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埋没畑遺構土壌の理化学性と微細形態学的特徴
The chemical and physical properties and micromorphology of cultivated buried soils
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摘　　要
多量の堆積物で短期間に埋没した遺跡では、考古学的な発掘によりかつての表層土

の形状を確認することができる。こうした遺跡では、畑利用がなされていた地点とそ
れ以外の地点（対照地と称する。森林・草地等を想定）を判別することができる。本研
究では、埋没以前、埋没以後ともにほぼ同様の諸条件下で埋没以前の土地利用のみが
異なる埋没表層土を比較し、土壌理化学性および土壌微細形態における埋没以前の畑
利用に起因する特徴を検討した。

本研究では江戸時代に埋没した三つの遺跡をとりあげた。畑遺構土壌は易分解性有
機物量（E.D.O.）の減少と可給態リン酸量（A.P.）の増加が認められ、これらの比（E.D.O./
A.P.）は、畑利用の特徴を反映することがわかった。また土壌微細形態の観察により
グランドマスは畑遺構では密、対照地では粗な状態であることがわかり、画像解析に
よる孔隙の類別定量化の結果、バグ孔隙と面状孔隙の割合に畑遺構と対照地の相違が
確認できることがわかった。
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1．はじめに：背景および目的

農耕地遺構は人為的に形成された古環境の一つで
あると考えられる。農耕地遺構の中で、わが国の埋
没畑遺構の発掘は、1982 年の群馬県有馬遺跡から
始まった 1）。その後 1986 年に日本のポンペイとも
呼ばれる黒井峯遺跡が発掘され、畑遺構に対する意
識が高まり報告例が増加した。1990 年代にはさまざ
まな時代の形態の異なる畑遺構が各地で報告され 2）、
全国で畑遺構の報告が相次ぎ 2000 年には「はたけ
の考古学」シンポジウム 3）が行われた。今日、水田
偏重の歴史観への反省から畑遺構研究の重要性が見
直され、さまざまな検討が行われている 4）。

農耕地遺構の中でも、水田遺構は湛水による土壌
の変化や水路など特有の施設を伴うため、考古学的
な形態観察による検出が比較的容易な場合が多い。
またプラントオパール分析など理化学的な分析で、
水田遺構であることを判別する手法が検討されてい 
る 5）。

これに比べ畑遺構の場合、畝など形態的な特徴が
埋没過程で消失し易く、水田のような土壌の変化が
少なく、水路等も基本的には伴わず、畝の形状につ

いても地域や時代により多様であり 2）、従来行われ
ている考古学的な遺構の形態観察では検出が困難な
場合が多く見落とされる可能性が高い。特に人為の
影響がない地点と畑遺構の判別は困難な場合が多
い。考古学的な遺構の形態観察以外の理化学的な分
析からも、畑遺構であることを判別する手法が求め
られている。

畑遺構の土壌理化学性に関して、Sandor6）は中南
米の埋没していない農耕地遺構および埋没している
農耕地遺構で、自然状態とは土壌理化学性が異なる
ことを報告している。また土壌分析手法の一つであ
る土壌微細形態観察は、土壌中の微細な遺物の観察
に適していることから、1950 年代から考古学分野
へ応用されてきた。その後 1970 年代になって発掘
現場でも用いられるようになった。1989 年には、
County らによる“Soils and Micromorophology in 
Archaeology”において考古学への微細形態学の応
用がまとめられた 7）。宮路 8）は、わが国の遺跡への
微細形態学の応用として、畑遺構の土壌構造に関し
て微細形態学的観察を用いた報告をしている。

これまで理化学的な分析による畑遺構の判別手法
に関する研究として、プラントオパール分析によっ
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て焼畑跡を判別する方法 5）等が検討されているが、
確立にはいたっていない。また埋没した畑遺構の土
壌理化学性に関する報告は少なく、土壌理化学性を
用いた畑遺構の判別の方法は検討されていないのが
現状である。

一方、埋没土壌の性質は埋没以前の古環境のみな
らず、埋没後に生じた諸条件下の結果として形成さ
れた性質であると考えられる。このため、埋没畑遺
構の埋没以前の畑利用に伴う土壌理化学性の特徴を
明らかにするための試料には、次の条件を満たすこ
とが望ましいと考えられる。埋没時の改変が比較的
少ないこと。埋没後の変化が比較的少ないこと。特
に現代では人為的な改変が物理的にも化学的にも激
しいため、現代の何らかの作用が比較的少ないこと。
遺構の形状などからかつての土地利用が判別できる
こと。埋没土壌がかつて表層土であった時の気候環
境や母材等の基本的な諸条件や埋没の経緯が同一
で、畑であった地点と畑ではなかった地点を比較で
きること。特に人為による土壌理化学性の特徴を議
論するためには、かつて森林や草地等であった地点
と比較できることが望ましいと考えられる。こうし
た遺跡は典型的な例であることから、その土壌の特
性は畑遺構を示す指標として利用できる可能性が高
い。上記のような条件をそろえていない大多数の遺
跡において、「土壌理化学性から畑遺構であること
を判別する手法」として利用できる指標を検討する
ことが本研究の最終的な目的である。

泥流など短期間に多量の堆積物に覆われることに
よって埋没した遺跡では畑利用に伴う畝跡などかつ
ての土地利用の様子が遺構の形態として明瞭に確認
することができる。こうした遺跡は世界的には稀少
であるが , わが国では火山噴火等により埋没した遺
跡として発掘されることがある。

本稿では、埋没土壌の形態的特徴からかつての土
地利用が明瞭に確認できる遺跡を用いて、畑遺構の
土壌理化学的および土壌微細形態学的特徴を明らか
にすることを目的とする。さらに各特徴に対し、畑
遺構であったことを判別する指標として利用可能か
どうか可能性を検討した。

2．材料および方法

2.1　供試試料
2.1.1　サンプリングを行った遺跡の概要

本稿で用いた三つの遺跡は、1783 年の浅間山噴
火に伴い発生した泥流によって埋没した遺跡であ
る。この 1783 年の浅間山噴火の状況は史料の記録
や同様の経緯で埋没した遺跡群の発掘調査により詳
細な研究がなされている 9），10）。噴火は 5 月 9 日（新
暦）から始まり、浅間 A 軽石（As-A）11）降下の後、8
月 5 日の大噴火、さらに吾妻川での泥流発生、泥流
の利根川への流入へと続いた。

群馬県吾妻郡長野原町に所在した久々戸遺跡（サ
ンプル略称 K）、下原遺跡（サンプル略称 S）、群馬
県佐波郡玉村町に所在した上福島中町遺跡（サンプ
ル略称 F）より土壌試料を採取した。それぞれの遺
跡の河川との位置関係は、吾妻川上流に久々戸遺跡、
その下流に下原遺跡、吾妻川が合流した利根川の下
流に上福島中町遺跡が所在した。どの遺跡にも、
1783 年の浅間山噴火に伴い発生した泥流が約 1～
2 m の厚さで堆積していた。泥流層直下の層位は、
江戸時代当時の地表面（以降、江戸時代表層土と称
する）と考えられた。泥流堆積は急激であり、大噴
火発生から数十分で地表面は埋没されたと考えられ
ている 12）。また、発掘された江戸時代表層土のかく
乱跡は少なかった。どの遺跡にも、江戸時代表層土
の畝の形状を明瞭に確認することができた。上福島
中町遺跡の江戸時代表層土の発掘状況を図 1 に示
した。それぞれの母材であるが、久々戸遺跡では、
円礫はほとんど含まず角礫、亜角礫を含むことやリ
ン酸吸収係数の傾向（図 2e）から火山灰、下原遺跡
は、その断面に洪水堆積層が確認でき、円礫を含む
ことから火山灰と河川堆積物、上福島中町遺跡は、
粒径のそろった砂質の土壌であり河川堆積物である
と考えられた。なお、三つの遺跡の所在地域では、
人為的に河川堆積物を畑に混入させる農法は報告さ
れていない。また発掘調査から、江戸時代表層土へ
の後世のかく乱がほとんど及んでいないことが確認
できた。

なお、当時の作物としては、久々戸遺跡、下原遺
跡では陸稲・麦・粟・稗・黍・大豆・蕎麦･麻等 9）

が想定されている。また上福島中町遺跡が所在する
玉村町の当時の主な作物はなすび、芋、小芋、小豆、
めずら、大根、人参、水菜、ごぼう、綿、麻、ささ
げ、角豆、いんげん、胡麻、ねぎ、栗、その他であ
ったとする記録がある 13）。しかし、いずれの遺跡に
おいても作物は特定されていない。
2.1.2　各遺跡のサンプリング地点とサンプル名称

本稿で用いた三つのどの遺跡にも、江戸時代表層
土の形状が明瞭に確認できたことから、土地利用の

図 1　上福島中町遺跡の江戸時代表層土の畝の形状．



地球環境 Vol.16 No.2　107－114（2011）

109

推定が容易であり、畝の形状が確認できた地点を畑
遺構として試料を採取した（久々戸遺跡 Kr、下原遺
跡 Sr、上福島中町遺跡 Fr）。埋没時のかく乱がない
地点であり、畑、水田、家屋、道等の明確な土地利
用が行われた遺構ではなく、かつ周辺の遺構の状況

（久々戸遺跡では、畑遺構と墓地跡と思われる地点
の境界付近）から放置もしくは森林や草地などが想
定できた地点を対照地（久々戸遺跡 Kn、下原遺跡
Sn、上福島中町遺跡 Fn）として採取した 14）。なお、
畑遺構についてはすべての遺跡で複数の地点から採
取することができたが、対照地については採取可能
な地点が少なかったことから、試料点数は遺跡毎に
1～4 点であった。断面内の各層位の土壌理化学性
の結果に、特徴のあるピーク等上層からの移動に起
因すると考えられる傾向は認められなかった。なお
本稿は江戸時代表層土のみを示し、それぞれの遺跡
毎に畑遺構と対照地を比較した。他の層位について
は、須永ら 15）にて報告している。

微細形態学的観察は、下原遺跡の江戸時代表層土
を用いた。
2.2　分析方法
2.2.1　土壌化学性の分析方法

土壌環境分析法 16）に基づき分析した。全炭素は乾
式燃焼法で、リン酸吸収係数はリン酸二アンモニウ
ム液法で、可給態リン酸はブレイ第二法（準法）で測

定した。
易分解性有機物量は以下の方法で求めた。ここで

用いた pH7.0 リン酸緩衝液抽出法 17）は、吸光度から
以下の近似式を用いて可給態窒素量を求める方法で
ある。

Y＝1.09＋17.41X（X は 420 nm 吸光度）

ここで測定される吸光度は易分解性有機物に相当
する有機物に由来し、今回の対象土壌は下層土であ
るため、この算出量を易分解性有機物の窒素成分量
と考え、易分解性有機物量と称し乾土 1 kg 当たり
の窒素量（Nmgkg － 1）として示した。
2.2.2　物理性の分析方法

（1）固相率・容積重・硬度
土壌の硬度は、山中式土壌硬度計を用いて測定し

た。内容積 100 mL の採土管を用い土壌環境分析法
に基づき容積重および固相率を測定した。

（2）微細形態観察試料の作成方法
微細形態観察試料は、平山 18）に準じて作成した。
①　試料採取および脱水
 　不かく乱試料は、ステンレス製ボックス（7 cm
×15 cm×7 cm、商品名：ガバトボックス；スナ
ガ環境測設（株））を用いて採取した。試料は、急
冷真空凍結乾燥法を用いて水分を除去した。すな

図 2　江戸時代表層土の土壌理化学性．



須永：畑遺構土壌の理化学性と微細形態

110

わち、ステンレス製円筒中の試料に液体窒素を注
入し、－190℃に急冷後真空凍結乾燥機で乾燥し
た。
②　樹脂の含浸および固定
 　脱水した試料に真空含浸装置で樹脂および試料
中の空気を除きながら樹脂を含浸した。樹脂には、
希釈剤としてアセトン、触媒としてメチルエチル
ケトンパーオキサイド、促進剤として 6％ナフテ
ン酸コバルトを不飽和ポリエステル樹脂（商品
名：ポリライト　TC241；大日本インキ（株））に
加え、よく混合した溶液を用いた。
③　微細形態観察試料の作成
 　樹脂により固定した試料を、切断・研磨し、土
壌薄片（厚さ約 50μm）を作成した。

3．結果および考察

3.1　畑遺構土壌の土壌化学的特徴
現在の表層土では森林や草地等では落葉落枝や根

等が供給され続けるが、畑では葉や根を作物として
畑の外に持ち出すのが一般的である。例えば堆肥や
作物の残りなどで供給された有機物も畑作を続ける
過程で作物により利用される。さらに耕うん等の好
気的な条件下では有機物分解がすすみ、土壌動物は
森林等に比べ減少する傾向がある。須永ら 15）にて、
黒ボク土の現代の表層土で隣接する畑と森林土壌を
比較したところ、このことが確認できた。そこで、
全炭素量および易分解性有機物量の分析を行った

（図 2a，b）。久々戸遺跡および下原遺跡では、畑遺
構が対照地にくらべ全炭素量が少ない傾向を示し
た。易分解性有機物量ではこの傾向がより明瞭であ
り、三つの遺跡ともにその対照地で多い傾向を示し
た。

また可給態リン酸量（図 2c）については、現在の
表層土では畑への施肥を行うため、作物による収奪
はあるものの一般に森林等の土地利用に比べ高い傾
向を示す傾向がある。三つの遺跡においてもそれぞ
れの対照地が畑遺構の土壌に比べ低い傾向を示し
た。

そこで、畑利用で減少する傾向のある易分解性有
機物量（E.D.O.）を増加する傾向のある可給態リン酸
量（A.P.）で除した値（E.D.O./A.P.）を、畑利用による
土壌化学性の変化の傾向を示す指標として求めた

（図 2d）。この比は、畑利用に伴う土壌化学性の変
化により小さくなると考えられる。久々戸遺跡と下
原遺跡では、畑遺構と対照地に明瞭な違いが認めら
れた 15）。一方、上福島中町遺跡では明瞭でなかった。
これは上福島中町遺跡の土壌の全炭素量、易分解性
有機物量ともに少なかったことによると考えられ
る。火山灰を母材とする場合は比較的明瞭に示せる
が、河川堆積物を母材とする土壌では違いは少なか
った。このことから E.D.O./A.P. を指標とするには

土壌の母材を考慮する必要があることがわかった。
また、群馬県の古墳時代の表層土 14）等の検討から、
歴史的な背景としてリンの増加を伴う農業技術の利
用があった場合は E.D.O./A.P. を指標として利用で
きる可能性が高いと考えられた。

なお、土壌化学性は埋没過程や埋没後の影響によ
り変質することから、埋没以前の土地利用に起因す
る性質が確認できない可能性が高いと考えられる
が、土壌有機物やリン酸量に、埋没以前の畑利用に
起因すると考えられる傾向が確認できた。土壌化学
性を検討することは、埋没以前の傾向を検討できる
可能性があると考えられた。
3.2　畑遺構土壌の土壌物理的特徴

森林や草地等、落葉落枝や根等が供給され続ける
ような土壌では容積重の小さい葉や根が土壌の中に
入り込むが、畑では葉や根を畑の外に持ち出すのが
一般的である。森林や草地等の表層の土壌では葉や
根、動物の痕跡が含まれるためイメージとしてはふ
かふかの土壌が形成される。一方、畑では、耕うん
直後の土壌はふかふかに見えるが、クッションとな
る有機物が少なく、土壌動物による孔隙も減少する。
このため固相率や容積重が増加すると考えられる。

固相率は、久々戸遺跡と下原遺跡で畑遺構が対照
地に比べ高い傾向を示した（図 2f）。容積重につい
ても同様の傾向が久々戸遺跡で確認できたが、上福
島中町遺跡では明瞭ではなかった（図 2g）。また硬
度については地点間のばらつきが大きく、久々戸遺
跡以外では明瞭ではなかった（図 2h）。
3.3　畑遺構土壌の土壌微細形態学的特徴
3.3.1　微細形態学的観察結果

土壌微細形態学的観察を行うことにより、土壌が
どのように充填されているかを確認することができ
る。下原遺跡の畑遺構および対照地の薄片試料を 
図 3 に示した。土壌薄片記載ハンドブック 19）に従
い、下原遺跡の畑遺構、対照地から各々 1 点、
70 mm×150 mm の視野について透過型光学顕微鏡
を用い 75 倍で観察し、結果を表 1 に示した 20）。孔
隙の形態としては、畑遺構では、通常同程度の大き
さの孔隙と連結していないバグ孔隙、細長の不規則
な形態で通常なめらかな壁面を持つチャンネル孔

図 3　下原遺跡江戸時代表層土の微細形態．
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隙、および手板状の孔隙である面状孔隙が認められ
た。一方、対照地の孔隙は、バグ孔隙は認められず、
相互に連結し粒子の間に存在するパッキング孔隙が
主体であった。微細構造は畑遺構で小粒状構造 50
％、亜角塊状構造 50％、対照地ではほぼ全て軟粒
状構造であった。以上のことから、畑遺構は固相が
多く、団粒が発達し、団粒内や団粒間の孔隙が明瞭
に認められ、グランドマスは密な構造であった。ま
た、対照地では固相が少なく、全体に粗な構造であ
ったが、より小さな団粒が多数認められた。これら
の傾向は前述の土壌物理性の固相率と同様の傾向だ
った。

畑利用に伴う表層土の孔隙率の減少は微細形態の
変化として多数報告されている 21），22）。現代では畑
利用に伴う構造の変化は大型重機等による圧縮が考
えられるが、重機による圧縮の少ない地点でも耕う
んに伴う孔隙の減少が報告されている 22）。下原遺跡
の畑遺構と対照地の土壌構造の違いは、畑利用に伴
う耕うん等によって土壌構造が粗な状態から密な状
態になったと考えられた。

現代の表土では、一般に森林や草地では葉や根が
クッションの役割をするためイメージとしてはふか
ふかな状態が観察できる。埋没後の圧密もクッショ
ン材を含んで埋没し、時間経過に伴い有機物が分解
した後は孔隙として観察されたと考えられた。一方
畑ではこうした混入は少なく、耕うん直後は孔隙量
が多くても埋没前および埋没後の時間経過に伴い孔
隙量が減少し、土壌構造が密な状態になったと考え
られた。これらのことから、土壌構造の違いは埋没
以前の畑利用に伴う変化と考えて矛盾がなかった。
また、逆に、埋没表層土に埋没以前の畑利用に起因
する土壌構造の違いが観察できたことから、埋没に
起因する影響は否定できないものの、畑利用による
構造の変化は埋没以降も保存されることがわかっ
た。
3.3.2　画像解析による孔隙の類別定量化

微細形態学を用いた観察による孔隙の分類を行う

方法は、ある程度観察者の熟練が必要となりかつ定
量化することが難しいが、土壌構造の画像解析を行
うことで孔隙を類別定量化することができる。コン
ピューターを用いて土壌の微細な孔隙を画像解析に
より分類、数値化する方法は以前から検討されてき
た 23），24）。

下原遺跡の畑遺構から 2 点、対照地から 1 点薄片
試料をデジタルカメラで取り込み、20 mm×20 mm
の範囲を各々 2 枚ずつ切り取り解析の画像とし、孔
隙部分を黒色で示すように画像を処理した。このと
き、孔隙以外の部分も黒色になることや、孔隙の輪
郭が明瞭ではないため、顕微鏡観察で確認を行いな
がら孔隙部分として妥当な範囲のみが黒色になるよ
うに閾値を決定し、2 値化処理を行った。解析に用
いた下原遺跡の畑遺構の画像の一つを図 4 に示し
た。黒色は孔隙を示している。画像解析アプリケー

表 1　下原遺跡江戸時代表層土の微細形態学的観察結果．

Sr-1（畑遺構） Sn（対照地）
観察の倍率 75 倍 75 倍

孔隙率 30％ 50％

粒団 小粒状ペッド　200～1,000μm，発達度：強
亜角塊状ペッド　1,000μm～1.5 cm，発達度：強 軟粒状ペッド　300～1,500μm　発達度：中

孔隙

混合パッキング孔隙，20％
面状孔隙，50％
亜角塊状ペッドの中にバグ有，5％
チャネル孔隙，有
バグのサイズ：200～2,000μm

パッキング孔隙 100％
（バグ無）

微細構造 小粒状構造，50％
亜角塊状構造，50％ 軟粒状構造， 100％

相対分布 小粒状構造：シングルスペースポーフィリック
亜角塊構造：ゲフューリックとエノーリック

粒団の内部：シングルポーフィリック
以外：ゲフューリック，エノーリック

c/f 境界値 100μm 100μm

図 4　 画像解析用孔隙抽出図－下原遺跡畑遺構の
江戸時代表層土（Sr）．
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れる。そのため本研究では、埋没当時の形跡が明瞭
に確認できる遺跡を用い畑遺構と対照地の土壌理化
学性を検討した。

本研究およびこれまでの研究 14）により、畑遺構と
対照地の比較から畑利用に伴うと考えられる土壌理
化学性の特徴が確認できることがわかった。畑遺構
の土壌理化学性を検討することは埋没以前の土地利
用の痕跡をある程度検討できると考えられる。

また、畑遺構であることを示し得る指標を検討す
る上では、母材や時代背景を考慮することが必要で
あるが、土壌化学性に関しては E.D.O./A.P. が有効
であること、土壌構造の微細形態学的な観察および
定量化が有効であることがわかった。

土壌試料は、古環境に関するさまざまな情報を有
していることがわかっている。遺跡調査は、破壊を
伴う一方で面的な調査からさまざまな情報を得るこ
とができるため、ボーリング調査などに比べ情報量
が多く貴重な情報を得ることのできる重要な機会で
ある。一方、土壌の理化学性や花粉等の微化石、土
壌微細構造の観察など分析や目的によって採取方法
が異なることから専門家による採取が不可欠と考え

ション WinROOF Ver6.1.2 を用いて、孔隙の周囲長、
面積、数、フェレ径を求め、　Ringrose-Voase and 
Bullock23）の方法により、「バグおよびパッキング孔
隙」、「面状孔隙」、「チャンネル」の 3 種に類別した。
3 種類の孔隙毎に面積を合計し、全孔隙面積で叙し
た割合を求めた。各試料から撮影した各々 2 枚の画
像の平均を求め図 5 に示した。

畑遺構では、どちらの試料ともにバグおよびパッ
キング孔隙の割合が 50％を超え、面状孔隙が 50％
以下だった。一方、対照地では、バグおよびパッキ
ング孔隙の割合が 50％以下であり、面状孔隙が 50
％以上だった。チャネル孔隙に類別された孔隙は、
畑遺構対照地ともに 1％以下だった。畑遺構でバグ
孔隙が 50％以上だったことは、観察によっても認
められたバグ孔隙が測定されたと考えられた。一方、
対照地では、軟粒状の微小な団粒間に形成された面
状孔隙が測定されたと考えられた。以上の結果から、
画像解析による孔隙の類別定量化は土壌構造の特徴
を反映しており、畑遺構と対照地ではバグおよびパ
ッキング孔隙と面状孔隙の構成割合が異なることが
わかった。また、微細形態学的観察および画像解析
による類別定量化は、畑遺構であったことを示す指
標として有効であると考えられた。

4．まとめ

遺跡の埋没当時の古環境の一つとして、農耕地が
ある。農耕地の中でも水田遺構については分析・研
究手法が確立されつつあるのに対し、畑遺構では研
究手法は確立されていない。実施される通常の発掘
作業では、土壌への人為的影響の少ない森林や草地
の跡と畑遺構では判別が困難な場合が多く、農耕地
としての評価を行うことが難しいのが現状である。
しかしこれらの土地利用を判別できれば、農耕地の
分布とともにその他の土地利用であることを指摘で
きる可能性もある。また埋没以前の畑利用に起因す
る土壌の性質を議論するためには、埋没以前以後と
もにほぼ同様の諸条件下にある畑遺構と対照となる
地点の比較が必要である。このような地点で得られ
た知見を指標とし、通常の発掘作業では判別が困難
な遺跡に適用することで、土壌理化学的特徴から畑
遺構である可能性を指摘することができると考えら

図 5　下原遺跡江戸時代表層土の微細形態画像の画像解析による孔隙の面積割合．

図 6　ステンレス製ボックスによる土壌試料採取風景．
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られ、経済的な理由からも今日の発掘調査では土壌
試料の保存は行われていないのが現状である。その
ため、さまざまな分析に利用可能で、採取時に専門
家が不要で、保存も容易な採取・保存方法が必要で
ある。そこで、本研究で用いている微細形態学的観
察用の不かく乱試料採取方法を応用したステンレス
製のボックス（図 6、7 cm×15 cm×7 cm）で、土壌
を採取・保存する方法を提案してきた 25）。採取時に
ボックスを利用するため容易に鉛直方向を確認でき
る土壌試料を採取することができ、保存した不かく
乱土壌から各々の分析にとって適切な方法で再サン
プリングを行うことが可能である。例えば層位の境
界数 mm から採取を行うプラントオパール分析な
どでもボックス試料から再サンプリングが可能であ
った。また、軽量で形がくずれないため長期の保存
も容易である。

この方法に限らず、調査後には失われてしまう遺
跡の土壌を土壌試料として保存することは、今後分
析技術や研究手法が確立された後にも土壌試料を研
究対象として利用できる可能性を残すことであり、
今日、遺跡の土壌の貴重性を認識している者の役割
であると考えている。
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