
昆虫化石 を用いた完新世後期 における古環境解析

森 勇一 (三重大学生物資源学部昆虫学研究室)

Ⅰ. は じめに

昆虫は,すべての生物群のなかで もっとも多い種類数を誇 り,全世界のあ らゆる環境に

適応 して生息 している｡ そのため,昆虫化石 (昆虫遺体 ともい う)を調べることによ って

得 られる情報はす こぶる多い｡ また,昆虫は体全体がキチ ン質で構成 されていて,死後土

中に埋 もれてか らも残 りやす い ｡ その うえ,花粉や珪藻な どの微化石 に くらべて死後 の移

動が少ない ことか ら,遺跡周辺 の特殊 な微環境の復元に有効である｡

ここでは,濃尾平野の沖積低地上 (標高 + 1- 2m) に位置す る東海地方屈指の環濠集

落 ･朝 日遺跡 (愛知県西春 日井郡清洲町はか)の遺物包含層,および遺跡周辺 の自然堆積

層か ら産 した昆虫化石を,調査 ･分析することによ って明 らかになった完新世後期 (先史

～歴史時代)の古環境変遷について述 べる｡
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Ⅱ. 分析試料の位置および時代

昆虫化石 の分析試料採取地点 を,図 1に示 した｡ 分析試料の採取場所 およびその相対年

代 について は表 1に,地層断面図および層相 などを図 2 (一部) に示 した｡ 図 3は,昆虫

分析試料採取地点 に隣接 した浅谷堆積物中の柱状図 と,そ こにおける放射性炭素年代値で

ある｡ なお,放射性炭素年代の測定 は名古屋大学年代測定資料研究セ ンターに依頼 し, タ

ンデ トロン加速器質量分析計 によって求め られた年代値である｡

昆虫分析試料 は,層序 が明確 にな った地層断面か らで きるだけ多 くの試料 を採取 し, ブ

ロック割 り法および浮遊選別 によって抽出 した｡ また,同時に大型植物遺体 も検出 した｡

昆虫化石の同定 は, お もに筆者採集の現生標本および大阪市立 自然史博物館所蔵標本 と実

体顕微鏡下 で比較 ･検討 しなが ら行 った｡

孤.分析監果

昆虫化石 の同定結果の一部 (弥生時代中期 および後期)を表 2に示 した｡総点数 (節片

また は破片数)は,現時点での集約数で計9,908点に達 した｡

科以上の レベル (亜科 を含む)まで同定で きた もの19科1157点,属 レベル (族を含む)

まで同定で きた もの11属 130点,種 まで同定で きた もの66種562点であ った｡ 図 4には時代

ごとの生息環境別 出現率 の推移 を示 した｡ これ らを もとに時代 ごとの出現傾向について簡

単 に述べる｡

1.縄文時代

縄文時代中 ･後期

昆虫化石では, 未分解の泥炭層中よ り小型 のゲ ンゴロウ科DYTISCIDAE･ガム シ科HYDROp-
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HILIDAEおよび ミズスマ シ属GyrinusISp.に属す る水生昆虫 を多産 した｡ また,湿地 や池沼

に生息す るカワホネネクイ-ム シDonaciaozensisNAXANEなどの ネクイハム シ類DONACI川′

AEが計33点発見 された｡ この他 に, コガネム シ科SCARABAEIDAEをは じめ とした森林性 の食

葉性昆虫 (Leaffeeders)を多 く産 した｡

冒以上 の レベルまで同定で きた昆虫化石 の生息環境別出現率では,樹葉や樹液 ･朽 ち木

のはか草本植生 に も集 まる陸生 の食植性昆虫 (Terrstrialphytophagousinsects)(以下,

便宜上樹上性昆虫 (phytophilousinsects)と呼ぶ)が76.2%を占め,水生昆虫 (Aquatic

insects)17.9%, うち湿原性昆虫 (Marshy insects)は5.9%出現 した｡

●A-28

●27●●
● yellowishpuRiceoussedihent● blackbrownpeatysilt

blackbrownpeatysilt
withplantfragTLentS

● pllenanalysissamples

Fig.3.ColutLnarSectionofSedihentZLryfzLCiesintheAsahisite(63A)
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Table1.Szq)ling九〇cationSandarch虻Ologieal嶋eS

oftI℃ insectanalyticalszLJPles

帆idlleardlate

6382.BSa岬les

63A2,SD13,14

≡.kxrm midlleyaiDi lateYayoilateYayoitohfun Kofun Medieval

105kg 115kg

40kg 62kg 80kg

2. 弥生時代

弥生時代中期

3種 のエ ンマ コガネ属QBihophagussp., 6種 のマ グソコガ ネ属Aphodiussp.を は じめ計

47点 の食糞性昆虫 (Coprophagousinsects), およびル リエ ンマム シSaprinussplendens(

PAYKULL)･ゴ ミム シ科HARPALIDAE･- ネカク シ科STAPHYLINIDAEな ど合計34点の食 屍性 (Fi-

1thphagousinsects)ない し汚物性昆虫 (Saprophagousinsects)を産 した｡ 森林植生 に依存

す る種群 や金華性 の昆虫 はほ とん ど認 め られ なか った｡ キベ リクロ ヒメゲ ンゴ ロウIlybiu蔓.

apicalisSHARP･コ シマゲ ンゴロウHydaticusgrammicus(GERMAR)･マメゲ ンゴロ ウ属

Agabussp.な どの水生昆 虫 も少数 なが ら産 出 した｡

目以上 の レベル まで同定で きた昆虫化石 の生息環境別 出現率 で は,地表性歩行虫 (Ground

wanderinginsects)が全体 の70.4%を占め,樹上性 の種 群が23.7% と激減 してい る｡ 水

生昆 虫 は5.9%認め られた (図 5)0

弥生時代後期

ス ジコガネ亜科RUTEL川AE(5点 ) ･サ クラコガネ属Anomalasp.(18点) ･マメコガネ

PopilliajaponicaNEWMANN(15点 ) ･コアオ-ナムダ リ0Ⅹycetoniajucunda (,FALDERMANN

)(5点) ･ヒメ コガネAAgimalarufocupreaMOTSCHULSKY(5点 )な どの食葉性昆虫 と,

カナ ブ ンRhomborrhinaiapoI!j_旦旦HOPE･クロカナ プ ンRhomborrhinapolitaWATERHOUSE･

コメ ッキム シ科ELATERIDAEな どの森林性 の昆虫群 を は じめ とした91点 の食植性昆虫, およ

び ク ロ ヒメゲ ンゴ ロウ属出血 sp.･マ メゲ ンゴロウ属Agabussp., モ ン車マ メゲ ンゴ ロ

ウPlatambuspictipennis(SHARP)･セマルガム シCoelostomastultum (WALKER)な どの清

流 に多い水生昆虫 が計20点発見 された｡ 朽木 に多 い コカブ トム シEophileuruschinensis

(FALDERMANN)や クチキム シ科ALLECULIDAE･カ ミキ リム シ科CERAMBYCIDAEな ども兄 いだ され

た ｡

昆 虫化石 の生息環境別 出現率 では,樹上性 の種群 が47.9%,地表性歩行虫41.7%, 水生

昆虫 は10.4%認 め られた｡

弥生時代後期～古墳時代

昆 虫の種数 は多 く, と くにセマルガム シC.Huitun (WALKER)･キベ リクロ ヒメゲ ンゴ ロ
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Table2.Fossilinsectsfro鴫theASahisiteintheYayoi騨riod

生 態 和 名 学 名 63A2区 総 計
弥生中期 弥生後期

水隻 食 ゲ ンゴロウ科 DYTⅠSCⅠDAE 3 3

ヒメゲ ンゴロウ亜科 COLYMBETⅠNAE 1 1

タロヒメゲ ンゴロウ属 Ilybiussp. 1 1

キベ リタロヒメゲンゴロウ IlybiusapicalisSHARP Wl 1

肉 ヒメケ'ンゴロウ Rhantusz)ulverosus(STEPllENS) T2 2
コシマケ′ンゴロウ Hydaticusgrammz'cus(GERMAR) Wl 1

性 マメゲ ンゴロウ属 Agabussp. 3 3マ メケ′ンゴロウ Agabusjaz)onicusSHARP P1 1

モ ンキマメゲンゴロウ Platambuspictか nnis (SHARP) W2 2
オオ ミズスマ シ DineutusorientalisMoDEER Wl 1

食植悼 セマルガムシ Coelosto〝∽stultum (WALT(ER) WI P2 P2 W3 8

ヒノセマルガムシ CoelosioTnaOrbiculare(FABRICIUS) Wl 1
-バ ビロガムシ亜科 SPHAERⅠDⅠlNAE 1 1

ケシガムシ族 CERCYONⅠNⅠ 1 1

オオセ ンチ コガネ GeotrupesauraEusMoTSCHULSKY Ll 1

食 エ ンマ コガネ属 OnthoPhLlgW Spp.OnEhof,hagw atnJpennisWATERHOUSE 12 4 16W3P3HIT5 12コアマルエ ンマ コガ■ネ

地 コブマルエ ンマ コガネ ? Onthof,haguSatriknnisWATERHOUSE Pl 1

ミツノエ ンマコガネ OnthoPhLZguStn'COrnis(WlEDEMANN) Wl 1

マ ルエ ンマ コガネ OnlhoZ)hagusuiduusHAROLt' P2 2

糞 オオマ グソコガネ AL>hodiusharoldianusBALTHASAR Wl 1

オオマ グソコガネ ∴/7 AphodiusharoldianusBALTHASAR Hl 1

セマルオオマグソコガネ AphodiusbrachysomusSoLSKY Wl 1

イガタロツヤマ グソコガネ A♪hodiusigaiNAKANE W3 3

義 性 言77 ;誓 言ネ AApPhhzdd…ur:Zcs霊 等 TESRCBH,UT;SKY' W8 P2 W2 12W3 / 3

性 アラメ二七 マ グソコガネ 乃ammoporusfrzlebi(BALTHASAR) Pl 1

食 ル りエ ンマムシ Saprz'nusspleわdens(PAYKULL) Al 1ゴミムシ科 HARPALⅠDAE 30 46 76

梶性 トツタリゴミムシ属 Lachnocrepisspp. 1 1

食 オオ トツタりゴミムシ Oodesvicarz-USBATES Wl 1
肉 コ- ラアカモ リヒラタゴミムシ ColpodeslamprosBATES W1 1

性 ナオ ヒョウタンゴ ミム シ ScaritesEerricola♪acljicusBATES WI Tl 2

雑食 -ネカタシ科 STAPHYLⅠNⅠDAE 1 23 24
性 ハ ンミョウ Cicindelachinensisja♪onicaTHUNBERG Wl 1

ユ ミア シゴミムシグ マ シ属 Promethissp. . i 1.

陸隻 食檀悼 コガネムシ科 SCARABAEⅠDAE 14 19 33

スジコガネ亜科 RUTELⅠNAE 5 5

サ クラコガネ属 Anomalaspp. 1 18 19

ドゥガネ7'イブイ AnomalacupreaHopE W3 TI Al L2 7

アオ ドゥガネ Anoナ乃αLaalbopilosaHopE Pl 1

ヒノコガネ AnomalarufocupreaMoTSCHULSKY W3LIP2 6

コガネムシ MimelasplendensCyLLENHAL WI H1 Wl 3

マメコガネ PopilliajapomlcaNEWMANN W2 Ll L3A2P3W4HIT2 18
-ナムグ リ亜科 CETONⅠⅠNAE 1 1

コアオ-ナムグ リ 仇ycetonia)'ucunda(FALDERMANN) WIPILIA2 5

カナ7'ン RhomborrhinajaL}onicaHopE Ll 1

タロカナフ'ン Rhomborrhina♪olitaWATERHOUSE Sl 1

コカ7 ト̀ムシ EoZ)hileuruschinensis(FALDERMANN) WI Al 2
カ ミキ リムシ科 CERAMBYCⅠDAE 2 2

タロカ ミキ リ SpondylisbuPrestoidesLINNE Hl 1
クチキムシ科 ALLECULⅠDAE 1 1

コクワガタ Macrodorcasyecius(MoTSCHULSKY) Ml 1

コメッキムシ科 ELATERⅠDAE 4 4

-ム シ科 CHRYSOMELⅠDAE 1 2 3

ル りバネナガ-ムシ Liyoetiscoeruleipenm'sWEZSE Wl 1

キクビアオ-ムシ ? AgelasanigricepsMoTSCHULSKY Wl 1

アカガネサル-ムシ AcyothiniumgaSChkevitchii(MoTSCuULSKY) Wl 1

テオ キノコム シ属 Scaphidium sp. 1 1

ケラ GTyllo由伽 afnlcaM P.ALⅠSOTdeBEAUYOlS Hl I
-エ 目 DⅠPTERA i 1

不明及び未同定の甲虫 目ほか 21 43 64

Abbreviationofthescleritesofinsects

W (WlngS) ;特効 H (Head) ;頭部 T (Thorax) ;胸部

A (Abdomen) ;他部 P (Pronotum) 前qlqJ門板 S (Scutellum) ′ト楯板

L (Legs) .腿腔節 M (Mandlble) ,大股
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Fig.4.E龍ergenCeratioclassifiedbyhabitat
ofinsecttoss:ilsfoundtheAsahisite

middleYayoiF杷riod lateYayoilモricKl

S Aquaticinsects;PredaceousOrSCaVengerS
園 Dung-feeders;Coprophagous
匿≡≡≡国 scavengers;Saprophagousinsects

E≡≡≡司Nainlyleaffeeders,
[=コ unknownTerrestrialphytophgous

Fig.5.Ibbitatd ecol噂icalclassificationofin8eCtfossils
fourKlattl肥Asahisite
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ウⅠ.apicalisSHARPなど水生昆虫 を多種 ･多産す るが, ネクイ-ム シ類DOⅣACI川AEは 1点

も検 出 されなか った｡ また, コガネム シ科scARABAEIDAE･-ムシ科cHRYSOMELIDAE･コメッ

キム シ科ELATERIDAEな どの食葉性昆虫を多産 し,サ ビキ コ リAgrypnusbinodulusMOTSCHU-

LSKY･コカブ トム シE.chinensis (FALDERMANN)･ノコギ リクワガタProsopocoilusinch -

RBiJiS (MOTSCHtJLSKY)･カブ トム シAllomyrinadichotoTna (LINⅣE)･アカガネサル-ム シ旦

crothinium gaschkevitchii (MOTSCHULSXY)など多様 な環境 を示す多 くの食植性昆虫が出現

した｡

目 レベル以上 の昆虫化石の生息環境別出現率では,樹上性の種群が40.3%,地表性歩行

虫36.5%,水生昆 虫は23.2%と,弥生時代後期 とよ く似た傾向を示 した｡

3.古墳時代～中世

古墳時代

出現昆虫 の種数 が比較 的多 く, とくにネクイ-ム シDOⅣACI川AE以外 の水生昆虫を多産 し

た｡ なかで も大型 で食肉性のゲ ンゴロウCybisterjaponicusSHARPが11点発見 され,食植

性 のガム シHydrophilusacuminatusMOTSCHULSKY･セマルガムシC. stultum (WALKER)･マ

メガム シRegimbartiaattenuata (FABRICIUS)な ども認 め られた｡ コガネム シ科ScARABAEI･

DAEをは じめ食葉性 の昆虫, 訪花性 のコアオ-ナムグ リ0. jucunda (FALDERMAⅣN)な ど も多

数検 出 された｡

昆虫化石 の生息環境別 出現率 では,樹上性 の昆虫が55.9%と増加 し,水生昆虫 は27.3%,

地表性歩行虫は16.8%で あった｡

中 世

科以上 の レベル まで同定で きた昆虫化石数 の 3分 の 2以上を水生昆虫 が占めた｡ なかで

ら, 多数検 出 されたネクイ-ム シ類DOⅣACIINAEの中 にキイロネクイ- ム シMaproplea ja旦旦･

旦旦 (JACOBY)が 4点含 まれていることは特筆 され る｡ キイロネ クイ- ムシは成虫時代 も水 中

で生活す るため水域環境 の変化 に弱 く,現在, 日本 では絶滅 した と考 え られて いる｡ 他の

ネクイ- ム シでは, ガガブタネクイ- ムシDonacia lenziSCHONFELDT･イネネクイ- ムシ

I)onaciaprovostiFAIRMAIRE･ツヤネクイ- ムシDonacianitidior (NAKAⅣE)な どが発見 さ

れた｡ 止水性の ミズスマ シGyrinus japonicus (SHARP)の仲間 も多数兄 いだ された｡

昆虫化石 の生息環境別 出現率では, 水生昆虫が75.2%出現 した｡ うち湿原性 の昆虫が22

.5%を占めた｡ 樹上性 の昆虫 は19.7%,地表性歩行虫はわずか5.1%出現 したのみであ った｡

Ⅳ.古環境 変遷

朝 日遺跡 において,縄文海進以降,縄文中 ･後期か ら中世に至 る試料 中よ り,昆虫化石

9,908点 を分析 ･集計 し,古環境復元に役立て ることがで きた｡ 同時 に実施 した珪 藻遺骸 の

分析結果を加味 し, 明 らかにな った朝 日遺跡 におけ る古環境の変遷のあ らま しは次 の とお

りである｡
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I.縄文時代中 ･後期の頃 (4620±90y.B.P.はか)の泥炭層中か らは, カワホネネクイ-

ムシな どの寒冷型の昆虫化石を産 し,現在 より気候が冷涼であった ことが推定 される｡

2.縄文時代後期後半の頃 (<3490±90y.B.P.,2530±190y.B.P.),標高 十1.25m付近 に

汽水性 の珪藻 を多産する地層が認 められ,縄文後期の再海進があった ことがわか った｡

3.弥生時代中期前半の境の昆虫化石分析結果では,地表性食糞群に属す る昆虫や汚物集

積の指標昆虫 を多産 し,動物 (弥生ブタ)飼育 の可能性および人口集中な どが推定 さ

れる｡ そ して,朝 日遺跡周辺は自然植生 を伐採 した裸地的な空間だ った ことが考 え ら

れる｡

4. 弥生時代後期前半 の珪藻遺骸 と昆虫分析結果か ら, この時期 になると空堀 だ った環濠

や溝 に水流の影響が現れ るようになり, 人里昆虫群や森林性昆虫群の多産 によって,

遺跡周辺の植生が次第に豊富にな った ことが考 えられ る｡

5.古墳時代前半 の珪藻遺骸 および昆虫分析結果か らは,朝 日遺跡周辺が湿地帯のよ うな

環境 に変化 し, ときおり流水の流 れ込みがあ ったことが推定 される｡ そ して,古墳時

代後半 ともなると,辺 り一帯に沼沢地化が進行 した｡

6. 中世 の朝 日遺跡周辺 は, ところどころに池沼が点在す る止水域 に移 り変わ ったことが

産出 した流水 および池沼指標種群 に属す る昆虫化石,池沼や湿原な どの水生植物 に付

着 して生活す る付着生珪藻遺骸群集,および水生植物遺体な どか ら推定 される｡
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PaleoenyirontentalAnalysisoftheLateⅡoloceTLeBasedomtheFossilInsects

YuichiXORI

(EntotologyLaboratory. FacultyofBioresources, VieUniyersity)

Iextracted9,908scleritesofinsectfossilsfrom thedepositsoftheAsahi

sitefrom themiddleJomonperiodtoMedievalperiod,andanalyzed them tofind

thattheyareveryusefultorestorepaleoenvironmentofthissite.Theoutline

of thepaleoenvironmentalchangesattheAsahisitesareasfollows:

1.AboutthemiddleandlateJomonperiod(4620±90y.B.P.etc.)

In thepeatlayersofthisperiod,thereWeremanycold-adapted insects.such

asDonaciaozensis.Therefore, itisassumedthattheclimateatthattimewas

colderthanthatofthepresent.And ithasalsobecomeclearthatpeoplelived

surroundedbyforests,judgingfromthefactthatthesamesamplescontainl〔any

forest-inhabitinginsects.

2.Aboutthelatterhalfof thelateJomonperiod(<3490±90y.B.P.,2530±190y.B.

P.)

Tbedepositsatanaltitudeofabout+1.2meterincludeda lotofblackish

diatoms.Consequently.Wecouldmakesureofthesecondmarinetransgressionof

thelateJomonperiod.

3.AboutthefirsthalfofthemiddleYayoiperiod

Thisperiodwascharacterizedbytheexistenceofmanydung-eatinginsects.and

manyground-Wanderinginsectsgatheringroundfilth.Thisindicatesthe

posibilityofbreedinganimals(pigsoftheYayoiperiod)and theconcentration

ofpeople intotheAsahisite.AnditisthoughtthattheAsahisiteWasanopen

spaceWherenaturalvegetationWascutdown.

4.Aboutthefirsthalfofthe lateYayoiperiod

Accordingtotheanalysesofdiatomsandinsects.themoatsencirclingthe

settlementandlargeguttersyereaffectedbyflowingyater.And itisconsidered

thatthevegetationoftheAsahisiteand itsvicinitiesgreythickerandthick

er.becauseoftheexistenceofmanyvillage-inhabitinginsectsandmanyforest

insects.

5.ThefirsthalfofKofunperiod

Examiningthediatom thanatocoenosesandinsectfossils,yeknowthatthesign

ofhuTnanbeingsdisappearedaroundtheAsahisite,andtheenvironmentchanged

intomarshyground.

ThelatterhalfofXofunperiod

TherewerealotofaquaticinsectsattheAsahisite.Astheresult,this

districtturned intosvaTnPyareas.

6.TheMedievalperiod

The insects inhabitingstreamsandponds,andthanatocoenosesoftheepiphytic

diatomslivingontheaquaticplantsatthepondsandmarshestellusthatthe

sitechanged intoabackTnarShdottedWithpondsandmarshes.
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