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 押出遺跡の自然科学分析

 パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

 押出遺跡は、米沢盆地東北端の大谷地と呼ばれる湿地に位置する。地形的には、吉野川と屋代川合

 流点に近い吉野川の自然堤防上に立地している。発掘調査の結果、縄文時代前期の住居跡と考えられ

 る遺構等が検出されている。土器形式が一形式のみであることから、短期間に構築・使用され、廃絶

 したことが推定される。住居跡と考えられる遺構は、壁際に多数の柱材が打ち込まれた状態であった。

 本報告では、1)押出遺跡の層序及び遺物包含層の年代を明らかにすること、2)押出遺跡が存在

 した当時およびその前後の環境変遷を推定すること、3)住居跡における木材利用を明らかにするこ

 とを目的として、テフラ分析、放射性炭素年代測定、珪藻分析、花粉分析、樹種同定を実施する。

 Ⅰ.遺跡周辺地域の概要

 1.押出遺跡の概要

 押出遺跡は、山形県東置賜郡高畠町大字押出に所在し、米沢盆地東北端の吉野川と屋代川合流点に

 近い吉野川の自然堤防上に位置し、周囲には大谷地と呼ばれる湿地帯がある。また、縄文時代草創期

 の日向洞窟等の岩陰遺跡や稲荷森古墳などの遺跡が密に分布する地域に位置している.

 遺跡は、現在の地表面から約2mの深度まで連続して堆積する泥炭質な堆積物の下部の層準に包含

 されている。泥炭質な堆積物が遺跡をパックするように発達しているため、当時の状況が良好な状態

 で保存されている。遺物は大木4式期の土器類とそれに伴う石器・礫の他、本遺跡を特徴付ける住居

 跡の柱材が数千本検出されている。また、多種多様の木製品や種実、自然木など植物遺体の保存も良

 く、遺構特に住居跡に関する多くの情報を有している.これらのことから本遺跡が縄文時代前期のあ

 る短い時期に限って、湿地環境下での微高地上に住居を構築し、当時の自然環境に応じた生業活動が

 展開されていたと考えられる。

 調査区内から検出された住居跡は、第1次～第3次調査を通じて39棟である。これらの住居跡は、

 全て台地上の遺跡では遺存されない柱根材を多く伴っているものである。その柱根材の数は、数千本

 にも及び、当時の人間が周辺植生に対して著しく干渉していたことが示唆される。また、各住居跡の

 形態は、マウンド状に盛り上がる堆積土があるもの、転ばし根太を伴うもの、形状が円形・方形のも

 のと多様である。住居跡の上部構造が不明なので正確な復元はできないが、柱材が全て打込柱である

 ことから、台地上で認められる竪穴式住居や掘立柱式住居とは異なるものであることが明らかであり、

 「打込柱住居跡」と呼称されている。ただ、ここでの住居跡からは炉の痕跡はほとんどなく、柱の打込

 面も不明、さらに同時期の遺跡には例をみないことから、その形態などについては今後の検討が必要

 であるとされる。

 遺物の中には彩文土器、木製の大杯(漆器)、その他各種の木胎、らん胎漆器などの当時の漆工芸技

 術の存在を物語るものや、擢や杓子、漆塗り、箆状の木製品類、編物・縄の断片、植物質の炭化物、華

 麗な石製の装飾品などの、当時の文化水準が高度なものであったことを示唆するものが含まれている。

 また、遺物包含層からは大量のクリ・クルミ・ヒシ・コオホネなどの植物の種実が検出されている。
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 2.大谷地とその周辺の地形・地質の概要

 押出遺跡は、米沢盆地の大谷地西部、吉野川と屋代川合流点に近い吉野川の自然堤防上に位置して

 いる。大谷地の周辺の山地は、新第三系の赤湯層(皆川,1960;山形県,1972)によって構成される。大

 谷地南部のおもに東の山地は、無層理塊状の酸性火山礫凝灰岩ないし軽石質凝灰角礫岩から構成され

 る赤湯層下部層、大谷地北部の周囲の山地は、火山礫凝灰岩、細粒凝灰岩、凝灰質泥岩の互層からな

 る赤湯層上部層によって構成されている(山形県,1972)。なお大谷地南端部に位置する竹森山は、赤

 湯層の下位の吉野層に相当する流紋岩によって構成されている(山形県,1972)。

 大谷地の周辺の山地には、多くの崩壊・地すべり地形が発達している。またその山麓部には、緩斜

 面および沖積錐(勾配が急な小規模扇状地)が多く認められる.このような地形は、崩壊性の岩屑お

 よび土石流堆積物や周氷河性の物質移動地すべりに伴う堆積物等によって形成されていると考えられ

 る。中山・宮城(1984)は大谷地の北に位置する川樋盆地内に堆積した土砂層準の14C年代から斜面形

 成期を推定している。それによれば最終氷期最盛期を中心とした時期(26,000～15,000年前)に斜面

 物質が移動し、山麓緩斜面が形成されたと考えられている。

 大谷地の西と南は、各々吉野川と屋代川の自然堤防によって限られている。川樋盆地では、11,000

 年前、5,500年前、2,000年前の各時期に土砂の進出が確認されている。吉野川・屋代川流域において

 最終氷期以降にカタストロフィックな事件(大規模な崩壊等)が起きていないとすれば、川樋盆地に

 おける土砂進出の年代は、吉野川・屋代川の自然堤防の主な形成の期間あるいは開始期の年代を示唆

 していると考えられる。そして、大谷地の形成要因の一つとして、吉野川および屋代川の自然堤防の

 発達によるせき止めが考えられる。押出遺跡の発掘調査成果は、このような地形発達の問題にも関わ

 る重要な資料であると考えられる。

 3.遺跡周辺の植生の概要

 現在の大谷地周辺の植生は、大谷地に接する山地はコナラ群落・アカマツ群落などの代償植生とス

 ギ・アカマツの植林地、落葉果樹園で占められる(環境庁,1984)。一方、大谷地一帯もほとんどが水

 田地帯となっており、人類の影響を受ける以前の植生については不明である。ただ、大谷地では、本

 遺跡の東北東2.5kmの湯沼温泉付近の湿地にヨシーハンノキ群落が発達しており、北3.5kmに位置す

 る白竜湖周辺には地下水位の高い順にイソノキ、レンゲツツジ、ヨシ、クサレダマ群落からなる低層

 湿原、ヌマガヤ、ミツガシワ、ヤマドリゼンマイ群落からなる中間湿原、ツルギキョウ、サワギキョ

 ウを主とする高層湿原が認められている(白竜湖研究会,1986).

 また、植生帯上での本地域の位置は、中山・宮城(1984)によれば、暖温帯上部から冷温帯下部に

 相当することが推定される。

 II.層 序

 1.調査地点の層序

 今回の調査・試料の採取を行った第1次調査区M-27グリッド、第2次調査区M-55グリッド、第

 3次調査区Ｔ一56グリッドの3地点(以下、各々A地点、B地点、C地点とする)の堆積層の層相を模

 式柱状図として図1に示す。これらのうち、B地点は、市原編(1988)において行われた自然科学分

 析の試料が採取された断面に相当する。そこでは、現表土(客土)下の粘土層を第Ⅰ層とし、以下層
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 相により第ＸＩＩＩ層まで分層が行われ、最下層に砂層が確認されている。図1に示したB地点の分層と層

 名は、これに従ったものである。本報告では、B地点における分層と層名を基準とし、後述するテフ

 ラ分析の結果も含めて、層位と層相によりB地点と他の2地点との対比を行い、他の2地点における

 層名を付けた。すなわち、地点間で同じ数字の層名は、基本的に対比されると考え、B地点に比べて

 砂がちなど、若干の層相の違いが認められる場合には'(ダッシュ)を付け、細分される場合にはa～

 (アルファベット)を付した。以下に各地点の層序の概要を、基準とするB地点から述べる。

 1)B地点

 断面の最下位には砂層が確認されている。この砂層は、加藤(1988)による粒度分析の結果から、

 押出遺跡の西方を流れる吉野川の河床砂に相当すると考えられている.その上位のXＩＩＩ層～X層は粘土

 層であり、粘土層の上位には、砂混じりの粘土層のIX層および灰褐色の粘土層である皿層を挟んで、

 比較的厚い泥炭質粘土からなるVII層が堆積する。、Ⅶ層の上位には、粘土層のVI層が堆積し、その上位

 には粘土質泥炭からなるV層～Ⅲ層が堆積する.Ⅲ層の上位には砂を含む泥炭質粘土のⅡ層が堆積し、

 最上位には粘土層であるⅠ層が堆積する。

 なお、B地点では、X層最下部にガラス質の細粒火山灰層がレンズ状に狭在し、Ⅶ層の下部に粗粒

 火山灰が濃集している。両テフラについては後で詳述するが、前者が沼沢沼テフラ、後者が吾妻火山

 灰に対比される。また、発掘調査により確認された縄文時代前期の遺物包含層は、V旺層からIX層まで

 の層位に相当する(模式図にアミ掛けで表示)。

 2)A地点

 A地点では、断面の最下位には砂層は確認されず、黒～黒褐色を呈する粘土層の堆積が認められ、

 その上位には褐灰色粘土層が堆積する。この粘土層の上位には、砂混じりの粘土層や泥炭質粘土層お

 よび泥炭質シルト層が堆積し、さらに上位に比較的厚い砂混じりの泥炭質粘土層の堆積が認められた。

 本地点では、B地点で認められた2枚のテフラ層が肉眼で観察されなかったことから、テフラの存在

 が期待される上述の褐灰色粘十層から比較的厚い砂混じりの泥炭質粘土層までの層位についてテフラ

 分析(洗い出し)を行った結果、比較的厚い砂混じりの泥炭質粘土層の下部に沼沢沼テフラ、砂混じり

 粘土層の中部に吾妻火山灰は濃集していることが確認された。この結果から、上述の層位は、B地点

 のXI層からⅦ層までの層位に対比されると考えられる。ただし、B地点各層との層相の違いから、A地

 点では、ＸＩ層より上位の各層をX'層、ＩＸ'層、Ⅷ'層とし、Ⅷ'層の上位の泥炭質粘土層は、砂混じりの

 層位とその上位の2層準まで含めてⅦ層に対比されると考え、上位よりⅦa、Ⅶb、Ⅶc層とした。

 VＩＩa層より上位については、層相により、VI層～Ⅱ層までの各層に対比されると考えられる。なお、

 本地点では、客土下のⅠ層は欠落している。

 3)C地点

 A地点と同様に断面の最下位は粘土層であり、その上位に泥炭質粘土層、粘土質泥炭層が堆積し、

 最上位に粘土層が堆積する。ただし、C地点では、他の2地点に比べて分層される層位が少なく、各

 層中に層界の不明瞭な色調の異なる層位や砂質の層位などが挟まれる.下部の粘土層中に吾妻火山灰

 が確認され、その上位の泥炭質粘土層中からテフラ分析(洗い出し)によって沼沢沼テフラを検出し

 たことから、これらを指標として各層の対比を行い、図1に示す層名を各層に付した。なお、層名に

 おいてⅧ～Xとした層位は、B地点のⅧ層からX層までの層位に対比されるが、Ⅷ、IX、Xの各層に

 対比される層は見出せないという意味である。V～VI、Ⅲ～IV、Ⅰ～Ieも同様である。
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 2.A地点の堆積層の有機物含量の変化

 押出遺跡の遺物包含層とその上位の地層は、ほとんどが植物遺体が多く混ざる堆積物からなる。こ

 こでは各地層の有機物含量を把握するためにA地点の堆積物について強熱減量を測定した.強熱減量

 とは、試料を高温で焼いた後に減少する重量のことであり、試料が堆積物の場合には、減少する重量

 は、含有されている有機物の量に概ね等しい。各層位の堆積物の有機物含量を明らかにし、その層位

 的な変化を知ることにより、堆積環境の変化を捉えることが可能となり、また、包含される微化石の

 由来などを考える際の指標の一つとなるため、後述する微化石分析の結果を解釈する上でも有効であ

 ると考える。

 (1)方法

 強熱減量の測定方法は、土質工学会基準(JSF)の土の強熱減量試験方法(T6-1968;土質工学

 会編,1979)に基づいて行った。手順は以下の通りである。試料をあらかじめ110℃で炉乾燥し、重量

 を量った試料をるつぼに入れて700～800℃の高温で赤熱し、再び重量を量り、赤熱した間に減少した

 質量を求める。ここでは、その減少質量を、赤熱する前の乾燥土の質量で割り、乾燥土に対する百分

 率で示したものを強熱減量値とする。

 (2)結果

 強熱減量の層位的変化を図2に示す。強熱減量値は、最下位の地層からX'層までは低く30%以下で
 ある。IX'層～Ⅶa層では35-40%と比較的高い値を示すようになるが、VI層で一時的に低くなり、V層

 で比較的高くなる。その上位のIV層・Ⅲ層・Ⅱ層中

 部では70～80%前後と高い値を示すようになる。Ⅱ

 層最上部では低下するものの比較的高い値を示す。

 坂口(1974)によると、泥炭構成植物がコケや草

 本の場合には無機物の灰分が10%以下すなわち強

 熱減量90%以上のものを泥炭、90%以下は無機物の

 混入した泥炭とみなしてよいとしている。また、無

 機物が混入するが、強熱減量がなお50%以上を占め

 るものには混入物の名称をとり、粘土質泥炭、砂質

 泥炭、火山灰混じり泥炭などと呼び、強熱減量が50%

 以下の場合には、泥炭質粘土、有機質粘土、植物混
 じり粘土などと呼び、明確に泥炭とは区別するとし

 ている。このことから、本地点の堆積物には泥炭に

 比較される堆積物はなく、強熱減量が最も高い値を

 示すIV層～Ⅱ層中部が未分解の草本植物(特にヨシ)

 の遺体を含むことと粘土が混入することから粘土質

 泥炭であるとされ、強熱減量が50%以下であるが比
 較的高い値を示すIX'層～VＩＩa層、V層、Ⅱ層最上部は、
 未分解の植物遺体を多少含むことから泥炭質な粘土
 といえる。この結果は、遺物包含層に相当する層位

 では、その後の堆積物に比べて無機物の含有量の多
 いことを示しており、遺物包含層形成時とその後で

 は堆積環境に変化のあったことが示唆される。
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 Ⅲ.遺物包含層の年代推定

 1.テフロクロノロジーによる遺物包含層の年代推定

 押出遺跡発掘調査区域の南端部にあたるB地点では、XI層の直上、X層の最下部にガラス質の細粒

 火山灰層が認められる。このテフラ(溶岩、火山ガスを除いた火山噴出物の総称)は、白色レンズ状

 に挟まれており、その最大層厚は1.5cmである。実体顕微鏡下で観察すると、このテフラは大部分が

 スポンジ状に発泡した軽石型の火山ガラスからなることがわかる(図版1)。新井(1972)の方法に

 従って屈折率(n)の測定を行ったところ、1.508-1.514の値が得られた。また、群馬大学教授新井房

 夫氏に屈折率(n)の測定を依頼したところ、1.508-1.513の値が得られた。さらに東京大学海洋研究

 所のWDS型EPMA(東京大学大学院高田将志氏分析)により火山ガラスの主成分を分析したところ、

 表1のような結果が得られた。

 火山ガラスの屈折率(n)および火山ガラスの主成分組成の特徴から、本テフラは福島県中部、東

 吾妻山中で発見された吾妻火山灰(Az;早田ほか,1988)に対比されることが明らかとなった.Azの噴

 出年代は、5,500年前と考えられている。飯豊山中では、このAzの下位に約6,300年前に南九州の鬼界

 カルデラから噴出した広域テフラ、鬼界アカホや火山灰(K-Ah:町田・新井,1978)があることが報告

 されている(西城・小松原,1988)。なお、早田ほか(1988)は、Azを東北地方北部一帯を覆う安家火

 山灰(AK:菊池ほか,1981)に対比しており、その給源を十和田カルデラと考えている。さらに、Az

 およびAKは、十和田中諏テフラ(To-Cu)に対比されており、To-Cuの噴出年代は6,000年前とされ

 ていることから、押出遺跡各地点において検出されたAzの降灰層準は、6,000年前を示す指標となる。

 さてAzが発見されたB地点では、Ⅶ層下部に粗粒火山灰が濃集しているのが確認された。このテフ

 ラには、量の多い順に普通角閃石、斜方輝石、磁鉄鉱などの重鉱物が含まれている。またβ石英も含

 まれている。火山ガラス同様、新井(1972)の方法に従って、斜方輝石(γ)および普通角閃石

 (n2)の屈折率の測定を行った。その結果、斜方輝石については1.706-1.709、普通角閃石については

 1.671-1.677の値が得られた。これらの値は、約5,000年前に南会津の沼沢沼より噴出した沼沢沼テフ

 ラ(Nm:只見川第四紀研究グループ,1966;町田ほか,1984)の値に一致する。したがって押出遺跡B

 地点Ⅶ層下部のテフラは、沼沢沼テフラに対比されると考える。沼沢沼テフラは、これまで東吾妻火

 山以南でしか発見されておらず、押出遺跡は今のところ沼沢沼テフラが確認された最も北の位置にあ

 たる。

 遺物包含層は、約6,000年前の吾妻火山灰(Az)の上位、約5,000年前の沼沢沼テフラ(Nm)の下

 位にある。このことから、その年代は5,000年前から6,000年前の時期と推定される。

 表1WDS型EPMAによる火山ガラスの主成分分析結果(単位は重量%)

 2.放射性炭素年代測定

 放射性炭素年代測定は、遺物包含層とその前後の堆積物および住居跡の柱根材について行った.測

 定は学習院大学放射性炭素年代測定室に依頼した。測定結果は表2に示す通りである。



 住居跡の柱根材は、3,870BPから7,030BPまで幅があるものの、約5,000～6,000年前に収まる試料と
 概ね6,500BP前後の値を示す試料とに分かれる。一方、堆積物は3,700～4,800BP、クルミ・炭片は約
 5,000～6,000BPを示す。これらの年代値のうち、柱根材の一部とクルミ・炭片の年代値は、上記した

 テフロクロノロジーに基づく遺物包含層の推定年代の約5,000～6,000年前とほぼ一致する。したがっ

 て、14C年代測定から推定される遺物包含層の年代も約5,000～6,000年前としてよいと考える。

 これよりも古い年代を示す材化石と新しい年代を示す堆積物の測定結果については、何らかの要因

 によるものであると考えられる。一般的には、堆積物の新しい年代については、上位の新しい泥炭質

 粘土層に由来する炭素分の下位への移動による汚染であるとか、年代の古い材については古木の再利

 用などが原因としてあげられることが多いが、ここでは検証材料に乏しいため、詳細を明らかにする
 ことはできない。

 IV.珪藻・花粉化石等からみた押出遺跡の環境

 1.試料

 押出遺跡の堆積物は、ほとんどが泥炭質な堆積物で構成されている。このような堆積物中には、堆

 積当時の古環境を考える上で有効な動・植物化石が包含されている可能性が高い。ここでは、堆積物

 中に包含されている植物化石、とりわけ花粉化石と珪藻化石の組成を明らかにし、遺跡の立地環境に

 ついて検討した。

 珪藻・花粉分析は、昭和60年の第1次発掘調査時に現地で調査・採取したA地点の試料について行っ

 た(図1)。本地点の堆積層中には、VII層下部に沼沢沼テフラ(Nm)、X´層中部に吾妻山火山灰(Az)

 が散在している。分析試料は、現地で5cm幅で連続して採取した試料の中央部から厚さ約5mmの試

 料を採取し、珪藻・花粉分析で分けて使用した。なお、珪藻分析では、分析試料の35点について行っ

 た(図版2)。
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 2.珪藻分析

 珪藻は、珪酸質の殻を上下に重ねた単細胞藻類で海水、汽水、淡水を問わずあらゆる水域に生育し、常

 に大気に曝された好気的環境にも適応できる陸生珪藻の存在も知られている(小杉,1986)。また、淡

 水生種は塩分濃度、水素イオン濃度(pH)、水の流動性など水域の環境の違いにより種の分布が異な

 り、死後埋没してからも分解され難く、化石として堆積物中に保存される。したがって、過去の堆積

 物中に包含されている珪藻化石の種類やその群集組成を明らかにすることにより、当時の堆積環境を

 復原することが可能となる。ここでは、押出遺跡が位置する大谷地の堆積環境の変遷について検討を

 行う。

 (1)分析方法

 珪藻化石の抽出方法は、次に述べる方法で行った.湿重1.9～4.8gの試料について、過酸化水素水

 (H2O2)と塩酸(HC1)で加熱処理し、試料の泥化と有機物の分解・漂白を行う。分散剤を加えて蒸留水

 で満たし、自然沈降法で上澄み液中に浮遊した粘土分を除去する。上澄み液が透明に近くなるまでこ

 の操作を繰り返す。最後にL字形管分離法で試料中に含まれる砂を除去し、珪藻殻の濃縮を行う。処

 理後の残渣を検鏡し易い濃度に希釈し、マイクロピペットで適当量を取りカバーガラス上に滴下する。

 パラフィン伸展器で摂氏50～55度で乾燥し、乾燥後プリューラックスで封入して永久プレパラートを

 作成する.

 検鏡は、油浸600倍あるいは1000倍で行い、メカニカルステージで任意の側線に沿って走査し、珪

 藻化石が200個体以上になるまで同定・計数する(化石の少ない試料はこの限りではない)。同定結果

 は、汽水生種、淡水～汽水生種、淡水生種の順に並べ、その中の各種類をアルファベット順に並べた

 一覧表で示す。なお、淡水生種はさらに細かく生態区分し、塩分・水素イオン濃度(pH)・流水に対

 する適応能についても示す。また、環境指標種についてはその内容を示す。

 (2)結果

 A地点の主要珪藻化石の変遷を図3に示す.また、産出した主な珪藻化石の顕微鏡写真を図版2-3

 に示す。珪藻化石は、分析を行った35点の試料のうち、、Ⅷ'層・Ⅶc層下部(No.28・29)とⅢ層(No.

 8-6)を除く31試料から古環境解析に十分な数量の珪藻化石が検出された。また、Ⅶb層からXI層

 (No.22-39)では、珪藻殻の保存が悪く壊れて破片となっているものが多く認められた.本地点の珪

 藻群集の変遷は、珪藻群集の特徴からD(珪藻cliatomの略)－Ⅰ～V帯に分帯される。さらにⅡ帯はII

 a・Ⅱb・Ⅱc亜帯に、Ⅲ帯はⅢa・Ⅲb亜帯に細分される。各珪藻化石群集帯(珪藻帯)の特徴を下位より

 順に述べる。

 D-Ⅰ帯(No.41-39):淡水域に生育する珪藻が約85%と優占し、淡水～汽水生種を伴う。淡水性

 種の生態性(塩分濃度、水素イオン濃度、流水に対する適応能)では、貧塩不定性種と貧塩嫌塩性種、

 真+好酸性種と真+好アルカリ性種、真+好止水性種が優占あるいは多産する.主な産出種の特徴は、

 好止水性で好アルカリ性、偶来性浮遊生種(普段は、水生植物などに付着して生育しているが、波等の

 物理的な影響を受けて基物から剥離した後は浮遊生活を営む種)のFragilaria construens ｆｏ. venterが20%

 前後と多産し、止水性で貧栄養の腐植酸性水域に生育するtabellaria flocculosa、塩分や塩類を豊富に含

 む電気伝導度の高い水域に生育する淡水～汽水生種のFragilaria brevistriata、流水不定性で沼沢湿地付

 着生種群のEunotia pectinalis var minor、それに水域にも陸域にも生育する陸生珪藻B群であり沼沢湿地

 付着生種群でもあるEunotia praerupta var bidens等を伴う。なお、多産種のFragilaria construens ｆｏ. venter
 は、有機汚濁の進んだ富栄養水域に多産する好汚濁性種(Asai&Watanabe,1995)でもある。沼沢湿

 地付着生種群は、沼よりも浅く水深が1m前後で一面に水生植物が繁茂している沼沢や更に水深の浅
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 い湿地でよくみられる種群である。

 D-Ⅱa亜帯(No.37-32):水生珪藻が全体の約90%を占め優占する。淡水生種の生態性の特徴は、

 貧塩嫌塩性種、真+好酸性種、流水不定生種が優占あるいは多産する。産出種の特徴は、流水不定性

 で好酸性、沼沢湿地付着生種群のEunotia pectinalis var minorが40%前後と優占し、流水不定性の
 Gomphonema parvulum等を少量伴う。

 D-Ⅱb亜帯(No.31-30):淡水性の珪藻が多産するが、陸生珪藻も約30%前後産出する。淡水生種

 の生態性の特徴は、真+好止水性種が増加する他は、前垂帯に近似する。陸生珪藻B群であり沼沢湿

 地付着生種群でもあるEunotia praerupta var bidensが20-40%と優占し、流水不定性で沼沢湿地付着生

 種群のEunotia pectinalis var minor、それに止水性で腐植酸性のtabellaria flocculosaを伴う。
 D-Ⅱc亜帯(No.27-23):再度水生珪藻が80%前後と優占する。生態性の特徴は、貧塩嫌塩性種、

 真+好酸性種、流水不定生種と真+好止水性種が優占あるいは多産する。好止水生で好酸性のEunotia

 lunaris var.subarcuata、流水不定性で好酸性、沼沢湿地付着生種群のEunotia pectinalis var minorが10-

 30%と多産し、陸生珪藻B群であり沼沢湿地付着生種群でもあるEunotia praerupta var bidensを113、流水不

 定性、pH不定性のGomphonema parvulum等を伴う。

 D一Ⅲa亜帯(No.22-15):淡水性の珪藻が約90%と優占する。淡水生種の生態性の特徴は、貧塩不

 定性種、真+好アルカリ性種、真+好止水性種が優占する.好止水性で好アルカリ性、偶来性浮遊生

 種のFragilaria construens fo.venterが30%前後と優占し、同じ生態性のFragilaria construens、F.virescens

 F.brevistriata、止水性で湖沼沼沢湿地指標種群の伴う。湖沼沼沢湿地指標種群とは、

 湖沼における浮遊生種としても沼沢湿地の付着生種としても優勢に出現する種群である。

 D一Ⅲb亜帯(No.14-13):引き続き淡水性の珪藻が優占する。生態性の特徴は、貧塩不定性種と貧

 塩嫌塩性種、真+好酸性種、真+好止水性種が優占あるいは多産する.好止水性で腐植酸性水域に多

 産するTabellaria flocculosaが約30%と優占し、止水性で湖沼沼沢湿地指標種群のAulacosira ambigua、止

 水性で湖沼浮遊性種群のAulacoseira granulata、好止水性で真アルカリ性、沼沢湿地付着生種群の

 Cymbella mesiana、好止水性で腐植酸性水域に多産する沼沢湿地付着生種群のFrustulia rhomboides var.
 saxonica等を伴う。

 D-IV帯(No.11-9):D一Ⅱb亜帯と同様に淡水性の珪藻が多産するが、陸生珪藻も約30%前後産

 出する。淡水生種の生態性の特徴は、貧塩不定性種と貧塩嫌塩性種、真+好酸性種、真+好止水性種

 が優占あるいは多産する。好止水性で好酸性のTabellaria flocculosa、陸生珪藻B群であり沼沢湿地付着

 生種群でもあるEunotia praerupta var bidensが20-30%と優占し、沼沢湿地付着生種群のEunotia

 pectinalis var minor、沼沢湿地付着生種群のCymbella mesiana、好止水性で好酸性のEunotia lunaris等を伴
 う。

 D-V帯(No.5-1):淡水性の珪藻が約80%と優占する。生態性の特徴は、貧塩不定性種、真+好

 酸性種とpH不定性種、流水不定性種と真+好止水性種が優占あるいは多産する。流水不定性で沼沢湿

 地付着生種群のCymbella naviculiformisが約20%と多産し、塩分や塩類の豊富な電気伝導度の高い水域に

 多産する淡水～汽水性種のRhopalodia gibberula、流水不定性で好酸性、沼沢湿地付着生種群のEunotia

 pectinalis var minor、好止水性で好酸性のCymbella amphioxys、流水性で中～下流性河川指標種群の
 Cymbella minuta等を伴う。

 (3)珪藻化石群集からみた堆積環境変遷

 A地点の堆積環境変遷を珪藻帯の特徴に注目して、下部から述べる。

 D-Ⅰ帯(No.41-39)は、XII層とXI層の褐灰色粘土層下半部に対応する。本帯からは、富栄養水域
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 に多く見られるFragilaria属を主体とした偶来性浮遊性種が多産したことにより特徴付けられた。また、

 塩分や塩類を豊富に含む淡水～汽水性種を伴っていた。このことから、下半部の粘土が堆積する頃は

 池沼のような安定した静水域で堆積したと考えられる。水質的には産出種の水素イオン濃度に対する

 適応性の特徴から弱酸性～弱アルカリ性を呈していたと考えられる。池沼のような環境は、花粉分析

 結果とも整合している。本遺跡の東側には、吉野川と屋代川の自然堤防に囲まれた湿地帯が広がって

 いるが、湿地帯は自然堤防によって河川がせき止められたことが形成の要因と考えられることから、

 堰止湖のような環境で堆積した可能性がある。

 D-IIa亜帯(No.37-32)は、XI層の褐灰色粘土層中部～X'層の植物遺体を含む極細粒砂混じり灰

 褐色粘土に対応する。本亜帯になると、前帯で多産した止水性種は急減し、代わって沼沢湿地付着生

 種群が優占することによって特徴付けられた。よって、褐灰色粘土層中部～植物遺体を含む極細粒砂

 混じり灰褐色粘土が堆積する頃になると、本地点は沼沢地～湿地のような水深の浅い水域が推定され

 る。このことは、花粉分析でイネ科・カヤツリグサ科等の草本類が増加すること、強熱減量で堆積物

 中の有機物含量がX'層より上位で増加していることとも調和的である。

 D-IIb亜帯(No.31-30)は、遺物包含層とされるIX'層の極細粒砂混じり灰褐色泥炭質粘土に対応

 している。珪藻化石は、湿地の環境を特徴づける沼沢湿地付着生種群が多産しており、同様の環境が

 引き続きみられたことが推定される。なお、Eunotia praerupta var bidensは、沼沢湿地付着生種群に属
 する他に、陸生珪藻B群にも属するが、No.31-30では他に陸生珪藻がほとんど検出されないことから、

 今回の場合は沼沢湿地付着生種群として生育していたと考えられる。

 VIII'層～Ⅶc層最下部(試料番号29-28)の極細粒砂混じり泥炭質シルトになると、珪藻化石が非常に

 少なくなり、また化石の保存状態も極めて悪くなる。珪藻化石は、乾燥化によって珪藻殻の溶解がす

 すむことが指摘されている(小杉,1987)。そのため、今回の状況も周囲の乾燥化に伴う可能性がある

 が、乾燥した際によくみられる陸生珪藻もほとんど産出しないため、乾燥化の有無については今後の

 検討課題として残される。

 D-IIc亜帯(No.27-23)は、VIIc層の極細粒砂混じり黒色泥炭質粘土に対応している。本亜帯からは、

 沼沢湿地付着生種群を含む好湿地性種が優占したことで特徴付けられたことから、本地点が再度湿潤

 化したことが推定される。珪藻化石の特徴から、弱酸性を呈した沼沢地～湿地のような湿潤な環境で

 あったと考えられる。なお、砂を含むことから河川水の流入も考えられる。

 D-IIIa亜帯(No.22-15)は、VIIb層～VI層の黒褐色泥炭質粘土を主体とした粘土層に対応している。

 本玉帯になると、珪藻化石群集は急激に変化し、栄養物質の多い池沼の沿岸部に普通にみられる

 Fragilariaを主体とした偶来性浮遊性種が急増することで特徴付けられた。この結果はD-Ⅰ帯に類
 似しており、花粉分析の結果とも調和的である。この頃には、弱アルカリ性で富栄養池沼のような止

 水域が再度形成されたと考えられる。

 D-IIIb亜帯(No.14-13)は、V層の暗褐色粘土質泥炭に対応する。本亜帯になると、貧塩嫌塩性

 で腐植酸性水域に生育する止水性種が多産し、湖沼沼沢湿地指標種群や湖沼浮遊性種群を伴う。この

 結果から、腐植酸によって弱酸性を呈した腐植栄養池沼のような止水域に変化したことが考えられる。

 このように、前亜帯の弱アルカリ性の富栄養池沼から本亜帯の貧栄養池沼への移行は、本地点周囲に

 泥炭質の堆積物が発達したことによる水質の変化を反映した可能性がある。

 D-IV帯(No.11-9)は、IV層の植物遺体の多い褐色粘土質泥炭未分解泥炭層に対応している。本帯

 になると、前亜帯に引続き腐植弱酸性止水域を特徴付ける種群の多産と共に沼沢湿地付着生種群が多

 産した。この結果から、弱酸性を呈した池沼が泥炭の発達や地下水位の変動などによって浅くなり、
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 弱酸性の沼沢～湿地のような水深の浅い環境へと変化したことが推定される。

 Ⅲ層(試料番号8-6)の暗褐色粘土質泥炭になると、珪藻化石が非常に少なくなり、また化石の保

 存状態も極めて悪くなる。この変化は、Ⅷ'層～Ⅶc層最下部にみられた変化と類似しており、周囲が

 乾燥化した可能性がある。

 D-V帯(No.5-1)は、Ⅱ層の極細粒砂混じり黒色粘土質泥炭に対応する。本帯になると、再度沼

 沢湿地付着生種群を主体とした群集に変化する.また、中～下流性河川指標種群も低率ながら連続し

 て産出する。このことから、本帯は沼沢～湿地の環境が再度形成されたと考えられる。なお、電気伝

 導度の高い高塩類水域や富栄養水域を特徴付けるRhopalodia gibberulaの産出や流水指標種の産出、それ

 に砂を含む層相からすると、河川水などに伴う富栄養水の泥炭地への流入があった可能性がある.

 以上述べたように、本地点は層相変化にほぼ対応して堆積環境も変遷したことが考えられる.最下

 部のXII層・XI層の粘土層が堆積した頃は、本地点は安定した堰止湖のような止水域が形成されていた

 と考えられる。その年代は、吾妻火山灰(Az)の降灰した約6,000年前よりも以前である。堰止湖の

 形成の要因は、前述したように本地点が吉野川と屋代川の自然堤防に囲まれた湿地帯であったことか

 ら、自然堤防によって河川がせき止められたことが形成の要因と考えられた。

 しかし、その止水域も河川の氾濫等の影響を受けて徐々に埋積が進行して行ったと考えられ、本地

 点はIX'層で示されたような湿地へと変化していく。およそ吾妻火山灰(Az)の降灰前後の時期に相当

 する。おそらく周囲は水生植物の繁茂する湿地や沼沢地のような湿潤な環境となったであろう。

 その後、6,000～5,000年前の時期すなわち、Ⅷ'層～Ⅶc層最下部の形成された頃には、湿地の乾燥化

 があった可能性がある。これは遺物包含層の時期に相当する。遺構の分布状況をみると、住居跡とさ

 れる遺構は遺跡内でも微高地上に位置していることから、この時期は人間が遺構を構築する程度に乾

 燥化が進んでいた可能性がある。

 5,000年前以降は、極細粒砂混じり黒色泥炭質粘土のⅦc層で見られたように再度湿地の環境が形成

 されるようになる。砂を含むことから湿地化の要因は河川の氾濫による影響が考えられる。このよう

 な急激な変化は、本地点が湿地帯に位置しているという地形的な要因を反映していたためと考えられ

 る。北に位置する川樋盆地では、11,000年前、5,500年前、2,000年前の各時期に土砂の進出が確認さ

 れているが、Ⅶc層の堆積時期は5,500年前に近い。現時点では、川樋盆地における環境変化と連動す

 るとは言えないが、年代的には注目される変化である.

 VIIb層～V層の泥炭質粘土が堆積する頃になると、VIIc層の湿地化がさらに進行し、再びD-Ⅰ帯で

 見られたような安定した止水域が形成された。この止水域形成の要因も、土砂の流出と河川のせき止

 めなど地形環境的な変化を反映したものである可能性があると考えられる。

 そしてⅣ層からⅢ層では、止水域の湿地化から湿地の乾燥化までの変化が再び認められ、さらにII

 層形成時において湿地化する様子が見られた。よって、本地点では堰止湖→埋積による湿地化→乾燥

 化→湿地化→堰止湖というサイクルが繰り返されたことが推定される。

 3.花粉分析

 花粉は、被子植物の雄性生殖細胞である。名前は「花粉分析」となっているが、分析によって、花

 粉化石以外にもシダ類胞子や、鮮苔類の胞子などもみつかり、これらも当時の環境を推定する上で重

 要な指標となることから、同定対象としている.花粉化石は、外膜が化学的に安定で分解に強い、多

 量に作られ散布される、種類ごとに形が異なるなどの特徴をもっている。花粉は本来の目的(子孫を

 増やす)に使われるのはごくわずかで、大部分が地表に落下し、水中などに堆積する.これらは長期
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 間分解されずに堆積物中に残存するため、これらの化石を調べることによって、当時の古植生を知り、
 古環境を復元する.

 (1)分析方法

 花粉化石の抽出方法は次の通りである。質重5gの試料について、KOH処理→重液分離→HF処理→

 アセトリシス処理の順に物理・化学処理を行い、花粉・胞子化石を分離・濃集する。処理後、残渣を

 グリセリンで封入してプレパラートを作成し、光学顕微鏡下でプレパラート全面を走査しながら、出
 現する種類(Taxa)の同定・計数を行った。この際の計数は木本花粉が250個以上になるまでプレパ

 ラートの枚数を増やして行った。

 各種類の出現率は、木本花粉は木木花粉総数、草本花粉・シダ類胞子が総花粉・胞子数から不明花

 粉を除く数をそれぞれ基数として百分率で算出する。なお、花粉化石の中には複数の種類間での区別

 が困難な種類があり、それらの種類が検出された時には種類名をハイフォンで結んで表記する.

 (2)結果

 A地点の花粉化石群集の変遷を図4-1・4-2に示す。また、産出した主な花粉化石の顕微鏡写真を

 図版4-7に示す。花粉化石群集の構成比は、木本花粉が全層準で高率を占める。草本花粉はX'層～

 Ⅶc層・Ⅱ層で高率を占め、シダ類胞子が最下層～X'層下部・Ⅲ層で高率を占める。

 木本花粉では、ハンノキ属・コナラ亜属が全層準で高率に出現し、ニレ属一ケヤキ属、クルミ属、

 ブナ属、キハダ属、トチノキ属、カエデ属などを伴う。このうち、ハンノキ属は出現率のばらつきが

 大きく、一時的に急増したり、急減したりを不規則に繰り返す。一方、スギ属、ブナ属、クマシデ属一

 アサダ属は増加傾向を示す。

 草本花粉では、イネ科・カヤツリグサ科が最も多く出現する。このうちイネ科はX'層～、Ⅶc層、VI

 層、Ⅲ層上部～Ⅱ層で高率に出現する。カヤツリグサ科はX'層～IX層、VI層で増加する。また、全層

 準で水生植物の種類が認められる。水生植物の種類構成は層位的に変化し、XI層～Ⅶ'層まではコオホ

 ネ属、ミツガシワ属などの浮葉・抽水植物が連続して出現する。その上位のⅦc層下部になると、こ

 れらは連続して出現しなくなり、抽水植物のミズバショウ属が連続して出現するようになる。また、

 同層準ではワレモコウ属、ミソハギ属といった中生・湿生植物の種類が連続して出現するようになり、

 キク亜科・ヨモギ属が漸増する。Ⅶb層上部～Ⅲ層下部になるとジュンサイ属・コオホネ属が連続し

 て出現するようになる。

 (3)周辺植生

 1)森林植生

 遺跡周辺の森林植生は、基本的にはコナラ亜属を主とし、ブナ属やクルミ属、トチノキ属、キハダ

 属などの種類からなる落葉広葉樹林が成立していたことが推定される。

 また、本層準で高率に出現するハンノキ属は、その出現頻度が層位的に安定していないことから局

 地的な植生を反映している可能性が高く、遺跡周辺の低地にはハンノキ属の湿地林が成立していたこ

 とが推定される。ヤナギ属やトネリコ属もこの湿地林を構成する種類であった可能性が高い。

 Ⅶc層上部では、スギ属が増加し、ブナ属が漸増する.年代的には、指標テフラと14Ｃ年代から、約

 5,000年以降から約2,000年前頃とみられる.このようなスギ属およびブナ属の増加は、第2次発掘調

 査区のN-55グリッドの花粉分析結果(那須ほか,1989)でも認められる。ただし、そこではスギ属

 の増加は本地点ほど顕著でない。また、本地点の北方6Kmの川樋低地での花粉分析結果(中山・宮

 城、1984)では、スギ属の増加は認められていない.

 これらのことを考慮すると、本地点で認められたスギ属の増加が米沢盆地周辺地域の広範囲で起
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 こった変化を示すのではなく、むしろ吉野川・屋代川の水系周辺で局所的にスギ林が増加したことを

 示しているように思われる。スギは現在では山間部にその分布が限られているが、富山県入善町には

 低地にスギの天然林が存在しており、富山県魚津市の海底からはスギの埋没林が検出されている。ま

 た、北陸地方の遺跡からはスギの木製品や自然木が多数検出されていることから、かつては、低地に

 スギが多く生育していたと考えられている.このことから、当時のスギ林は、トネリコ属やハンノキ

 属などと同じように、低湿地を中心に分布していたものと思われる。一方、スギの現在の分布が冷温

 帯下部の年間降水量1,600mm以上の多雨域に多い(塚田1980)ことや、年代的に完新世の最温暖期以

 降の気候の寒冷・湿潤化する時期に相当することを考慮すると、スギの増加は、気候の寒冷・湿潤化

 に起因する可能性もある。

 先にも述べたように今回の分析地点に隣接するN-55グリッドでも、花粉分析が行われている(那

 須ほか、1989)。これらを比較すると、おおよその傾向は一致するが、スギ属やハンノキ属など局地

 性を反映していると思われるものについて、出現率に若干の開きがある。この原因として考えられる

 ものに測定誤差がある。Moore&Webb(1978)を参考にすれば、土壌中から抽出した花粉化石の出現

 率を求める場合、出現率の測定誤差は二項分布に従うと考えられる。花粉分析では、通常基数が200

 個以上になるように計数するが、この場合の測定誤差は、出現率50%の場合において±7%程度であ

 る(信頼度2σとして計算)。その他、花粉化石の供給地に近いほど出現率の変動が大きくなり、ばら

 つきが大きくなる傾向があることから(Moore&Webb,1978)、これも原因と考えられる。おそらく、

 スギ属やハンノキ属の出現率に両者で開きがあるのは、後者の影響の方が強いと思われる。すなわち、

 局地性が高いハンノキ属の出現率に大きなばらつきが見られることによって、他の種類の出現率も相

 対的に変動幅が大きくなり、結果的に近接する地点でも組成が異なっているものと思われる。

 2)低地の植生

 遺跡周辺の低地には、上記したようにハンノキ属などからなる湿地林が成立していたことが推定さ

 れる。また、XＩ層～ＩＸ'層の頃は、ミツガシワ属やコウホネ属、ヒシ属といった比較的水深のある水域

 に生育する植物がほぼ連続して出現することから、当時は調査地点近辺にはこれらの植物が生育する

 池沼が存在したことが推定される。ただ、XI層最上部より上位ではイネ科・カヤツリグサ科といった

 草本類が増加すること、先述した強熱減量で堆積物中の有機物含量がX'層より上位で増加することな

 どから、本地点近辺が湿地化したことがうかがわれる。

 Ⅷ層・Ⅶc層の頃も基本的には同様な湿地の環境下にあったと思われるが、Ⅶ層の頃には若干変化し

 た可能性がある.Ⅶc層では、連続して出現していたコオホネ属などの水深のある水域に生育する水生

 植物が減少あるいは出現しなくなり、変わって抽水植物のミズバショウ属や湿生～乾生のヨモギ属や

 他のキク亜科、マメ科、ワレモコウ属、ミソハギ属といった種類が連続して出現するようになる。ま

 た、イネ科も最高率を示すようになり、さらに、堆積物中の有機物含量も増加する.これらのことは、

 湿地に存在した池沼が認められなくなり、草木植物の繁茂する湿地が拡大したことを示している可能

 性がある.また、本層では有機物含量が高い値を示すものの、未分解な植物遺体が少なく分解が進行

 している。このことは、本層の堆積時・後に分解の進行するような環境、すなわち地下水位の低下す

 る時期が存在したことを示唆している。

 Ⅶb層～Vc層下部になると、再びコオホネ属・ジュンサイ属といった比較的水深のある水域に生育

 する植物が連続して出現するようになり、これらの植物が生育する池沼が周囲に存在するようになっ

 たことが考えられる。また本層位は、上記したようにスギ属やブナ属が増加し、気候が寒冷・湿潤化

 したと推定される層位とほぼ一致しており、ここでの変化もまた気候変化と関係しているのかもしれ
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 ない。

 東日本における後背湿地は、耕作地や宅地などになっており、現在では自然状態をみることはでき

 ない。しかし、断片的な情報をもとにした結果、自然堤防上の自然植生としてオギやヨシなどの草本

 類や、ケヤキ、オニグルミなど湿地を好む木本類が推定されている.また、本地域の潜在自然植生

 (人為的干渉がなくなり放置された際に想定される植生)は、ケヤキ、ハルニレ、ハンノキ、トネリコ

 などの群集が推定されている(宮脇編著,1987)。さらに、隣接する地点の花粉分析結果をみても、

 木本花粉では、ブナ属、コナラ亜属、ハンノキ属、クルミ属、ニレ属一ケヤキ属など、草本類ではイ

 ネ科、カヤツリグサ科、ヨモギ属などが多い(那須ほか,1989).以上のことから、押出遺跡が成立

 していた当時の植生は、周辺の山地などにはナラ類・ブナ類などからなる冷温帯性の落葉広葉樹林が

 成立しており、遺跡周辺の低地にはハンノキ属などの湿地林やコウホネ属などが生育する池沼が存在

 する湿地の環境が広がっていたことが推定される.

 一方、出土する住居跡に使用されている柱根材の樹種の大半が後述するようにトネリコ属であるが、

 花粉化石では本種の出現頻度は低い。これは、トネリコ属花粉の出現頻度が実際の植生量に対して過

 小評価されることに起因する可能性がある。また、ここでの柱根材の数は数千本以上であり、周辺の

 植生に対して人類の干渉の影響が及んでいたことが推定される。、Ⅷ層でのヤナギ属近似種花粉の減少

 は、そのことを示唆しているようにもみえるが、局地的な植生を反映している可能性もあり、今後の

 空間的な検討を必要とする。

 4.花粉化石・珪藻化石からみた押出遺跡の立地環境

 ここではA地点で珪藻化石と花粉化石から推定された堆積環境・植生の変遷を基にして押出遺跡が

 成立していた当時およびその前後の時期の低地の環境について述べる。両分析結果から推定される低

 地の環境変遷を図5に示す.

 押出遺跡の文化層は、先に述べたように5,500年前に噴出した吾妻山火山灰と5,000年前に噴出した

 沼沢沼テフラの間にある。この問の植生は、花粉化石で推定されたように周辺森林植生はブナ属・コ

 ナラ亜属を主とする林にカエデ属・トチノキ属・クルミ属などを伴う落葉広葉樹林であった。低地に

 はハンノキ属やヤナギ属などからなる湿性林やコウホネ属などの水生植物が生育する池沼が存在する

 湿地の環境が広がっていたとみられる。このことは、流木の樹種同定結果や珪藻分析結果とも矛盾し

 ない。また、当時の植生は、多少の人類の干渉の影響を受けていたことが、遺物包含層から多量の土

 器と同時に可食植物のクリ・クルミ・ヒシ・コウホネなどの種実が多数検出されること、住居跡の柱

 材として多数の樹木が使用されていることから推定される。ただし、花粉分析の結果ではそのような

 植生干渉を裏付ける結果は得られておらず、今後の検討を要する。

 ところで、押出遺跡の人類が、何故、このような湿地を生活の場として選択したのか、また、遺跡

 が縄文時代の前期の短期間に営まれただけで継続されなかったのだろうか。これらのことについては、

 未だ不明な点が多い.ただ、A地点の珪藻分析・花粉分析の結果を見る限り、遺跡が成立したのは、

 本地点がコオホネ属やヒシ属が生育する比較的水深のある池沼から、湿地の環境へ変遷した後である

 ことがわかる。また、遺物包含層になると流水性の珪藻化石の出現頻度が低くなる。このことは、遺

 跡が成立した頃は河川の氾濫などの影響を受けにくくなった可能性もある.住居跡の花粉分析結果で

 は、化石の保存状態が悪くなっており、一時的に好気的環境下におかれた可能性もある。これらのこ

 とから、人間の痕跡が認められる時期においては、水の影響が比較的少なかったと推測される。しか

 しながら、随伴する種実遺体や花粉化石群集を見る限りでは、水生植物が多く検出されることから、

 一17一





 広範囲に渡って水の影響が少なくなったとは考えにくく、あくまで局所的な変化であった可能性が高

 い。また、遺跡が短期間で廃絶されたことからも、離水した環境は短期間であったと推測される。遺

 跡周辺の地形発達と水域環境の変化については、前述したように近接する川樋盆地における土砂の進

 出との関連も考えられ、特に、土砂進出の時期の一つが、押出遺跡の時期とほぼ同時であることは、

 遺跡の形成と廃絶に何らかの関連があったことが示唆される。しかし、実際には土砂の進出と遺跡の

 時期との前後関係は明らかではなく、そのため、関連があったとしても遺跡の形成に関わったのかあ

 るいは廃絶に関わったのかも不明である.今後周辺域の情報の蓄積を待って、遺跡周辺の地形発達過

 程を検討することが必要である。

 5.種実利用

 一方、近年の低湿地遺跡の発掘成果によって、種実のあく抜きや貯蔵等を行うため施設である「水

 場遺構」が各地で検出されている。これらの遺構ではドングリ類やトチノキなどといったあく抜きが

 必要な種実が随伴して検出されており、本遺跡との類似点も多い。表3に粉川昭平氏同定による木遺

 跡出土の種実同定結果を示し、花粉分析の結果もふまえて、遺跡内での植物利用に関する検討を行う。

 粉川氏の同定は遺物包含層を中心として、検出された種実の同定が行われている。なお、植物名(学名

 と和名など)の誤記や不統一、分類群の階層が整理されていない等の不備が散見されるが、ここでは原

 文のまま表示し、文章中では適宜読替等を行って整理する。

 今回検出された植物をみると、いずれも周辺に生育可能な種類である。また、表面が堅くて残りや

 すいものが多く検出される傾向にある。ヒルムシロ属、ミクリ属、ホタルイ属、ウキアガラ、オニバ

 ス、コウホネ、ヒツジグサ、ミツガシワ、ヒシ、ヒメビシ、ゴキズルなど池沼に由来するもの、カヤ、

 イヌガヤ、クリ、ヤマボウシ、ブドウ属、エゴノキ、ニワトコなど山地との林縁を中心に生育するも

 の等が検出される。

 また、発掘中に検出された種類等も含めると、可食できる種類が多く認められる。水生植物では、

 オニバス、ヒシ、ヒメビシなどは種実も大きく、生食可能なので食用としては適している。また、コ

 ウホネは小さく食用には適さないと思われるが、まとまって出土していることや、炭化したものが認

 められることから、何らかの用途で採取・利用された可能性はある。これらの一部は、花粉化石でも

 検出されており、生育環境も似ていることから、遺跡周辺の池沼に繁茂していたと考えられ、容易に

 採取できたことが予想される。また、ブドウ属、ヤマボウシ、ニワトコ等山野で採取可能な液果、オ

 ニグルミ、クリ、カヤなどの堅果類が検出されるが、いずれも生食可能な種実ばかりである(表3).花

 粉分析の結果と重複する種類も多く、当時の植生環境を考えれば、いずれも周辺で容易に採取可能な

 種類であったと思われる。渡辺(1984)によれば、あく抜きが必要な種実の利用は縄文時代中期以降

 に本格化するとされている点や、遺構・遺物の状況からも、これらの「水場遺構」とは様相が異なっ

 ており、種実や花粉化石の結果からみた範囲では、湿地を生活の場として選択した理由は不明である。
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 6.住居跡の堆積物の花粉化石群集

 住居跡の堆積物中の花粉化石群集を明らかにし、住居の形態などを考える上での参考となる資料の

 作成を行った。

 分析試料は発掘担当者が現地でST-10、ST-13、ST-15の3地点から採取したものである。これらの

 試料の採取層位については不明であり、ここでは結果についてのみ記載する。分析方法は上記した花

 粉の抽出方法と同様である。

 住居跡のマウンド堆積物の花粉化石群集(図6)をみると、住居跡の堆積物のうち、ST-13の

 No.1・6・11、ST-15のNo.8・9・10では化石数が少なく、検出される花粉化石は保存が良くなく風

 化しているものがほとんどであった。良好に出現した住居跡の堆積物の花粉化石群集は、ほぼ類似し

 た群集組成を示す。構成比では木本花粉が50%以上と高率を占める。各種類では、コナラ亜属とハン

 ノキ属が高率に出現する。また、ヤナギ属も多い。草本花粉ではイネ科・カヤツリグサ科が10%前後

 の出現率を示す。オモダカ属、コオホネ属などの水生植物の種類を伴う。このような傾向は、A地点

 の組成と類似するが、A地点と比べて花粉化石の保存が悪く、風化の痕跡が認められる.花粉化石は

 好気的環境下で風化しやすいことを考慮すると、遺構が構築された時期に一時的に離水するような環

 境になった可能性がある。このような傾向は層序の項や珪藻分析の成果などにも示されているが、不

 明な部分も多く、今後周辺域の情報の蓄積を待って、遺跡周辺の地形発達過程を検討することが必要
 である。
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 V.出土木材の樹種同定

 1.試料

 試料は、縄文時代前期(大木4式期)の住居跡とされる遺構から出土した柱根や周囲から出土した

 流木など2,387点である。

 2.分析方法

 樹木は種類によって持っている組織の種類や配列が少しづつ異なっている。樹種同定は、組織の種

 類や配列を顕微鏡で観察し、既知の標本と比較することで種類を同定する方法である。

 剃刀の刃を用いて木口(横断面)・柾目(放射断面)・板目(接線断面)の3断面の徒手切片を作製

 し、ガム・クロラール(抱水クロラール、アラビアゴム粉末、グリセリン、蒸留水の混合液)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、生物顕微鏡で観察・同定する。なお、同定

 の根拠となる顕微鏡下での木材組織の特徴等については、島地・伊東(1982)等を参考にした。

 3.結果

 樹種同定結果を表4に示す。劣化が進んでいる等の理由により同定できない試料が17あった。また、

 樹皮のみで木部細胞が残存していなかった試料が3点あった。これらの20点を除く2,367点が、針葉

 樹1種類(マツ属複維管束亜属)と広葉樹21種類(ヤナギ属・オニグルミ・ハンノキ属ハンノキ亜属・

 アサダ・コナラ属コナラ亜属コナラ節・クリ・ニレ属・エノキ属・ケヤキ・ヤマグワ・モクレン属・

 サクラ属・ナナカマド属・イヌエンジュ属・キハダ・ニガキ・ヌルデ・カエデ属・ケンポナシ属・ト

 ネリコ属・リョウブ)に同定された.全体では、トネリコ属が1,058点で最も多く、次いでヤナギ属

 (561点)、コナラ節(199点)、オニグルミ(151点)、ハンノキ亜属(127点)、クリ(77点)、モクレ

 ン属(46点)等となる。

 同定された各種類の主な解剖学的特徴等を以下に記す。また、各樹種の中から代表的な試料1点を

 選択し、3断面の木材組織写真を図版4～11に示す。

 ・マツ属復維管束亜属(Pinus subgen. Diploxylon)マツ科
 軸方向組織は仮道管と垂直樹脂道で構成される。仮道管の早材部から晩材部への移行はやや急で、

 晩材部の幅は広い。垂直樹脂道は晩材部に認められる。放射組織は仮道管、柔細胞、水平樹脂道、

 エピセリウム細胞で構成される。放射仮道管内壁には顕著な鋸歯状の突出が認められる.分野壁孔

 は窓状となる.放射組織は単列、1-15細胞高.

 ・ヤナギ属(Salix)ヤナギ科

 散孔材で、道管は単独または2-3個が複合して散在し、年輪界に向かって径を漸減させる。道管

 は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は異性、単列、1-15細胞高。

 ・オニグルミ(Juglans mandshurica Maxim.subsp.(Maxim.)Kitamura)クルミ科クルミ属
 散孔材で、道管は比較的大径、単独または2-4個が主に放射方向に複合して散在し、年輪界付近

 でやや急激に管径を減少させる。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、

 1-4細胞幅、1-40細胞高。

 ・ハンノキ属ハンノキ亜属(Alnus subgen.Alnus)カバノキ科

 散孔材で、管孔は単独または2-4個が放射方向に複合して散在する。道管は階段穿孔を有し、壁

 孔は対列状に配列する.放射組織は同性、単列、1-30細胞高のものと集合放射組織とがある。
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 ・アサダ(Ostrya japonica Sarg.)カバノキ科アサダ属
 散孔材で、管孔は単独または放射方向に2-4個が複合して散在する。道管は単穿孔を有し、壁孔

 は交互状に配列、内壁にはらせん肥厚が認められる。放射組織は同性、1-3細胞幅、1-30細胞高.

 ・コナラ属コナラ亜属コナラ節(Quercus subgen. Lepidobalanus sect. Prinus)ブナ科
 環孔材で孔圏部は1-4列、孔圏外で急激に管径を減じたのち、漸滅しながら火炎状に配列する。

 道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、単列、1-20細胞高のものと複

 合放射組織とがある。

 ・クリ(Castanea crenata Sieb. et Zucc.)ブナ科クリ属

 環孔材で、孔圏部は3-5列、孔圏外で急激～やや緩やかに管径を減じたのち、漸減しながら火炎

 状に配列する。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する.放射組織は同性、単列、1-15細

 胞高。

 ・ニレ属(Ulmus)ニレ科

 環孔材で、孔圏部は1-3列、孔圏外で急激に管径を減じたのち漸滅、塊状に複合し接線・斜方向

 の紋様をなす。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列、小道管内壁にはらせん肥厚が認められ

 る。放射組織は同性、1-6細胞幅、1-40細胞高。

 ・エノキ属(Ceitis)ニレ科

 環孔材で孔圏部は3-4列、孔圏外でやや急激に管径を減じたのち漸滅、塊状に複合し、接線・斜
 方向の紋様をなす。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列、小道管内壁にはらせん肥厚が認め

 られる。放射組織は異性、1-8細胞幅、1-50細胞高。放射組織には鞘細胞が認められる。

 ・ケヤキ(Zelkova serrata (Thunb.) Makino)ニレ科ケヤキ属

 環孔材で、孔園部は1-2列、孔圏外で急激に管径を減じたのち漸減、塊状に複合し、接線・斜方
 向の紋様をなす。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列、小道管内壁にはらせん肥厚が認めら

 れる。放射組織は異性、1-8細胞幅、1-60細胞高。放射組織の上下縁辺部を中心に結晶細胞が認
 められる。

 ・ヤマグワ(Morus australis Poiret)クワ科クワ属

 環孔材で、孔圏部は3-5列、孔圏外への移行は緩やかで、年輪界に向かって径を漸減させながら
 単独または2-5個が塊状に複合して配列する。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列、小道管
 内壁にはらせん肥厚が認められる。放射組織は異性、1-6細胞幅、1-50細胞高で、しばしば結晶
 を含む。

 ・モクレン属(Magnolia)モクレン科
 散孔材で、横断面では角張った楕円形～多角形、単独または2-4個が放射方向に複合して散在す

 る。道管は単穿孔を有し、壁孔は階段状～対列状に配列する。放射組織は異性、1-2細胞幅、1-
 40細胞高。

 ・サクラ属(Prunus)バラ科

 散孔材で、横断面では角張った楕円形、単独または2-8個が複合し、晩材部へ向かって管径を漸
 滅させながら散在する。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列、内壁にはらせん肥厚が認めら
 れる。放射組織は異性、1-5細胞幅、1-30細胞高。

 ・ナナカマド属(Sorbus)バラ科

 散孔材で、横断面では多角形、単独または2-5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、壁孔は交互状に配列、内壁にはらせん肥厚が認められる。放射組織は異
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 性、1-3細胞幅、1-20細胞高。

 ・イヌエンジュ属(Maackia)マメ科

 環孔材で、孔圏部は2-4列、孔圏外でやや管径を減じた後、多数の道管が集まって接線方向、斜

 方向に複合し、木口面で帯状の模様をつくる。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。小

 道管は階層状に配列し、内壁にはらせん肥厚が認められる。放射組織は同性、1-8細胞幅、1-60

 細胞高。軸方向柔組織は、周囲状およびターミナル状。

 ・キハダ(Phellodendron amurense Ruprecht)ミカン科キハダ属

 環孔材で、孔圏部は2-5列、孔圏外でやや急激に管径を減じたのち漸減、塊状に複合し接線・斜

 方向の紋様をなす。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列、小道管内壁にはらせん肥厚が認め

 られる。放射組織は同性、1-5細胞幅、1-40細胞高。

 ・ニガキ(Picrasma quassioides(D.Don)Benn.)ニガキ科ニガキ属
 環孔材で、孔圏部は2-3列、孔圏外で急激に管径を減じたのち漸減する.大道管は管壁は厚く、

 横断面では円形～角張った円形、単独、小道管は、横断面では円形～多角形で単独～塊状となる.

 道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、1-5細胞幅、1-40細胞高。

 ・ヌルデ(Rhus javanica L.)ウルシ科ウルシ属

 環孔材で、孔圏部は2-5列、孔圏外で急激に管径を減じたのち漸減する。小道管の管壁厚は中庸、

 横断面では楕円形～やや角張り、2B個が複合し、複合部はさらに厚くなる。道管は単穿孔を有し、

 壁孔は交互状に配列、小道管内壁にはらせん肥厚が認められる.放射組織は異性、1-5細胞幅、

 1-40細胞高。

 ・カエデ属(Acer)カエデ科

 散孔材で、横断面では角張った楕円形、単独および2-3個が複合して散在し、晩材部へ向かって

 管径を漸滅させる.道管は単穿孔を有し、壁孔は対列～交互状に配列、内壁にはらせん肥厚が認め

 られる。放射組織は同性、1-5細胞幅、1-30細胞高。木口面で木繊維が不規則な紋様をなす.

 ・ケンポナシ属(Hovenia)クロウメモドキ科

 環孔材で、孔園部は3-5列であるが、孔圏外への移行は緩やかで境界は不明瞭。小道管は横断面

 では円形～楕円形、単独または放射方向に2-3個が複合する。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状

 に配列する。放射組織は異性、1-5細胞幅、1-50細胞高。

 ・リョウブ(Clethra barbinervis Sieb.etZucc.)リョウブ科リョウブ属

 散孔材で、管壁厚は中庸、横断面では角張った円形、単独で散在する.道管は階段穿孔を有し、

 壁孔は交互状～階段状に配列する。放射組織は異性、1-4細胞幅、1-30細胞高。

 ・トネリコ属(Fraxinus)モクセイ科

 環孔材で、孔圏部は2-3列、孔圏外で急激に管径を減じたのち漸滅する。道管壁は厚く、横断面

 では円形～楕円形、単独または2個が放射方向に複合し、複合部はさらに厚くなる。道管は単穿孔

 を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、1-3細胞幅、1-40細胞高。
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 4.木材利用について

 住居跡とされる遺構から出土した柱材や流木には合計22種類が認められた.各遺構別の種類構成を
 表5および図7に示す。柱材に最も多く出土したのはトネリコ属で、全試料の44.3%(1,058点)を占
 めている。次いでヤナギ属(23.5%)、コナラ節(8.3%)、オニグルミ(6.3%)、クリ(3.2%)、モクレ

 ン属(1.9%)となるが、その他の種類は1%以下である。全体的に重硬で強度の高い種類が多いが、軽
 軟で保存性の低いヤナギ属も多く利用されており、使用されている木材の材質には幅がある。

 比較的試料数が多い住居跡について種類構成を比較すると、ST-13、15、30は似ており、トネリコ

 属が多く、ヤナギ属、コナラ節が比較的多い。一方、ST-14では、上記3棟に比較してトネリコ属の

 比率が少なく、ヤナギ属がトネリコ属よりも若干多い.また、ST-16、18、20では、トネリコ属が多
 い傾向は変わらないが、ヤナギ属がやや少なく、コナラ節、クリ、モクレン属が多くなる傾向がある。

 試料数が100点未満の住居跡については、木材利用の傾向を把握することは難しいが、利用されてい

 る樹種に大きな違いは認められない.また、試料数の多い住居跡ほど種類数も多くなる傾向があるこ

 とから、試料数の少ない住居跡でも実際には確認された以上の種類が利用されていた可能性がある。

 表5遺構別種類構成

                          ＼＼＼＼樹＼種遺構なと＼複維管束亜属オニグルミヤナギ属ノ、ンノキ属アサダコナラ節クリエノキ属ケヤキニレ属ヤマグワモクレン属サクラ属ナナカマド属イヌエンシユキノ、ダヌルデカエデ属リョウブニガキケンポナシトネリコ属樹皮種類不明合計
                          ST-153131628

                          ST.21124

                          ST-421311513

                          ST-682271123228

                          ST-107111212361355

                          ST-113137

                          ST-133278225811432332188325

                          ST-14ll62618321221156165

                          ST-15525213313221124181

                          ST-15ネタ142421133

                          ST-16162052913218211254136

                          ST-17101223137

                          ST-1815141112511582135110

                          ST-19414ll101224∠13192

                          ST-20232942054135112297197

                          ST-22215!1625

                          ST-23233342121663

                          ST-242212811111956

                          ST-2518101331111048

                          ST-2721121512

                          ST-2821112025

                          ST-2963211417

                          ST-30291119ll12131332284

                          ST-3351889212131968

                          ST-3410171312121157

                          ST-352451517

                          ST-3641312617

                          ST-3753412

                          ST-3835121416

                          SM.1175312854

                          木根2158

                          横木21113114178

                          流木388313131040

                          その他41312941212112979

                          合計6151561127219977126142646231221015362010583172387
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 出土した柱材のうち、主に第2次調査・第3次調査では直径が計測されている。柱材の遺構別・樹
 種別の最大径・最小径・平均値を表6に示す。柱材は、全体で最大径190mm、最小径10mmで、平均
 は80mmであった。住居別にみると、最大径は100-190mmで、最大で約2倍近い差がある。最小径は、

 10-55mmで40-50mm前後の住居跡が多い。樹種別にみると、ほとんどの樹種が最大径で100mmを越

 えており、複維管束亜属、オニグルミ、ヤナギ属、コナラ節、クリ、キハダ、トネリコ属では150mm

 を超える柱も認められる。一方、アサダ、エノキ属、リョウブでは、最大でも100mm未満となり、利

 用されている木材が小径となる傾向がある。径の小さな木材については点数自体が少ないが、最大径

 が150mmを超える木材では点数の多いトネリコ属、コナラ節、オニグルミ、ヤナギ属等が含まれる一

 方で、点数の少ない複維管束亜属やキハダも含まれる。また、ハンノキ亜属は、出土点数が比較的多
 いが150mmを超える木材は1点も認められない。

 また、各遺構別・樹種別に柱材の径と点数をみると(表7)、径が計測された1,821本のうち、1,516

 本が50-100mmであり、101-150mmは233本、150mmを超えるものは11本しかない。この傾向は住

 居別にみてもほぼ同様であり、住居の柱材は直径50-100mmの木材が主であったことが推定される。

 また、樹種別に見ると、50-100mmの木材には、計測した木材に認められた樹種のうち、サクラ属を

 除く全樹種が認められる。50-100mmに認められた種類の多くは、101-150mmの木材でも認められる。

 50mm未満の小径の木材では、ヤナギ属とトネリコ属が多く、他にオニグルミ、コナラ節、ニレ属、

 カエデ属が少数認められる。また、150mmを超える木材には、オニグルミ、ヤナギ属、コナラ節、ク

 リ、トネリコ属が認められる。点数の多い樹種では小径のものから大径のものまで認められるが、点

 数の少ない樹種では50-150mmにほぼ収まる。

 確認された樹種には高木となる種類も多く含まれている。実際にトネリコ属では、直径30cm

 (300mm)の自然木が認められていることから、利用された木材以上に径の大きな樹木が生育してい

 たことが推定される。今回確認されたような直径が5cm未満の木材は、幼樹または枝材を利用したと

 考えられる。利用されている樹種に重硬な種類が多いとはいえ、直径が50mm未満の木材では柱材に

 必要な長さが得られたとは考えにくい。また、木材が密集して打ち込まれている状況を考慮したとし

 ても小径の木材が柱材のような強度を有する用途に利用できたとは考えにくい。そこで、柱材の平面

 分布や断面での状態等と樹種同定結果を合わせて傾向があるか検討した。平面分布の検討では、比較

 的試料数が多い住居跡の中から、径が計測されている2棟(ST13、20)と、径は計測されていない

 が、断面での柱材の状態が記録されている1棟(ST15)の合計3棟について平面分布図を作成した

 (図8～10)。

 ST13は、合計で15種類が利用されており、トネリコ属が全体の約6割(188点)を占め、次いでヤ

 ナギ属(78点)、コナラ節(25点)、クリ(8点)等となり、その他の樹種は1-4点であった。また、

 径でみると、径が計測されている313点中288点が50-100mm、101-150mmが15点、50mm未満が8

 点、151mm以上が2点となる。樹種別に径をみると、トネリコ属は181点中171点が50-100mmであ

 り、他に50mln以下と101-150mmが各5点あるが、151mmを超える柱は検出されていない。一方、

 ヤナギ属は、50-100mmに75点中67点が収まるが、50mm未満1点、101-150mm6点、151mm以上

 1点と全ての径分類で認められた。クリは、7点中6点が50-100mmであるが、151mmを超える柱も

 1点ある。これらの平面分布をみると、ヤナギ属は単独で打ち込まれている柱よりも伺本かがまとまっ

 て打ち込まれている場合が多く、特に南側から東側にかけて集中する傾向がある。一方、25点あるコ

 ナラ節は、住居の東側にやや多いが、一ヶ所にまとまることは少ない。また、径の大きな柱について

 みると、151mmを超えているクリとヤナギ属の各1本は、住居北東部に並んで出土している。101一
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 150mmの柱は、住居の外周や小径の柱の間に点在しているが、出土位置に特定の傾向は認められない。

 同じく柱材の径が計測されているST20は、合計で14種類が利用されており、トネリコ属が全体の約5

 割(97点)を占め、次いでヤナギ属(29点)、オニグルミ(23点)、コナラ節(20点)等となり、その

 他の樹種は1-5点であった。柱材の径別にみると、径を計測した180点中161点が50-100mmであり、

 101-150mmが14点、50mm未満が5点あるが、151mmを超える柱は認められていない。点数の多い

 樹種(トネリコ属・ヤナギ属・オニグルミ・コナラ節〉の径を見ると、コナラ節では50mm未満の柱

 が認められないが、他はよく似ており、50-100mの柱を中心に101-150mmと50mm未満の柱が少数

 認められる。試料数が少ない樹種では、ハンノキ亜属で101-150mmの柱が1点認められたが、他は

 全て50-100mmであった。これらの平面分布を見ると、住居の西側でトネリコ属以外の樹種が若干多

 いが、全体を通してトネリコ属とその他の樹種が混在して利用されている.径の分布でみると、101-

 150mmの柱は50-100mmの柱の中に散在しているが、接しているものもある。

 ST-13とST-20では、径は計測されているが、個々の柱の長さなどは計測されていない。一方、ST-

 15は、径は計測されていないが、断面での柱材の打ち込み状況が記録されており、それをみることで

 長さ等の情報を加えることが可能である。ST-15の断面をみると、先端加工が明瞭で約2m間隔で深

 く打ち込まれた柱と、先端加工がそれほど明瞭ではなく、打ち込みが浅く、密集している柱とがある。実

 測図でみる限りでは、深く打ち込まれた木材は全体的に径が大きい傾向があるが、打ち込みの浅い木

 材は径の比較的大きなものから細いものまで含まれている.樹種をみると、深く打ち込まれた木材は、

 樹種同定を実施したものは全てトネリコ属である。一方、打ち込みが浅い木材は、トネリコ属を主体

 とするが、ヤマグワ、ヤナギ属、オニグルミ、コナラ節等が混じっており、種類構成が異なる。これ

 を平面分布でみると、樹種の分布はST-20と同じく全ての樹種が混在した状態であり、特定の樹種が
 特定の場所に集中したりする傾向は見られない。打ち込み深度でみると、打ち込み深度の深い柱は、
 その他の柱の中や外周に散在しているが、柱間の距離は区々で、住居西側では打ち込み深度の深い柱

 が3本集まっている場所もある。

 なお、打ち込み深度がわかる住居では、他にST-17で樹種同定を実施している。ST-17は、ST-15よ

 りも規模が小さく、樹種同定点数も少ないが、やはり先端加工が明瞭で深く打ち込まれた柱と打ち込
 み深度の浅い柱とがある。深度の深い柱は、樹種同定を実施した範囲ではほとんどトネリコ属である。
 一方、打ち込みの浅い木材ではヤナギ属やクリも利用されており、トネリコ属の利用が少ない傾向が
 ある。

 樹種同定は実施していないが、ST-32も断面図をみる限りでは打ち込み深度の深い柱と浅い柱とが
 ある。これらの結果から、住居跡に打ち込まれた柱には打ち込み深度の異なる2種類があり、打ち込
 みの浅い柱では複数の樹種が利用され、木材の選択性が低い。一方、打ち込みの深い柱では確認した
 範囲では全点がトネリコ属であり、選択性が高い。このことを考慮すれば、ST-13とST-20について
 も径の太い木材を中心に打ち込み深度の深い木材が含まれており、ST-15と同様の傾向がみられる可
 能性がある。

 打ち込み深度の違いは、木材の用途の違い等を反映している可能性がある。特に、小径の木材では
 種類数が多く、強度・保存性の低いヤナギ属も多数利用されていることから、構築材以外の用途に利
 用されたと考えられる。ST-15等で打ち込み深度の深い木材の間を埋めるように密集して打ち込まれ
 ている状況を考慮すると、打ち込み深度の深い木材を安定させるための地盤強化等を目的とした打ち
 込み杭などに利用された可能性がある。打ち込みの深い木材は、地上部に上屋等の構造物を構成して
 いた可能性もあるが、上屋を直接示す遺留物が残存していないため詳細は不明である。本遺跡では、
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 ST-13、20以外にも直径を計測している住居跡は多数あるが、径を計測している試料では、長さが分か

 る試料が1点もない。そのため、直径と打ち込み深度の関係は不明であるが、直径の小さな木材が打

 ち込み深度の深い木材のような長い材を得られたとは考えにくいため、少なくとも小径の木材は打ち

 込み深度が浅い木材に由来すると考えられる。各住居で50-100mmの木材が主となる点を考慮すると、

 住居による木材の組成の違いは打ち込み深度の浅い木材の種類構成を反映している可能性がある。し

 かし、各住居で認められた径の大きな木材には、トネリコ属以外の木材も認められている。これらが

 打ち込み深度の浅い木材なのか深い木材なのかは確認できておらず、今後各木材の長さも含めた検討

 が必要である。

 なお、確認された種類は、花粉分析、流木の樹種同定、粉川氏による種実同定で確認された種類と

 も調和的である。特に多く認められたトネリコ属、ハンノキ亜属、ヤナギ属は湿地に生育する種類で

 あり、遺跡周辺の大谷地内を中心に木材を得た可能性がある。一方、コナラ節、ヤマグワ、クリ、ア

 サダ等は湿地には生育しないが、河道沿い等には生育することから周囲の河川沿い等に生育していた

 可能性がある。

 VI.ま

と

め

 層序の検討では、基盤は押出遺跡の西方を流れる吉野川の河床砂に相当する砂層であり、その上位

 にXIII層からⅠ層までの基本層位が設定されている。層相は、XIII層～VIII層、VI層、Ⅰ層の粘土層、Ⅶ層、

 Ⅱ層の泥炭質粘土層、V層～Ⅲ層の粘土質泥炭層とに分けられる。また、強熱減量からはIV層～II層

 中部が粘土質泥炭、IX'層～Ⅶa層、V層、Ⅱ層最上部は泥炭質な粘土といえる。

 遺物包含層の年代を検証する手法として、噴出年代が明らかにされている指標テフラの検出と放射

 性炭素年代の測定を行った。指標テフラは、XI層の直上、X層の最下部から吾妻火山灰(Az)が検出

 され、Ⅶ層下部から沼沢沼テフラ(Nm)が検出された。吾妻火山灰(Az)の噴出年代は6,000年前と

 され、沼沢沼テフラ(Nm)の噴出年代は約5,000年前とされている。遺物包含層は、吾妻火山灰(Az)

 の上位、沼沢沼テフラ(Nm)の下位にあることから、その年代は5,000年前から6,000年前の時期と

 推定される。一方、放射性炭素年代測定では、住居跡の柱根材は約5,000～6,000年前に収まる試料と

 概ね6,500BP前後の値を示す試料とに分かれ、堆積物は3,700～4,800BP、クルミ・炭片は約5,000～

 6,000BPというそれぞれの年代が得られた。これらの年代値のうち、上記したテフロクロノロジーに

 基づく遺物包含層の推定年代とほぼ一致する、柱根材の一部とクルミ・炭片の年代値である約5,000～

 6,000年前を14C年代測定から推定される遺物包含層の年代とした。

 A地点における堆積環境の変遷を検討するために珪藻分析を実施した。その結果、約6,000年前より

 も以前は、止水域であったが、その後埋積により湿地へと変遷した.6,000～5,000年前の遺物包含層

 の時期になると、遺構が構築されている場所では乾燥化した可能性が示唆された。しかし、この乾燥

 化は長くは続かず、5,000年前以降になると再び湿地化し、堰止湖のような止水域へと変化することが
 明らかとなった。

 古植生を推定するために、花粉化石を実施した。その結果、周辺森林植生はブナ属・コナラ亜属な

 どの落葉広葉樹林を主とする豊富な樹種で構成されていたと考えられる。また、低地にはハンノキ属

 やヤナギ属などからなる湿性林や水生植物が生育する池沼が存在する湿地の環境が広がっていたとみ

 られる。遺跡からは、オニグルミ、ヒシ、クリ、コウホネなどの可食植物が検出されるが、これらは
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 周辺で容易に採取可能であり、当時の植物質食糧として重要であったとみられる.一方、住居跡の花
 粉分析結果では、化石の保存状態が悪くなっており、一時的に好気的環境下におかれた可能性もある.
 以上のことから、当時の人々が湿地を生活の場として選択した理由として、一時的に水の影響が少な

 くなったことや、有用な可食植物が周辺に多く食糧確保が容易であったことなどが推測される。

 住居跡における柱材の木材利用を明らかにするために多数の柱材について樹種同定を実施した。そ

 の結果、柱材に合計22種類の木材が確認され、多くの樹種が利用されていたことが明らかとなった.

 とくにトネリコ属が多いが、これらは花粉分析の結果から周囲の低地や山地に生育していたと考えら

 れ、周辺で入手可能な木材を利用したことが推定される.また、柱材の出土状況をみると、打ち込み

 深度の深い柱材にトネリコ属が利用され、深度の浅い木材にはトネリコ属も含めて多くの樹種が利用

 されており、打ち込み深度によって種類構成が若干異なることから、打ち込み深度の深い柱では特定

 の木材が選択され、打ち込み深度の浅い柱材では木材の選択性が広かった可能性がある.これは、打

 ち込み深度による柱材の用途の違い等を反映した可能性がある。今後、柱材の径と長さを含めた検討

 が課題として残される。

引用文献

 土質工学会編1979土質試験法.757p.

Hustedt,F,1937-1938,SystematischeundokologischeuntersuchungenuberdieDiatomeen-FloravonJava,Bali

und Sumatra.NachdemMaterialderDeutschenlimnologischenSunda-Expedition,Teil I-Ⅲ,

Band.15;131-506,Band.16:1-155,274-394,36-1;25-37.

 市原壽文(編)1988『縄文時代の低湿地遺跡を対象とした古環境変遷の総合的研究昭和62年度

 文部省科学研究費補助金(総合研究A)研究結果報告書』静岡大学

 加藤芳郎1988「山形県押出遺跡の調査結果自然科学上の検査結果砂層の粒径組成分析」『縄

 文時代の低湿地遺跡を対象とした古環境変遷の総合的研究昭和62年度文部省科学研究費補助金

 (総合研究A)研究結果報告書』研究代表者市原壽文静岡大学37-39.

 菊池強一・檜垣大助・吉永秀一郎1981「北上山地東部に分布する縄文前期火山灰について」

 『東北地理33』57-58.

 小杉正人1986「陸生珪藻による古環境の解析とその意義一わが国への導入とその展望一」

 『植生史研究1』29-44.

 小杉正人1987「北江古田遺跡の珪藻化石群集と古環境」『北江古田遺跡発掘調査報告書(2)』中

 野区北江古田遺跡調査会419-428,

 小杉正人1988「珪藻の環境指標種群の設定と古環境復原への応用」『第四紀研究27』1-20.

Lowe,R.L1974EnvironmentalRequirements and pollutionTolerance ofFresh-waterDiatoms.334p.,In

EnvironmentalMonitoringSer.EPAReport670/4-74-005.Nat.EnvironmentalRes.CenterOffice

ofRes.Develop.,U.S.Environ.Protect.Agency,Cincnati.

 皆川信弥1960「米沢盆地周辺における新第三紀層の層位学および古生物学的研究(その4)

 一東南縁、東縁および東北縁の層序、火山活動一岩相変化および対比一」『地質学雑誌66』489-

500.

 宮脇昭編著1987「東北地方潜在自然植生図」『日本植生誌東北』至文堂

MooreP.D.&WebbJ.A.1978 an illustrated guide toPollenAnalysis.HodderandStoughton,133p.

 一65一



 中山知子・宮城豊彦1984「閉鎖系堆積物からみた最終氷期中葉遺構の環境変化と斜面発達過

 程」『東北地理36』25-38、

 那須孝悌・坂本清子・松江実千代1988「山形県押出遺跡の調査結果自然科学上の検査結果

 花粉分析」『縄文時代の低湿地遺跡を対象とした古環境変遷の総合的研究昭和62年度文部省科学

 研究費補助金(総合研究A)研究結果報告書』研究代表者市原壽文静岡大学45-59.

 西城潔・小松原琢1988「飯豊・朝日山地稜線部にみられる完新世中期の広域テフラとその山

 地斜面編年上の意義について」『地学雑誌97』69-76.

 坂口豊1974『泥炭地の地学』東京大学出版会329p.

 島地謙・伊東隆夫1982『図説木材組織』地球社176p.

 早田勉・八木浩司・西城潔・新井房夫・高田将志1988「縄文時代の示標テフラー吾妻

 火山灰」『東北地理40』231.

 只見川第四紀研究グループ1966「只見川・阿賀野川流域の第四系の編年一とくに沼沢浮石層の層

 位学的諸問題について」『第四紀研究8』76-79.

 塚田松雄1980「杉の歴史:過去一万五千年間」『科学50』538-546,

 渡辺誠1984『縄文時代の植物食(増補)』雄山閣187p.

 山形県19725万分の1地質図幅「赤湯」および説明書

 一66一









珪藻化石図版説明

写真番号

図版

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

珪藻化石種名

2

ActillellabrasiliensisGrunow

AchnanthesinflataKuetzing

Amphoraovalisvar.affillis(Kuetz.)V.Heurck

A.ovalisvar.affinis(Kuetz.)V.Heurck

CymbellasinuataGregory

Eunotiamonodonvar.tropicaHuste(it

E.praeruptavar.bidensGrunow

E.lunaris(Ehr.)Grunow

E.pectinalis(Kuetz.)Rabenhorst

E.pectinalisvar.tmdulata(Ralfs)Rabenhorst

E.lmarisvar.subarcuata(Naeg.)Grunow

E.lunarisvar.subarcuata(Naeg.)Grunow

E.praeruptavar.bid.ensGrunow

E.praeruptavar.biclellsGrunow

E.pectinalisvar.millor(Kuetz.)Rabenhorst

E.pectinalisvar.millor(Kuetz.)Rabenhorst

E.pectinalisvar.minor(Kuetz.)Rabenhorst

E.pectinalisvar.minor(Kuetz.)Rabenhorst

試料番号

 A地,点No.16

 A地,点No.32

〃

 A地点No.16

 A地点No.35

 A地点No.16

 A地点No.32

 A地点No.16

 A地点No.32

〃

 A地,点No.25

〃

 A地,点No.32

〃

 A地,点No.35

〃
〃

 A地,点No.32

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

図版

3

Frustuliarhomboidesvar.saxonica(Rabh.)DeToni

FragilariavirescensRalfs

F.construensvar.venter(Ehr.)Grunow

F.construensvar,venter(Ehr.)Grunow

GomphonemaacuminatumEhrenberg

G.acuminatumEhrenberg

G.augurvar.gautieriV.Heurck

G.constrictumEhrenberg

G.intricatumvar,pumilaGrunow

G.sphaerophorumEhrenberg

Meridioncirculaevar.constricta(Ralfs)V,Heurck

Neidiumiridis(Ehr.)Cleve

Stauroneisphoenicenteron(Nitz.)Ehrenbenberg

Rhopalodiagibberula(Ehr.)O.Muller

NaviculamuticaKuetzing

Tabellariafenestrata(Lyngb,)Kuetzing

T.flocculosa(Roth)Kuetzing

 A地,点No.16

〃
〃

〃

 A地,点No.32

 A地,点No.16

 A地,点No.32

〃

 A地、点No.35

〃

 A地,点No.16

〃
〃

〃

 A地,点No.35

 A地点No.16

〃
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写真番号

図版

1
2
3

図版

4
5
6

図版

7
8
9

図版

10

11

12

図版

13

14

15

図版

16

17

18

図版

19

20

21

図版

22

材化石図版説明

樹種名

4

 マツ属(複維管束亜属)の一種

 ヤナギ属の一種

オニグルミ

5

 ハンノキ属の一種

アサダ

 コナラ属(コナラ亜属コナラ節)の一種

6

クリ

 ニレ属の一種

 エノキ属の一種

7

ケヤキ

ヤマグワ

 モクレン属の一種

8

 サクラ属の一種

 ナナカマド属の一種

イヌエンジュ
9

キハダ

ニガキ

ヌルデ

10

 カエデ属の一種

ケンポナシ

 トネリコ属の一種

11

リョウブ

 a:木口(x40)、b:柾目(x100)、c:板目(x100)

木柱番号住居跡他

3270 ST-30(b-14)

 流木(9)

 〃(29)

 一〃(4)

1723ST-16(2)

 一流木(38)

2194

 〃(36)

 〃(34)

ST-20(104)

2441ST-25(12)

2297ST-22(10)

 一流木(25)

18ST-1(18)

 一流木(21)

 一横木(17)

2982

231

!334

2943

2068

ST-33(62)

ST-6(31)

ST-13(287)

ST-33(13)

ST-19(67)

 流木(22)

1815ST-16(94)

 一71一

調査次数他

 3次-666

 1次

〃
〃

 2次-669

 1次

〃
〃

 2次-1140

 2次-1387

 2次-1243

 1次

〃
〃

 2次-1517

 3次-379

 1次-15

 2次-280

 3次-340

 2次-1014

 1次

 2次-761



















 押出遺跡と完新世の自然環境の変遷

山野井  徹(山形大学教養部地学教室)

 Ⅰはじめに

 山形県米沢盆地の北方は、大谷地と呼ばれるように、100年位前までは広大な湿原地帯であった。

 こうした湿原は、現在では南陽市の白竜湖の周辺にわずかに残るのみで、ほとんどが乾田化されてし

 まった。この大谷地の中を国道バイパスが通されることになり、そのために1985年から3年にわたり、

 高畠町の押出地区において、緊急発掘が行われた。その際、縄文前期の遺跡が、地表下2m付近に埋

 積している事が明らかになった.この際現れた岩質の異なる何層かの地層は水平的にもかなりの連続

 性をもって観察された。こうした地層に見られる一連の岩質の変化は、湖沼～湿地といった内陸水域

 での堆積環境の変化を反映したもので、これらを連続的に解析することにより、古環境の変遷を明ら

 かにすることができると考えた。

 本報告では、押出遺跡で観察された岩質の変化を14C年代とあわせて解析し、この地における完新

 世以降の古環境の変遷をとらえ、こうした変遷の中でどのような時期に縄文人が住んでいたかを明ら

 かにしょうと試みた。その結果、後述するように、遺物包含層の直下に大きな不整合が認められた.

 この不整合は、約7,400年前から5,400年前頃までの時間的間隙をもつもので、「押出不整合」と名付け

 られた。この不整合による時間的間隙はまた、いわゆるヒプシサーマルの時期とも呼応し、一連の気

 候変動の中での少雨期の産物であることも判明した。そして、ここで見出された完新世における少雨

 期は、「押出少雨期」と命名された。また、押出不整合面上に再び堆積が始まろうとする一時期、この

 地に縄文人が住みついた。そして、約5,000年前頃、上昇する湖面の水位に追われるかのように人々は

 この地を去った。押出遺跡に見られるこうした「事件」は世界的な規模で起った気候変動に伴う人類

 文明の転換と連動する1つの記録であるかも知れない。

 Ⅱ方

法

 3次にわたる一連の発掘では、それぞれ地表下2m余りに掘り下げられた。その際、いずれの発掘

 の際も、南側と東側の壁は鋼矢板で覆わなかったので地層が観察できた。さらに、遺跡の発掘面より

 下位の地層は、住居跡の深掘のトレンチの側壁や、ヒラ一型ハンドオーガーで得られた試料によって

 それぞれ観察した。地層の観察を特に重点的に行った地点は、第1図に示すとおりである。このうち、A

 地点は第1次調査の南側の側壁であり、ここでは遺物包含層位以上の地層を観察できた.B地点は遺

 物包含層以下の地層に対して行われたハンドオーガーによるボーリング地点である。C地点は3号住

 居跡の柱の調査のために掘り下げられたトレンチの位置である。D区域は第2次調査の東側の壁で、

 特に遺物包含層とその周辺の地層との関係を現地で詳しく観察した区域である。なお、A,C両地点

 の地層は、約10cm四方の断面をもつ柱として切り取って、室内で詳細な観察を行った.
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 Ⅲ結 果

 1.A地点

 A地点では地表から遺物包含層付近までの地層が観察さ

 れ、その結果は第2図に示してある。ここでの岩質は、上

 半分は分解の進まない泥炭および泥炭質の粘土よりなるが、

 下半分はかなりしまった泥炭および同質の粘土からなって

 いる。この地点での遺物は泥炭質な粘土の中に包含されて

 いる。遺物包含層の上位は異様に黒い(茶系色が混ざらな

 い黒色)炭質物混じりの粘土が約40cmにわたって発達して

 いる。この粘土層は、本遺跡全般にわたって最も連続的に

 分布することが確認されている。こうした鍵層となる地層

 を小論では、遺物包含層の上部にあることから「上黒層」

 と呼ぶことにする。各層準から得られた14C年代は、第2図

 中に示す層準で、下位より4,690±100年前(Gak-12711)、

 2,990±100年前(Gak-12710)、1,150±110年前(Gak-

 12709)がそれぞれ得られた。

 2.B地点

 この地点は遺跡の発掘面下を約3mに渡って、ヒラー型

 ハンドオーガーでボーリングしたものである。この際採集

 した試料に基づき明らかになった岩質は第2図の中に示す

 とおりである。ここではA地点の遺物包含層の上位で見ら

 れたような泥炭層の発達は著しくなく、むしろ粘土～泥炭質粘土が主体となっている。またこの地点

 では、遺物包含層の下へ約50cm(地表面下約250cm)の灰色粘土層中に黒色の粘土帯をはさんでいる。

 この黒色粘土層は、次に述べるC地点や、遺跡発掘面を更に掘り下げた部分で広く認められる。この

 粘土層の色も特有の黒さを持ち、遺物包含層の下にあって、鍵層となることから「下黒層」と呼ぶこ

 とにする。この地点で、第2図中に示す層準から得られた14C年代は下位より11,160±390年前(Gak-

 12714)、9,280±330年前(Gak-12713)、8,190±150年前(Gak-12712)である。

 3.D区域

 この区域は第2次発掘時の東側壁で、45地点から50地点までの「下黒層」から「上黒層」までの柱

 状図を第3図に示してある。この区域では遺物包含層は、下黒層と上黒層の間のいずれかの層準には

 さまれてくる。これは、遺物包含層が不整合に下位層を覆うことを意味するが、これについては考察

 の項で扱いたい。45地点で得られた14C年代は下位より5,280±270年前(Ｉ-15731)、4,820±130年前

 (I-15730)、4,340±130年前(I-15729)であった。
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 IV考 察

 1.地層の堆積年代と「押出不整合」

 本発掘区域では、「上黒層」と「下黒

 層」はその連続がよく鍵層となることは

 前に述べたとおりである。遺物包含層は

 この両層の問のいずれかの層準にはさま

 れてくる。すなわち、遺物包含層が最も

 下位にくる地点は第3図の45地点であ

 り、ここではほとんど削られた下黒層の

 上にのっている。これに対して、49や50

 の地点では遺物包含層は、上黒層の直下

 の位置している。このことは、遺物包含

 層が同一時期のものであるならば、それ

 以下の地層との間には第3図の波線で示

 した位置に不整合があるはずである。一

 般に不整合面は明瞭な地層の境界を作る

 しかしながら、本区域で不整合が予測さ

 れる位置では、47地点を除いて、いずれ

 も明瞭な境界をなすとは言い難い。ただ

 し、この不整合面上を遺物を残した当時

 の人間が踏み乱したことを考えるならば

 明瞭な境界とならないのはむしろ当然の

 ことであろう。他方、この不整合と考え

 られる面をはさんで14Ｃ年代を比較して

 みると、B地点の下黒層が8,190±150年

 前であるのに対して、D区域の45地点の

 下黒層の直上にのる遺物包含層のそれが

 5,280±270年前である。この面で接した

 両層の形成年代にこのような隔たりがあ

 ることは、第3図に示す波線の位置に不

 整合面があることを裏付けるものである

 し、45地点の場合その不整合は約3,000

 年の時間間隙をもっていることを示している。ここで認められた不整合を「押出不整合」と命名して

 おきたい。さて、こうした不整合や一連の地層の形成時期についてであるが、まず地層の形成年代か

 ら考えてみたい。B地点の層序と14C年代とに関し、地層の厚さと年代との関係を座標で表わすと、第

 4図の下半に示されるようにプロットされる。ここで明らかなように、各点はほぼ直線で結べること

 から、この範囲に地層は、ほとんど等速(0.67mm/年)で堆積したと考えられる。このような仮定の

 もとで、B地点の地層には第4図に示すような年代の尺度を与えることができる。

 次に押出不整合の時期であるが、侵食をうけている最も新しい地層は、第3図に示される49、50の
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 地点の上黒層の下である。この地層をB地点の年代の尺度で計るならば、約7,400年前である。このこ

 とは少なくとも7,400年前以後に侵食が始まったことを意味する。他方、侵食の時期が終わり、再堆積

 が始まる時期であるが、この場合、侵食された地形の最低部から水域となっていくから、最も削り込

 まれた地層の上の地積物がその状況を記録しているはずである。このような地層として、D区域の45

 地点の上黒層を切る地層が再堆積を開始した時期の地層と考えてよい。この地層の少し上部の年代は

 第3図に示すように約5,280年前であるので、再堆積が開始された年代はこれよりも少し前の5,400年

 前頃と考えられる。ただし、再堆積は地形の低部から水位の上昇にともなって進行したから、そのと

 きの堆積物は当時の地表面を低い方から高い方へ順次覆いながら堆積し(オーバーラップ現象)、地表

 が全部水底に没した後に上黒層が堆積したことが一連の地層から読み取ることができる。この上黒層

 は一見陸成の腐植物が分解してできた土壌のように見える。しかし、この地層の中から淡水棲のケイ

 ソウ化石が多数産出することから、少なくとも堆積時には水中にあったものである。このように押出

 不整合がもつ最小の時間間隙は、7,400年前から5,400年前までと考えられる。次に押出不整合より上

 の地層の年代であるが、これはA地点で代表させると、第4図の上半部に示すようになる。この範囲

 での地層の厚さと年代との関係はB地点のように直線とならないことから、これらの地層は堆積速度

 が一定でなかったと考えられる。この範囲の地層もそれ以下と同様に14C年代の値から、年代の尺度を

 与えておいた。なお、第4図で、押出不整合の部分は、B地点の地層に与えた年代の尺度をもって、

 この部分の時間の間隙を表現しておいた。

 2.岩質の変化と堆積環境

 一連の地層の堆積環境が、水深の深い湖から浅い沼、さらには湿地といった水域を示すものである

 ことは、地層が、灰色の粘土、灰茶色の粘土、泥炭質粘土あるいは泥炭などといった岩質を示してい

 ることからわかる。こうした岩質の変化から導かれる堆積環境の変遷を第4図中の曲線で表現してみ

 た。ここで得られた曲線は、本地域での水位の変動を表わすものでもある。こうした水位の変動は単

 に押出遺跡周辺や、米沢盆地などに限った局部的な現象とは考えにくく、当時の降雨量の多少に起因

 するものと考えられる。このような観点で第4図の曲線を見ると、押出不整合は完新世の一連の水位

 の変動の中での低水期に作られたものと理解される。もしこうした現象が他地域でも広く認められる

 ならば、“完新世における最も顕著な少雨期"として位置付けられるであろう。ちなみに、第4図の約

 2,000年前後の少雨期は、青森県の亀ヶ岡の解析でも同様に認められている(山野井・佐藤1984)。

 この「亀ヶ岡少雨期」よりもはるかに顕著で、押出不整合を作ったような少雨期は、かなりの普遍的
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 な気候の事件として、今後各地で確認されることが予想される。そこで、本地域で認められた内陸水

 位の低下した時期を、押出不整合の時期に対応させて、「押出少雨期」と呼んでおきたい。

 3.押出遺跡の時期

 不整合面を覆う遺物包含層の最後の堆

 積は、第3図の45地点での14C年代から、

 約5,000年前と考えられる。しかし、初期

 のものの年代は陸化初期(約7,400年前)

 以降であるには違いないが、その詳細は

 不明である。ただし、D区域の49や50地

 点など、陸化時に侵食が相対的に進まな

 かった区域でさえ湖沼性の堆積物の上に

 遺物包含層が不整合にのっていることに

 注目したい。すなわちこの地点では、元

 来、湖沼性の堆積物の上位に、さらに水

 位が低下していく過程で作られる泥炭質

 な粘土層や泥炭層が作られたはずである

 これが欠如していることは、これらの地

 層が陸化して、侵食された後に遺跡包含

 層が堆積したことを意味する。ただし、

 この侵食に要した時間は正確に見積もる

 ことは難しい。他方、押出遺跡の住居跡

 の分布が、地形上の微高地にある点に注

 目したい。すなわち、ここに住みついた

 人間は、陸化時の長い問の侵食によって

 作られた後の地形を利用している。この

 ようにして住みついた人々の遺物が遺物

 包含層の主体であるなら、遺物包含層の

 堆積した時期はむしろ再堆積が始まる頃

 の一時期に限られることになる。このよ

 うなことから、遺物包含層の堆積年代は

 その主たる堆積は最低水位期後の水位が

 上昇する時期で、6,000年前(もう少し新

 しくなる可能性のほうが高い)以降、約

 5,000年前までであったと考えられる。



 4.押出遺跡と古環境

 当地に縄文人が住み着いた時期はどんな環境にあったかについて、まず地形から考えてみたい.こ

 の時期までには、すでに東側の湖に向かって侵食が進み、何列かの凹地ができていた.こうした凹地

 は水位の上昇によっていくつかの小さな入江となり、その岸辺は湿地となった。この時期に縄文人が

 この地に移って来て、入江の間の微高地に家を作って住んだ。D区域の40～50地点が入江から、微高

 地に至る断面を示す一例である.入江の先の湖はすぐ東に広がっていたはずである.そして縄文人の

 住居は微高地にあったとは言え、周囲は湿地が点在するような状況にあった。当時の気候は、6,000年

 前頃のヒプシサーマルと呼ばれる暖温期以降、気温は徐々に低下はしていたものの、現在よりは暖か

 かったであろう。降水量は現在よりは少なく、冬の雪も少なかったと考えられる.

 さて、何が彼らをこの場所から立ち退かせる原因になったかであるが、その時期については前に述

 べた5,000年前頃である。この頃、徐々に上昇してきた湖水面の水位は居住地に迫り、ついには放棄せ

 ざるをえなくなったと考えられる。5,000年前の気候の冷涼・湿潤化については我が国でもいくつかの

 証拠があげられているばかりでなく、世界的にも大きな変化があったとされている(安田1988)。

 そして、世界の4大文明の発展や日本の縄文文化の変化は、この時期の地球規模での気候の変動によっ

 てもたらされたであろうことも指摘されている(安田1988)。本地域での地層の解析を通じ、氷期

 以降、最も良好な気候、すなわち温暖で少雨のいわゆるヒプシサーマル期は、本地域では「押出不整

 合」という無記録の記録として保存されていたとも言える.そして、そのヒプシサーマル期の終わり

 に縄文人が登場し、変わりゆく環境の中で一時期を過ごした後、5,000年前の湿潤化による水位の上昇

 に追い立てられるようにしてこの地を去っている。こうしたこの地での縄文文化の終焉は、5,000年前

 の地球規模での気候事件に連動する世界的な文明の転換の一コマであったかもしれない。

引用文献

 山野井徹・佐藤牧子1984「亀ヶ岡遺跡の花粉分析沢根B-2区を中心として」『青森県郷土史

 館調査報告書』17集189-199.

 安田喜憲1988「5000年前の気候変動と古代文明」『科学』vo1.58468-476.
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 押出遺跡出土の一種の編物について

 布目順郎(京都工芸繊維大学名誉教授)

はじめに

 山形県東置賜郡高畠町大字深沼押出遺跡の第一次調査(昭和60年8月1日～同年11月30日)に際し

 て縄文時代前期の遺物を多数出土したが、その中に編物の断片が一片あり、その品についての調査を

 行う機を得たので、ここにその結果を報告する。

 この編物については、同遺跡についての第一次調査説明資料1)にその写真と模式図が掲載され、「縦

 糸・横糸が1c㎡に10本入る」と記されている。

 筆者は1986年6月19日に同地を訪れ、出土の編物を観察するとともに、材質調査のための経・緯糸

 を少しずつ採取した.

 結果ならびに考察

 (1)外形

 出土の編物の全形は第1図に示すとおりである。この編物は湿地の泥炭層内にあったために、炭化

 が著しくて、その色は真黒である。編み目の随所に植物の細い根(色は淡褐色)が入り組んでいるの

 がみられる。

 その編み方は、2本の経糸でもって緯糸を両面から挟みながら練り編んでいる。したがって、これ

 は鳥浜貝塚出土の編物2)3)(縄文時代前期)と同様、アンギンに類するものである。しかも、その構造

 は鳥浜のものとかなりよく似ている。すなわち、緯糸を両面から挟んでいる2本の経糸を“1対の経

 糸"と称するならば、2対の経糸が平行に相接して並び、その隣の2対との間に隔たりがある点は全

 く同じである。いま、この平行に相接して並ぶ2対の経糸を、仮に“経糸群"と称するならば、群と

 群の間隔は、鳥浜の編物にあっては10～15mmであるに対し、押出の編物の場合は1～1.3mmとかな

 り小さい。

 また、編糸の撚りについては、鳥浜の場合は経緯共に左撚の諸撚りと見られたのに対し、押出の場

 合は、緯糸はおそらく左撚の諸撚りと思われるが、経糸の方ははっきりしない(しかし、本来は撚っ

 てなければならないはずである)。

 編みの密度(＝1cm間の経緯糸数)は、8×8で、鳥浜での(2～1.4)×(5～6)に比べてか

 なり細かく、糸巾も、経緯ともに鳥浜の約1/2の狭さである(第1表)。

 (2)弾力性と伸縮性

 出土の編物の繊維にはまだ幾らかの弾力性が残っている。それは、直角に曲げようとした場合の折

 れる程度のものである。また、乾燥状態にある繊維を水で濡らすことによって約し7%伸長した。鳥浜

 の場合は約8.5%の伸長を見せたから、それに比べれば少ない。これは、材質が同じと仮定すれば、脆

 化が進んでいることをあらわしている。
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 (3)材質

 材質判定は繊維の断面形により、断面作成にはパラフィン切片法を適用した。その結果は、経緯共
 にアカソによく似ていることを知った。顕微鏡視野にあらわれている断面の中には髄腔の見られない
 ものが多かったので、髄腔の見られるもののみを転写(転写はアッベ式描画器によった)した(第2

 図)。髄腔の見られないものは、おそらく髄腔に原形質が充満していることによると思われる。そのよ

 うな場合には髄腔と原形質の境界が見られるのが普通であるが、この編物の場合には炭化が進んでい

 て境界を識別することは不可能であった。その点、鳥浜の編物の場合も同様であった。

 さらに、試みにTwisttestも行ってみたところ、経緯共に時計回り方向に約20°の旋回を見せた。こ

 のことはアカソであることの一つの傍証となる。

 (4)繊維の分離度

 原野から採取してきたアカソの皮を剥いでその断面を鏡検すると、繊維同士が互いに接着している

 のが観取される。その皮を木槌で叩いて柔らかくしたものを糸に撚って編むわけであるが、そのよう

 なものでは繊維が離ればなれになる。押出の編物の場合は殆どの繊維が離ればなれになっていたから、

 十分に叩いてあるものと思われる。その点、鳥浜の場合も同様であった。鳥浜からはそうした目的に

 使用されたものと思われる木槌も出ている。押出遺跡からは柄のある箆状木製品が2点出土しており、

 そのうちの長い方(長さ約40cm)などは繊維を叩くのに使用された可能性が考えられる。

 以上から、押出遺跡出土の編物が鳥浜貝塚出土のものとよく似たアンギンの類するものであること

 が判明した。その編み目が鳥浜のものよりも細密であることは、漆濾し布(秋田県五城目町中山遺跡

 から縄文晩期前半頃の細密な編物が出土しており、漆のことに精しい専門家による詳細調査の結果、

 漆濾し布として使用されたものであることが明らかにされたの。)としての用途も考えられないではな

 いが、漆らしいものの付着が認められないことから、むしろ衣料としての用途が考えられよう。もし

 そうであれば、この編物は鳥浜のものと同様、近世にいたるまで我が国の一部で使用されてきたアン

 ギンの祖先とみてよいであろう。

 押出遺跡出土の繊維製品としては、このほかに縄と網代がある。

 稿を終えるにあたり、本調査の機を与えられた山形県教育庁文化課の佐々木洋治氏(当時)に感謝

 の意を表する。

引用文献

 1)山形県教育委員会・山形県埋蔵文化財緊急調査団1985「高畠町押出遺跡第1次調査説明資料」

 2)布目順郎「鳥浜貝塚出土のアンギン様編物について」(投稿中)

 3)森川昌和1986「鳥浜貝塚人の四季」森浩一編『縄文・弥生の生活』[日本の古代4]114-

 115頁中央公論社

 4)高橋忠彦1985「漆濾し布」『歴史読本』特集よみがえる縄文時代1985年11月号、168-169

頁新人物往来社
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 押出遺跡出土炭化種子とクッキー状炭化物の
 走査型電子顕微鏡による観察

 松谷暁子(東京大学総合研究資料館)

 1.炭化種子

 ST5東区炭層を中心として、4-5mmの大きさの炭化種子が多量に出土した。水洗選別された

 ものが500ccくらいは現地にあったように記憶している。手元に預かったのは20ccくらいであるが、

 これらの中には、炭化した樹木の破片や、カナムグラ、ヤマブドウの種子も混在していたが、ほとん

 どは外形が三角形に近い卵形をした、長さ4mm、幅3mmくらいの粒である。表面の硬い皮が全面に

 残っているもの、皮が部分的に残っているもの、皮の部分が取れてしまったものなど、様々な状態の

 ものがあるが、部分的に皮が残っているものと、皮の取れてしまったものが多く、全体の皮が残って

 いるものは少ない。皮のとれているものの先端はドーム状に隆起している。全体に皮の残っている粒

 では、一本のにぶい隆起が認められ、先の細くなった方に孔が開いていることが多い。この大きさと

 外形は、スイレン科のコウホネ属に似ている。これらの粒はすべて加熱により炭化した状態である。

 コウホネを含むスイレン科の種子は、第三紀鮮新世以来、化石として日本各地からよく出土してお

 り、三木茂氏の詳細な研究がある(Miki1960)。その研究によると、コウホネ属は、次のような特

 徴を有している。

 スイレン科の種子では種子の一端に孔蓋片とよばれる丸いへこみがあり、その中央に孔珠があ

 るが、コウホネ属では孔蓋片の縁が輪状にへこんでいる。

 また、孔珠とへそが孔蓋片の上にならんで存在している。さらに、種皮の表皮細胞は周囲が波

 状ではなく、多角形である(粉川1975).

 その他、種皮の断面には、縦長の柵状組織一層の下に、横長の細胞が二層存在する(Miki1960)。

 いろいろな状態の出土粒をいくつか選んで走査型電子顕微鏡で観察した。また、現生のコウホネ種

 子の表皮細胞、断面の構造も走査型電子顕微鏡で観察し、出土粒と比較した。出土粒では、発芽孔と

 へその存在や位置を明確に認めることができなかったが、多角形をした種皮の表皮細胞と、柵状組織

 の下に二層の横長細胞のある断面は、多くの粒について確認することができたので、これらの炭化種

 子はコウホネ属の種子であると判明した。

 日本に自生するコウホネ属の植物はコウホネ、ヒメコウホネ、オグラコウホネ、ネムロコウホネな

 どに分けられているが、そのうちのどれかというまではわからない。

 低湿地遺跡からのコウホネ種子の検出はこれまでにいくつか類例がある(笠原1984、辻他1986

 など)。しかし、今回の押出遺跡のように、炭化したコウホネの種子がこのように多量に出土した例は

 はじめてといえよう。コウホネの種子は食用になるとの記載がある(大滝・石戸1980)ので、食物

 として利用したと考えられる。
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 2.クッキー状炭化物

 押出遺跡第1次調査区Q-20グリッドから出土したクッキー状炭化物の一部を預かり、植物質の存

 在が認められないかどうか、実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡での観察を行った。

 はじめに実体顕微鏡で観察してみると、炭化物の表(写真25)や裏(写真26)は平滑であるが、新

 鮮な断面は黒く光沢があり、粒状の混入物が認められた(写真27)。粒の長さは2mmくらい、幅は

 1mmくらいである。一端が丸くなっていて真中が溝状にくぼんで見えるため、外形はマメ類に似て

 いるが、へその形などでマメ類の特徴が認められるわけではない。また、マメ類にしては小さいよう

 に見える。

 次に、この粒状の認められる部分を試料台に接着して、走査型電子顕微鏡で観察した(写真28)。

 さらに拡大してみると、向かって左側の部分は表面の細胞がなくなり内部の円形一多角形の細胞が露

 出している(写真29)が、上方(写真30)と右方(写真31)には種皮と見られる細胞が認められる。

 この細胞の形態はきわめて細長く、マメ類の種皮にみられる円形に近い多角形の細胞とは異なってい

 る。類似の細胞の認められる破片が別の部分にも認められる(写真32)。また、他の部分(写真33)

 を拡大してみると、多角形の細胞の中に網状の構造が認められるが(写真34)、これはコウホネ種子

 の表皮細胞に類似しているようにも思われる.

 従って、今のところどういう種類かは不明であるが、粒状の植物質破片が混合されていることは明

 らかであるという結果になった。

謝
辞

 大阪市立大学粉川昭平教授には、コウホネではないかとのご教示をいただいた他、いろいろとご助

 言を賜った。また、出土粒との比較に使用した現生のコウホネ種子は、東京大学総合研究資料館植物

 部門のさく葉標本を使用することができ、走査型電子顕微鏡は、東京大学総合研究資料館の日立S-

 700型を田川裕美さんの操作で使用させていただいた。これらに方々に厚く感謝します.
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写真説明

 図版1押出遺跡出土コウホネ類似炭化種子の走査型電子顕微鏡写真
 種皮が多く残っている炭化粒.

 写真1の上の孔蓋片と思われる部分の拡大。

 種皮表面の多角形をした表皮細胞の中は数本の線が網状に走っている。

 上方に円形のへこみの認められる粒。

 写真4の拡大。断面が認められる。

 写真4の拡大。写真3と同様の多角形の表皮細胞が認められる。

 種皮が部分的に残っている粒.

 写真7の拡大。多角形の表皮細胞が認められるが、写真3や6で観察された内側の網状構造は

 残っていない.

 写真7の拡大.種皮断面に柵状細胞と二層の横長の細胞が認められる。

 種皮の一部がとれている粒。

 写真10の拡大。種皮の断面の部分。

 写真10の表皮細胞の部分の拡大。

 押出遺跡出土コウホネ類似炭化種子および現生コウホネ種子の走査型電子顕微鏡写真

 種皮がかなり残っている粒。

 写真13の表皮細胞部分の拡大。

 破片の断面.

 種皮が取れてしまった粒.上部がドーム状に隆起しており、その基部は輪状にへこんでいる。

 写真16の上部拡大。

 種子からはずれた破片の断面.

 現生コウホネ種子。

 写真19の表皮細胞部の拡大.

 表皮の一部を削除した現生コウホネ種子。

 写真21の拡大。断面の柵状細胞が認められるが、横長細胞はこの写真では見えない。

 表面の種皮を削除した現生コウホネ種子。円形のへこみが認められる。

 写真23の拡大。

 押出遺跡出土クッキー状炭化物の実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡写真

 炭化物の一部の表面(実体顕微鏡写真).

 炭化物の一部の裏面(実体顕微鏡写真).

 上記の炭化物の断面(実体顕微鏡写真)。

 写真27で右端に認められる粒部分の拡大。

 写真28の左方拡大。

 写真28の右方拡大。

 写真28の上方拡大。

 写真28の粒の少し上の部分に認められる細胞。

 別の部分に粒状ではないが、植物質と思われる破片が存在する。

 写真33の中央部の拡大。

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

 図版2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 図版3

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

 一91一









 押出遺跡の立地環境

 一その成立と廃絶にかかわる地形変化一

阿子島  功(山形大学教育学部)

 押出遺跡は縄文前期の1土器形式の間だけ大谷地低湿地に成立した集落遺跡であり、内陸盆地の低

 湿地の地下2mにあって、木製品・植物性遺体(食物)の保存が良いことだけではなく、住居構造が

 打ち込み柱や盛り土床をもつという全国的にも特異な遺跡である。その成立と廃絶にかかわる地形変

 化を検討した.

 このような低湿地の縁にかなりの努力をして集落をかまえた理由はなにか?またはその契機をあた

 えた自然環境の変化があったのか、『集落の始まり、生活していた地表面の乾湿程度、終りの時の環境

 を復原する』にあたっての考え方を整理するため、地形・地質・考古学の3者の資料を対比してみた。

 以下つぎの事項について述べたい。

 1大谷地(白竜湖)低湿地が形成された要因(地形地質概観)

 2押出遺跡の層序区分、岩相(堆積環境)、標準層序と押出生活面との関係

 3押出遺跡の年代

 4押出遺跡の完新世(10,000Y.B.P.以降)における地形環境の変遷

 なお、層序は第1・2・3次調査を統合してそれぞれOD-1層、・・、OD-7層、OD-F層、OD-8層、OD-

 10層・・の呼称を用いることになっているが、この付篇1においては1…10・・の略称を用いる。また絶

 対高度は第1・2・3次調査の3年間に約0.1m程度の誤差が生じている可能性があるが、泥炭質の軟弱

 地盤で排土・排水を行なった結果であり、避けられないことである。

 発掘調査区は幅40mで北より南へ向って第1次(1985)が約1,700㎡、第2次(1986)が約1,300㎡、

 第3次(1987)が約1,000㎡の合計4,000㎡、延長100mであった。

 1大谷地(白竜湖)低湿地が形成された要因(地形地質概観)

 高畠町押出遺跡は、米沢盆地の北東隅をしめる大谷地(白竜湖)低湿地の地下2mにある。大谷地

 (白竜湖)低地は、吉野川と屋代川という2つの河川の自然堤防に閉塞された、約5×4kmの低湿地

 である(図1)。近年の排水事業によって地下水面低下がなされるまでは、田植には田下駄を必要とし、

 腰まで沈んだという。沼尻排水路は1971年に遺物が発見されて押出遺跡発見の端緒となった排水事業

 のための人工水路である。

 押出遺跡付近では地下約40m以下まで泥炭・腐植質粘土が卓越し、しばしば砂層を挟む地層である

 (建設省山形工事事務所、図2A)、白竜湖岸では地下約90mと予想される盆地基盤(中新統)に達す

 るまでほとんどが泥炭層である(山野井、1987)。

 押出遺跡の地下約2mまでは、泥炭質粘土が卓越している.地表は吉野川自然堤防をわずかにはな

 れた低湿地側に位置している。現在の吉野川河床は砂質である。すなわち、大谷地低湿地の成因は吉

 野川と屋代川という2つの河川の自然堤防に閉塞されて、粗粒物質がとどかない部分であったためで

 あろう。

 集落が成立した場所の微地形や岩相は、直接的には、自然堤防との距離によって決定されているの

 であろう。大谷地低地の西縁にそった約4km区間の25本のボーリングによって後背湿地の粘性土と
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 自然堤防の砂質土との立体構造をみると(図2B・C)、砂層の分布は連続性がなく、特

 定深度帯にあるわけでもない。自然堤防帯の歴史的な拡大期・縮小期があったのではなく、むしろ自

 然堤防帯の側方移動(揺らぎ)によって説明されると思われる。岩相面と時間面とが一致するとはか
 ぎらない(阿子島、1988a,b)。

 なお、吉野川の低地は扇状地の性格を帯びており、とくに若狭郷屋一上萩生田一沖田一開のいくつ

 かの堤とその両側の果樹園は旧河道と自然堤防のセットをあらわしている。また比較的明瞭な河道帯

 一96一





 の跡は、鍋田方面、桜木町一中ノ目・稲荷森古墳一俎柳など幾列かあり、現在の河道帯がもっとも東

 (低地)寄りである。屋代川に沿っては大橋一石岡の間に旧河道とその両側の自然堤防のセットが明瞭

 である。

 2押出遺跡の層序区分、岩相(堆積環境)、年代

 【層序区分】断面を観察できた地表下2.5mまでの間の岩相は総じて泥炭質である力叉砂を含んで分解

 の進んだ層準、砂を含まないで分解の進んだ層準、分解の進んでない層準、腐植質がやや少ない粘土

 がちの層準とがある(図4、図7)。第1・2・3次調査を通じて標準断面や部分断面の記載に精粗はあ

 るが、全体をつうじて対比可能な自然層の層序区分は図4・図7の1層一10層である。総じて水平層

 であるが8層のみ上面が水平、基底が波状である。押出遺跡包含層F層は7層より下位、9層より上

 位で8層下部と同時異相関係であろう。

 7層は特徴的な分解の進んだ黒褐色の腐植層であり、中位に水平なごく薄い未分解層準がある。発

 掘は7層下部までを機械排土して、以下は手掘りを行ったが、機械排土の段階でマウンドと柱の一部

 がわずかに顔をのぞかせる。7層基底は著しく水平である。

 8層は凹地で最大0.6mに達し、そこでは分解の進んだ黒褐色腐植層の上部と分解の進まない、やや

 褐色を帯びた腐植層の下部とに二分され、8層下部に遺物片・木炭片が多く含まれている(OP45付近

 など)。

 凹地の縁からマウンド付近にかけては、8層上部は遺構包含層Fにアバットし(N42-N44)、マウ

 ンドをおおっているS56付近などでは層厚数cmの灰色粘土層・腐植層になっている。

 遺物包含層として独立して図示できるのはマウンドを構成する粗砂まじり粘土と遺物の多い黒色粘



 土の互層であり断面は特徴的な虎斑模様を呈する。

 地山層である9層は灰褐色粘土層であり、上面

 は、最大0.7m程度の起伏を示す。その下部に砂層

 10層があり、砂層の上部は起伏がある。

 第3次発掘区南半では9層上部に確認面下0.1m前後に厚さ数cm程度のガラス質火山灰のレンズが

 きれぎれに挟まれている。火山灰の重鉱物組成と火山ガラス屈折率を表1に示す。山形県下で知られ

 ているこの時期の火山灰層は、この押出火山灰層と蔵王坊平高原にある蔵王火山系の浮石層のみであ

 るが、蔵王坊平高原の最大厚さ約4m以上の浮石層の約6,000YBP層準の火山ガラス屈折率とは異なる。

 押出火山灰の名称を用いたのは早田ほか(1987・1988)が初めてであり、重鉱物分析によって吾妻火

 山灰(給源を示さない。吾妻を標識地とした)や青森県の中諏浮石層To-Cu(5,400YBP)や岩手

 県の安家火山灰AKに対比した。

 【岩相】色調は、腐植質粘土・腐植の場合は数時間空気にさらされると暗色に変化し、腐植が少なく

 明色の9層も新鮮な断面が数日間で黒褐色に変化する。このため時間をへて離れた断面の対比を行う

 ことは著しく困難であった。またマウンドは堀上に時間を要するため、断面記載に色調が変色したも

 ので行わざるを得なかったことが多い。このような条件もあって、マウンド基底の地山層の認定には

 問題を残した。比較的色調の変化の少ないように見られたのは、マウンドを構成する虎縞状互層のう

 ちの粗砂まじり粘土層の挟みである。

 縄文前期の生活面(大木4式の1形式、遺物の14C年代では500年の年代幅)の前後の岩相の変化は、つ

 ぎの通りである。



 10層砂層は「自然堤防の中の河道あるいは自然堤防を一時的に斜断ずる河道すなわちクレバセ・ス

 プレイ」、9層の腐植質がやや少ない(明色の)粘土質の層準は、珪藻によって「少し水深のある湖水

 性」、8層は「浅い凹地を埋める腐植層で、その下部は分解の進まない木質が多く、数10cmの水深が

 あった状態」である。8層下部に遺物破片・木炭片が多く含まれている。8層上部は分解のすすんだ

 腐植層で「やや乾いて土壌化が始まった状態」である。

 7層の分解のすすんだ泥炭質の層準は、「やや乾いて土壌化がすすんだ環境」を示す。

 全体を通じて花粉組成では、「9層の水性をへて7層の湿性に移行する環境変化」を示す(図3)。

 生活面は8層下部と同時と考えられるが、100×40cmの広がりの中に10本程度の立木の根がある。

 【標準断面と押出生活面との関係】

 第1・2・3次調査の標準断面は、それぞれの発掘区外側中央(LM-22M-N、OP-45、S-56)に

 設けられたが、それぞれの

 地点にあらわれている確認

 面＝すなわちその多くは推

 定生活面＝の高度は異なっ

 ている。

 第1次の標準断面は

 ST10マウンドの南方15m

 にあり、すぐ近接したON-

 27に確認面上に立木の根が

 あるが、8層は厚さ約30+

 cmの腐植質粘土(上面高度

 209.2m、基底即ち確認面高

 度は208.9m)、ST10付近で

 は上部20cmが10YR2/1、

 中部5cmが1.7/1、下部10～

 15cmが2/2、下部はやや砂

 混じりで遺物片、木炭片が

 多い。ST10マウンドの覆土

 中に残っている柱の上限は

 約209.1mである。

 第2次発掘区の標準断面

 は東中央OP-45.5付近に

 あり、北側のST15と南側の

 ST20の間の幅約14mの凹

 地の中心にある。凹地はほ

 ぼ東西に伸びる。

 凹地中心における8層上

 面高度(7層基底高度)は

 209.2m前後でわずかに起

 伏がある。8層の最大厚さ



 が0.6mに達し、最深部は208.6mである。8層上部20～

 30cmは前記(層序区分、図7)のとおりであり、第1次

 標準断面とも共通しているが、厚さがそれぞれ大きい。

 8層基底と9層との関係はS46-S48の間でみられ、数cm

 の厚さのちぎれが相互に指交しているのがみられる(図

 6B)ので、水中堆積であろう。

 ML-56付近では8層は上面209.2m、下面209.1mと薄く

 9層上面が高い。第3次標準断面と似ている。

 第3次標準断面は発掘区南中央S56にあり、ST20遺構覆

 土の直上にある。8層上面高度は

 209.20mであり、209.0m付近に厚

 さ数cmの切れ切れの火山灰レン

 ズを挟んでいる。

 3押出遺跡の年代

 自然層ならびに遺構構成層・建

 物部材の14C年代測定結果を表3

 に示す。押出遺跡では結果的に多

 くの調査参加者によって14C年代

 測定が行われており全体では20



 件弱に達する。深度一年代関係を図13に示す。

 一方、遺物の考古学年代は東北地方南部の大木(だいぎ)4式期を中心としており、ほぼ1形式程度

 とのことである。少数ながら東関東の浮島式、関東一中部地方の諸磯(もろいそ)b式もまじってお

 り、地域交流も考えられている。

 これまで私が採集した試料の14C年代測定結果は、表3のようになった。(層位は仮番号)。

 この年代の14C年代値の理論上の誤差は±100年くらいである。遺物d、eから約500年の年代幅と

 なるが縄文式土器1形式の年代幅としてはやや大きすぎる。cには遺物の流れ込みが多いので層序的

 には住居と同時並行と思われるがST11(e)より新しいことになった。この年代関係にもとずけば500

 年間のあるとき集落を横切って溝が切られ(排水のための溝も考えられた)それからずっと水溜りが

 あったことになる。層序的にこの凹地が住居を切るところは観察されなかったのでいづれともいえな

 い。

 4押出遺跡の完新世(10,000Y.B.P以降)における地形環境の変化

 高畠町押出遺跡は、米沢盆地の北東隅をしめる大谷地(白竜湖)低湿地の地下2mにあり、湿地帯

 の排水路工事で1971年に見つかっていたものが、国道バイパス工事に際して山形県教委文化課によっ

 て緊急発掘調査がおこなわれ(1985.8～1987.11まで総計4000m.広さ100×40m、深さ2m)、縄文前

 期の30余の住居跡が発掘された。この遺跡の特異的な点は、木製品・植物性遺体(食物)の保存が良

 いことだけでなく、住居跡が竪穴式とは異なり、打ち込み柱や転ばし根太に床土を盛り立てた構造を
 もっていることである。
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 1)大谷地(白竜湖)低地は吉野川と屋代川という2つの河川の自然堤防に閉塞された約5×4

 ㎞の低湿地である。大谷地湿地は、地下推定約90mの基盤岩中新統に達するまでほとんどが泥炭層で

 ある。2つの河川の自然堤防に閉塞されて、粗粒物質がとどかない部分であるからであろう。集落が

 成立した場所の微地形や岩相は、直接的には、自然堤防との距離によって決定されているのであろう。

 その西縁にそった約4㎞区間の25本のボーリング(図2)によって後背湿地の粘性土と自然堤防の砂

 質土との立体構造をみると、自然堤防帯の歴史的な拡大期・縮小期があったのではなく、むしろ自然

 堤防帯の側方移動(揺らぎ)によって説明されてよいと思われる。(図5)

 2)地表下2.5mまでの岩相は総じて泥炭質であるが、砂を含んで分解の進んだ層準、砂を含まない

 で分解の進んだ層準、分解の進んでいない層準、腐植質がやや少ない粘土がちの層準とがある。乾い

 て土壌化した状態～水面下の状態を反映している。

 縄文前期の生活面(大木4式1形式、遺物の14C年代では500年の年代幅)の前後は、岩相では腐植質

 がやや少ない粘土質の層準(珪藻より湖水性)から分解の進んだ泥炭質の層準(やや乾いて土壌化が

 すすむ環境)へむかう途中、花粉組成では水性を経て湿性に移行する環境を示す。(図3)

 生活面上100×40mの広がりのなかに10本に近い立木の根がある。

 集落の立地した地形は自然堤防と後背湿地との境付近にあたる。歴史的にみれば後背湿地から自然

 堤防に変わる過程であった。より土壌化のすすむような環境(第7層は母材の堆積と分解が同時にお

 こなわれたと解釈。)になってから集落は営まれていないから、自然堤防があったので立地したとはい

 えない。

 3)住居群の間の浅い凹地は分解の進まない腐植質堆積物で埋積されている(滞水があった。)これ

 と住居床面の水準とのあいだには、焼石群(打ち込み柱の上)、チップの面的集中部分(乾いた地面?)



 などが分布している(図3、12、写真3)。季節的には乾いた地面がえられたものであろう。断面におい

 て地山層と包含層との間は明瞭でない。両者の岩相が漸移しており、上下に撹乱されていて読み難い。

 軟らかい状態で撹乱されたためであろう。

 住居跡の柱の上限の多くは床土(覆土)内の高度にあり、この高度まで“ある期間"地下水面が安

 定していたことを示唆する。(図10、11)その時期は生活面と同時期(柱の抜け跡に覆土と同一岩相

 の土が入っている例がある)ないし、その後のある時である。

 4)包含層上面にごく薄い粘土層がみられるので、一時的に水深が大きくなったことがあったかも

 しれない。集落の放棄を説明する可能性がある。いくつかの柱は第7層の中位の分解していない泥炭

 の層準(3000+_YBP)まで残っていた。
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