を刊行 し、津島岡大遺跡の

縄文時代に関して居住域周辺地点と炉を中心とした活動域の状況、あるいは弥生時代早期における水田の広がり

を報告 した。また、貯蔵穴から水田への生業転換の推移、石器出土状況からの空間利用形態の解明、縄文時代後

期の炉の機能に関する考察などがなされ、縄文集落の実態解明にとって重要な知見が示された。

そのほかには、津島岡大遺跡第17次調査の報告書作成での成果があげられる。同地点は、まさに縄文集落の中

心をなす地点であり、多数の遺構 。遺物が調査 されている。特に、縄文土器は質量共に際だつており、土器研究

にとって注目される資料として分析の進展が期待される。

本紀要に掲載 した鉄淳の分析 。棒火矢の火薬成分分析は、すでに報告書を刊行 した資料の分析である。報告書

刊行後、必要な資料に関しては研究・分析を継続 し、報告を補足できた点は意義深い。また、分析に際して、火

薬分析・土壊分析については学内外の研究機関所属の方々と協力・連携することによって行うことができた。今

後もこうした研究体制を積極的に取 り入れていくことは重要であろう。

展示・ 公開 発掘調査の現地説明会・鹿田キャンパス特別展示会・第 7回 岡山大学キャンパス発掘成果展な

ど、本年度は展示・公開に関して様々な取 り組みを行った。展示会の成果は、鹿田地区では予想を通かに上回る

入場者数を記録 し、津島では多 くのリピーターの参加が確認できるなど、本センターの活動が地域において強 く

求められていること、そして、定期的な開催は地域に根付いてきたことを示す結果として現れている。ただし、

こうした展示にあたっては、本センターだけの力ではなく、学内諸機関の御協力・御援助があってこそ、有意義

な開催が可能となる。今回、特に鹿田地区では病院の御協力を頂けた点は、そうした良き事例 といえるであろ

う。

このように、埋蔵文化財という資源を、より多くの人に提示するために、教育現場での活用・地域公開 。学内

での公開・研究会など様々な場での取 り組みがあげられるが、今年度は、そう言う点では、例年以上に幅広い対

応ができたと評価されよう。

その他に、専任職員の発掘調査 と整理作業に関する能力向上を促す試みや、高度機材の導入による調査の効率

化を積極的に行つた。限られた条件の中で、様々な活動を支えるためには、こうしたセンター業務に対する質の

向上を絶えず意識することが重要である。今後、施設の充実などの外的条件整備に加えて、調査・整理 。研究な

どの内的な質の向上をよリー層高める努力を目指 していきたい。
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