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北海道中央部における8世紀以降の植生・気候変遷の解明の試み
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Abstract

北海道中央部の2地域（千歳川水系舞鶴遊水地・手稲山山麓滝の沢川沿い）で湿原堆積物について、

地表から2 m以内において試料採取を行い、花粉分析とAMS14C年代を実施した。その結果、両地域の

分析対象の堆積物は8世紀末以降の1200年あまりの期間のものであり、花粉分析結果から、アカエゾ
マツ・トドマツなど針葉樹の比較的多い寒冷な時期が存在することが判明した。その寒冷な時期につ
いて、舞鶴遊水地では1800年前後の江戸時代後期（アイヌ文化期末期）に特定できるが、滝の沢川地
域では厳密に特定はできなかった。

Keywords: 舞鶴遊水地; 手稲山; 花粉分析; AMS14C年代測定; 小氷期

1. はじめに
紀元後の北海道の時代区分については、本州方面とは異なり、続縄文時代、擦文時代（オホーツク・
トビニタイ文化期含む）、アイヌ文化期が設定されている。図1に示す北海道中央部の2箇所（千歳川水
系舞鶴遊水地・札幌市手稲山山麓）で湿原堆積物について、地表から数mの部分について地質調査と

試料採取を行い、花粉分析及びAMS14C年代測定を行った。その結果、これらの堆積物は8世紀末以降

のもので、擦文時代中・後期~アイヌ文化期~現在に相当することが判明した。

舞鶴遊水地は千歳川放水路に代わり計画された遊水地群の一つであり、2014年度に完成した（図1）
。
同遊水地は沖積低地（長沼低地）に位置し、農地化で消失した旧馬追沼とその周辺の湿原に該当する。
遊水地の設置にあたり過去の植生の復元が課題となり、岡（代表執筆者）は、工事関連ボーリング資
料による断面解析、遊水地内の露頭および周辺の農業用排水路の壁面観察を行い、委託および関係者
の協力を得て、花粉分析およびAMS14C年代測定を行った。

手稲山山麓の研究対象地は滝の沢川という小河川沿いの河岸段丘上の10 m×10 m前後の小湿原であ
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る（図1）。執筆者の一人である星野は手稲山山頂（標高1023.1 m）付近のハイマツ林床の花粉分析（星
野ほか, 2019）に関わって、山頂付近の植生との比較検討のためにこの箇所を選定した。

図1 研究対象地の位置（赤丸は試料採取箇所で舞鶴遊水地については地点を表示）

2. 千歳川水系舞鶴遊水地の浅層部の地質調査と地質分析（花粉分析・AMS14C年代測定）

本研究対象地では遊水地の工事にあたり、深度5−50 m程度のボーリングが多数掘削されている。それらの

ボーリング孔を東西・南北に線状に連ねて断面解析を行った結果、地表下10−20 m程度以下には後期更新世

の堆積物
（上位より,支笏火山噴出物-軽石流Spfl・降下軽石Spfa1-および本郷層）が存在し、その上位には沖積
層が存在することが明らかになっている。今回の調査はその沖積層の最上部の部分を対象とし図2の位置図に

示すように遊水地の東縁付近を南北に17地点
（延長約2 km）について、深度2 m付近までは遊水地内の掘削断

面、周辺域の農業用排水路壁面について露頭観察を行い、それ以下については部分的に検土杖調査を付加し
た。調査の結果、一般的な層序は上位より、ⅰ:耕作かく乱土または盛土、ⅱ:腐植質泥炭層
（泥炭層A）、ⅲ:
降下軽石層
（Ta-a）、ⅳ）灰色泥層
（薄板状粘土~シルト層;馬追沼堆積物）、ⅴ）繊維質泥炭層およびⅵ）含有機
物泥砂層である。
以上の地質調査・解析の詳細な結果については別に報告を行い、今回は3地点での地質試料の採取と花粉

分析およびAMS14C年代測定の結果について述べる。図3に示すように、最初に2015年に地点2および3について
珪藻分析試料も含めて試料を採取し、地点2
（A）の採取14試料中の9試料
（A-P1~3, P5~7, P10, P13, P14）につ

いて花粉分析を行ったが、そのうち、有意な花粉・胞子個数が得られたのはA-P1, P2, P5, P14の4試料のみで

あった。地点3
（B）の2試料
（B-P1, P2）については、B-P1のみが有意な個数が得られた。一方、AMS14C年代
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図2 舞鶴遊水地東縁部からその北側での浅層部の地質調査の位置図（左）および地点2(A)の露頭写真（右）
青色線・丸・数字は調査ルート・位置（露頭）を示す。褐色線・丸・数字はより深層
（深度5−50 m）までの断面解析関連の位置を示す。赤丸囲みは図3の地点に対応。

測定については、表1に示すように、地点2の泥炭層B
（層厚50 cm）の最上部の泥炭中木片
（試料H27MA-C2）

についてAD1190年~1275年
（暦年）が、地点3の泥炭層
（同10 cm）Bの下部の泥炭中植物破片
（同H27MA-C1）

についてAD775年~790年またはAD800年~980年の年代値
（暦年）が得られた
（
（株）地球科学研究所に測定依
頼）。さらに、泥炭層Aの直下のTa-aは1739年の降灰である。これらのことから、舞鶴遊水地東縁部の地表下

2 m付近までの地層
（ⅰ~ⅴ）については奈良時代末または平安時代初期
（擦文時代中期）以降のほぼ1200年の

期間の堆積物であることが明らかになった。しかし、花粉分析についてはTa-a降灰の1739年
（江戸時代中頃）
から鎌倉時代前期の間、約500年間の花粉分析結果が欠如していることになった。
そこで、花粉層序的に空白の500年間を補完するために、2020年、遊水池北側のはまなす砂丘東側の排水

路の壁面箇所
（地点13
（C））のTa-a下位の泥炭~泥炭質泥層
（層厚80 cm）において花粉分析試料の採取を行
い
（図3C-P1~P13）、C-P4を除く12試料について有意な花粉・胞子個数を得た。さらに、この部分がどのよう

な年代にさかのぼるのかを明らかにするために、C-P2試料についてAMS14C年代の測定を行った
（R02MA-C1;
NUTA2-28423）。その結果は暫定値としてAD63年~474年または485年~535年であり、弥生時代中頃から古墳

時代
（続縄文時代の中~後期）である―2021年3月22日―。この結果は想定よりかなり古い年代であり、確定値
が出た場合には、次に示す花粉層序も必要があれば見直すべきことをあらかじめお断りする。
図3に示す舞鶴遊水地東縁部とハマナス砂丘東側での花粉分析結果を総合化したのが表2（花粉・胞

子カウント表）および図4（花粉分帯チャート）である。合わせてAMS 14 C年代測定結果も表示した。

これらで明らかなように、舞鶴遊水地付近の過去ほぼ1200年間の花粉分帯は次のⅠ~Ⅲ帯に区分でき、
少量のブナ花粉がほぼ連続して出現する。
Ⅰ帯
（奈良時代末~鎌倉時代前期-擦文時代中~後期-; 温暖→やや冷涼→温暖）

A- P1: カヤツリグサ科4 8%でコナラ亜 属18%となる。これは湿地の拡大した環境で気候良好である。
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A-P2・B-P1: トウヒ属・モミ属の増加、単条溝型胞子
（シダ類）が増加し一部に暗い森があり、小高い所には
コナラ亜属が存在した。B-P1についてはA-P2に類似しており、図5には表示せず、図4にカウント数を示した。
A-P5: コナラ亜属は34%に増加し気候は温暖化した。

C-P1･C-P2: A-P1･A-P2に類似。

Ⅱ帯
（室町時代~江戸時代中頃-アイヌ文化期前~中期; 比較的温暖）

ハマナス砂丘付近のTa-a下位1 m部分の泥炭層の試料
（下位よりC-P1~13）の分析結果のうちC-P3~7が該当す

る。単条溝型胞子のシダ類が次第に増加し、ピークでは78%になる。Ⅲ帯への過渡期とみなされる。カヤツリ
グサ科は低率である。モミ属
（トドマツ）、トウヒ属
（アカエゾマツ）は少量である。
Ⅲ帯（江戸時代後半-アイヌ文化期後期-; やや冷涼~冷涼）

単条溝型胞子のシダ類が繁茂するが、それも次第に減少し、沼周辺で乾燥化が進む環境となる。特にA-P14
はトウヒ属
（アカエゾマツ）が17%に拡大し寒冷期を示す。
図4に示すように、暫定値は下の二つの年代値と逆転している。前述したように、確定値が出た段階には花
粉層序のうちⅠ・Ⅱについては再整理する必要があり得る。

図3

地質分析（花粉分析・AMS14C年代測定）試料採取箇所の柱状図
表1

AMS14C年代測定結果一覧
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表2 舞鶴遊水地付近の花粉分析結果（花粉・胞子カウント表）

図4 舞鶴遊水地付近の花粉分帯チャート

3. 手稲山山麓滝の沢川沿い小湿原のピートサンプラー試料の花粉分析およびAMS14C年代測定

2019年秋に手稲山北西麓の滝の沢川の河岸段丘（河床から約20 m高）上の標高211 m付近に広がる

湿原で、トーマス型ボーラーにより深度1.35 mまでのコアを石狩沖積低地研究会で採取した（図5滝
の沢No.2孔）。左端の柱状図に示すように、深度1.28 m以下は火山灰・軽石質砂で段丘堆積物（下位

に露頭で土石流状礫層確認）、0−1.28 m間が湿原堆積物で、植物破片に富んだ泥質堆積物（細かい縞

状層理あり、部分的に泥炭質）で、7.5−15 cm間隔で13試料を採取し、花粉分析を行った結果（表3）、
下位よりA帯、B帯、C帯、D帯、E帯を区分できた（図5）。さらに、深度1.2 mの泥炭（土壌）試料につ

いて名古屋大学ISEEにおいてAMS14C年代の測定を行った結果、AD1264~1315年またはAD1355~1389

年が得られた（NUTA2-27252）。これらのうち前者の年代は鎌倉時代末（アイヌ文化期初期）である。
各花粉帯の内容は以下のように要約できる。

A帯: 最下部の深度135 cmの試料で、ミズナラがカバノキ属、ハンノキ属とともに優位に立ち、常緑
針葉樹を若干交える落葉広葉樹林の林相が広がり、その中にミズゴケが生育する。
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B帯: ミズナラ32%、モミ属（トドマツ）が一部で増加する。
C帯: エゾマツ・トドマツが多い。

D帯: トドマツ・エゾマツが上部で増加傾向がある。

E帯: 常緑針葉樹ではエゾマツ、トドマツが激減し、ハイマツが見られなくなり、代ってカラマツ属が

深度15 cmおよび地表で、2−4%で出現する
（明治時代後期頃から北海道で植栽されるようになったニホンカラ

マツの花粉）。落葉広葉樹のミズナラ、カバノキ属、ハンノキ属はほぼ拮抗し、ニレ科、ブナ属、オニグルミ、
シナノキ、ハシバミ属、カエデ属も少数だが引き続き出現した。
表3

滝の沢川沿いの河岸段丘上の湿原堆積物の花粉分析結果（花粉・胞子カウント表）

図5

滝の沢川の河岸段丘上の湿原堆積物の花粉分帯チャート
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4. まとめと考察
舞鶴遊水地では8世紀末以降、江戸時代末頃まで、1000年あまりの間の植生変遷が大まかに明らかになり、
Ⅰ帯およびⅡ帯、すなわち奈良時代末~江戸時代の初頭頃
（擦文時代中期~アイヌ文化期前期）においては、一
部、やや冷涼な時期も含むが比較的温暖であったことが伺える。ただし、これはこの期間約800年間に8点
（層
準）の試料であり、大まかな解析結果であることは否めない。Ⅲ帯についてはほぼ江戸時代
（250年あまりの期
間）に相当するが、試料は6点
（層準）で、Ⅰ・Ⅱ帯よりはきめ細かい解析結果である。やや冷涼から、Ta-aの
降灰
（1739年）直上のA-P14ではアカエゾマツが17%となり、かなり寒冷となる。時期としては1800年前後
（天明・
天保の大飢饉のころ）である。なお、ハマナス砂丘の表層25 cmほどについて、春木雅寛氏が採取した。地表

A0層
（未分解腐植物）
、その下位10−15 cmの腐植まじり砂質土および同20−25 cmの同様な砂質土の3試料につ
いて花粉分析を行った結果
（詳細割愛）では、A0層試料が開拓植林の影響の組成が示されたが、下位の2試料

についてはA-P14に類似して、アカエゾマツ、トドマツの針葉樹が比較的豊富である。以上の結果、8世紀末
以降では1800年前後の江戸時代後期
（アイヌ文化期末期）がもっとも寒冷ということになる。

手稲山麓の研究地の花粉分析結果の期間はAMS14 C年代測定結果から判断すると、ほぼ鎌倉時代末以降

700年あまりの間になる。C・D帯を主体にアカエゾマツ・トドマツの針葉樹の優勢な寒冷な時期が示されるが、

手稲山の山頂には今でもハイマツが残存し
（星野ほか, 2019）、山頂付近では落葉広葉樹林の中に針葉樹が点

在する林が見られる
（竹内, 1918）。恐らく寒冷な時期にはこのような山頂付近の針葉樹が混じる林が研究地な

どの山麓にまで降りて広がっていたと推定される。この寒冷な時期が鎌倉時代末以降のいつ頃に相当するの

かということについては、分析試料に限りがあること、コア採取部の中~上部で年代測定値が欠如していること
から、今のところ、舞鶴遊水地で明らかになったような江戸時代後期
（アイヌ文化期末期）に特定することはで

きない。なお、中村
（1967）は隣接の手稲低地域の湿原での深度2.1 mまでの花粉分析結果を示し、上部60

cm以上でのモミ属
（トドマツ）
、アカエゾマツの増加を報告している。今回の結果との比較検討に興味がもたれ
るが、中村の研究箇所で試料採取を行い。今回の結果と比較検討すべきと思う。

中世の温暖期に続く近世の小寒冷期は小氷期とも呼ばれ、欧米を中心にその存在が認識されているが、北
日本地域でも、今回の研究成果に示されるように、その存在があると考えられる。この温暖から寒冷への移
行期は北海道ではアイヌ文化期に該当しており、考古学的にも注目される。
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