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　はじめに

　本書は平成15年度初めから平成17年度末までの３年間に、研究テーマ「旧石器の層位撹乱をも

たらす最終氷期の乾裂・凍結割れ目の形成機構に関する比較研究」（課題番号15300298）に対して日

本学術振興会から交付された補助金を使用して行った研究の成果報告書である。

　本研究は次のとおり実施した。

　研究組織

　　研究代表者　：　趙　哲済　（財団法人大阪市文化財協会調査研究部研究資料係長）

　　研究協力者　：　那須孝悌　（前大阪市立自然史博物館館長）

　研究発表

　　(1)口頭発表

趙　哲済・小倉徹也、遺物の層位撹乱をもたらす割れ目の基礎研究－道北地域の割れ目痕に

ついて－．日本文化財科学会第22回大会研究発表要旨集、平成17年7月9日

　　(2)出版物

趙哲済、大阪平野のおいたちと人類遺跡．日本第四紀学会2003年大阪大会普及講演会資料「大

阪平野100万年の自然と人のくらし」、平成15年8月31日

　謝辞

　本研究を行うに当たって、多くの方々にお世話になった。財団法人大阪市文化財協会の皆様には、

本研究を推進するに当たって快くさまざまな便宜を図っていただいた。財団法人大阪市文化財協会

と姉妹関係にある韓国嶺南文化財研究院の李白圭院長・朴升圭研究室長・金昌億氏をはじめとする

皆様には、韓国各地に於ける調査に際して有形無形の援助をいただいた。ウリ文化財研究院の郭

鍾喆院長・兪炳  氏・文栢成氏・高龍洙氏には、韓国各地に於ける現地調査に際して、多大の

ご援助をいただいた。韓国地質資源研究院の金周龍氏には、韓国の第四紀層と凍結割れ目に関し

て多くのご教示を得た。発掘を担当された李在景氏をはじめとする慶尚北道文化財研究院の皆様

には、尚州市新上里遺跡の調査に際して多大のお世話になった。発掘を担当された尹昊弼氏・金

炳燮氏をはじめとする慶南発展研究院歴史文化センターの皆様には、居昌郡正莊里遺跡、並びに

密陽市サルレ遺跡の調査に際してお世話になった。李起吉教授をはじめとする朝鮮大學校博物館

の皆様には、和順郡道山遺跡の調査並びに長興郡シンボク遺跡の見学に際して、事前・事後の重

機の手配や宿舎の手配、案内等でお世話になった。漢陽大學校博物館長の裵基同教授には、京

畿道各地の調査地の選定や宿舎、車両、通訳・案内等の手配をいただいた。また、ソウル大學

校人文大學考古學美術史學科長の李鮮馥教授、同學科院生の金東完氏、カナダ・マックギル大
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学院生の兪鏞郁氏、漣川郡文化観光科の金仙美氏には、全谷里遺跡の調査に際してお世話になっ

た。金鍾憲氏をはじめとする畿甸文化財研究院の皆様、並びにソウル市在住考古学者の洪美瑛

氏には、南楊州好坪洞遺跡の調査に際してお世話になった。金起兌氏・李廷哲氏をはじめとする

畿甸文化財研究院の皆様には、驪州淵陽里遺跡の調査に際してお世話になった。発掘を担当さ

れた金鎭氏をはじめとする湖南文化財研究院の皆様には、益山市射徳遺跡の調査の際してお世

話になった。辛勇旻団長並びに金容卓氏をはじめとする東亜文化財研究院考古歴史調査團の皆様

には、晋州市耳谷里遺跡の調査に際してお世話になった。韓南大学校博物館の皆様には、大田広

域市龍湖洞遺跡の調査に際してお世話になった。また、韓国における調査での通訳は、慶北大學

校考古人類學科大學院の井上主税氏、慶尚北道文學化財研究院の金東淑氏、朝鮮大學校博物館の

李康姫氏・金恩正氏、漢陽大學校の洪惠媛氏にお世話になった。また、漢陽大學校の金基龍氏に

は現地への案内でお世話になった。財団法人大阪市文化財協会の絹川一徳氏には、道山遺跡を

はじめとする朝鮮半島西南部の調査に同行していただき、現地で討論や記録などご支援ご協力

いただいた。同協会の小倉徹也氏、並びに北海道大学埋蔵文化財センターの高倉純氏、島根県三

瓶自然館サヒメルの福岡孝副館長、文化財調査コンサルタント株式会社の渡邉正巳氏には、北

海道の調査に同行していただき、現地で討論や記録などにご支援ご協力いただいた。また、本

報告書の英文要約はワシントン州立大学のMatthew W.VanPelt氏の校閲をうけた。以上の方々に

厚くお礼を申し上げる。

　最後に、前大阪市立自然史博物館館長の那須孝悌氏には、科学研究費補助金のシステム上の制

約のために研究協力者としてではあったが、実質的な研究分担者として、また、第四紀学の指導

者として、割れ目の形成時期と古気候条件を明らかにするために花粉分析と植物遺体の研究を分

担していただくとともに、各地の現地調査に同行して討論していただき、研究の進め方について

ご指導いただいていた。その最中、本研究第２年度途中で急逝されたことはたいへん悔しく残念

であります。心底よりご冥福をお祈り申し上げます。
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１．研究の目的と方法

１）　目的　

　本州各地の平野を構成する完新統の中には、多くの層準に乾裂とか乾痕と呼ばれる地層の割れ目

が認められる。一方、更新統・旧石器包含層やその直下の地層にもしばしば割れ目が存在し報告さ

れている。しかし、この地層の割れ目（裂痕）は，完新統に見られる乾痕とは見かけの構造が異な

り、最終氷期の地層に特有のものと考えられる。しかし、その詳細は明らかでない。このような層

準では旧石器の接合資料の一部が下位の異なる層から産出して（例えば、加藤・戸田1982、大阪市

文化財協会1995・1997など）、層準の認定を混乱させる撹乱現象が地層の堆積後に生じたことを推

測させる。

　旧石器包含層に見られるような割れ目は、日本列島のみならず韓半島の沖積層下部および最終氷

期の地層にも存在する。この割れ目は、かつては周氷河現象の一つであるアイスウェッジと考えら

れていたが、近年では季節的凍土地域に形成されるソイルウェッジ（土壌楔）と呼ばれている。韓

国の旧石器研究者らは旧石器の出土層準との関係で注目しているが、用語の使用法に一部混乱があ

るほか、形成機構と石器の包含状態との関わりは明らかにされていない。

　最終氷期に形成された韓半島の土壌楔と本州の乾裂痕は、肉眼的にはよく似ており、ともに単な

る干割れの痕とは異なる特徴をもっている。両者の形成には最終氷期の古気候条件が深く関与して

いると考えられ、その共通性と差異を明らかにすることは、中緯度地帯における最終氷期の割れ目

現象に新たな知見を提供するものと期待される。

　日本列島は最終氷期極相期（最寒冷期）においても黒潮の影響を受け続けた海洋度の高い地域で

ある。一方、韓半島は、最終氷期には黄海が陸化して大陸度の高まった地域である。最終氷期の寒

冷化と乾燥化、及び、これらに伴う古環境の変化は、海洋度の高い日本列島よりも大陸度の高い韓

半島の方が顕著であったと考えられる。したがって、日本列島における氷期の諸現象の解明には、韓

半島の諸現象との比較研究が有効である。

　そこで本研究では、旧石器の層準撹乱を引き起こす原因の一つであるこのような地層の割れ目に

ついて、韓半島で土壌楔と呼ばれているものと、本州の乾裂痕と呼ばれているもの、および、最終

氷期に周氷河地域であった北海道のアイスウェッジ・キャスト（氷楔痕）の割れ目内の充填物質と

割れ目周囲の地層の構造を比較検討することにより、高緯度地域における周氷河現象としての凍結

割れ目と中緯度地域における乾裂との形成機構の相違と移行性を明らかにする事を目的とした。

２）　方法

　本研究を進めるに当たって、野外においては割れ目を詳しく観察するとともに、室内において割

れ目の微細構造の観察等を実施した。

　韓国における野外調査では、京畿道の漣川郡全谷里遺跡、南楊州郡好坪洞遺跡、驪州郡淵陽里遺
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跡、全羅北道益山市射徳遺跡、全羅南道和順郡道山遺跡、慶尚北道尚州市新上里遺跡、慶尚南道居

昌郡正莊里遺跡、晋州市耳谷里遺跡でソイルウェジ（土壌楔）と呼ばれている割れ目を観察し、試

料を採取した。また、この科学研究費補助金による研究以前に行った大邱広域市東湖洞遺跡、慶尚

南道晋州市長興里遺跡、密陽市サルレ遺跡、、大田広域市龍湖洞遺跡などでの観察結果もこの研究に

活用した。

　北海道における野外調査では、道北の宗谷郡猿払村芦野、浜猿払、道東の野付郡別海町上春別で

アイスウェッジ・カストと呼ばれる凍結割れ目を観察した。その中には、研究者によってはソイル

ウェッジと呼ぶものも含まれている。また、道央の大雪山北海平で現世の凍結割れ目ほかの周氷河

現象を観察した。

　本州においては大阪市長原遺跡をはじめとして各地で乾裂痕を観察しており、また、更新統の粒

度分析や火山灰分析を実施してきている （大阪市文化財協会1995、小倉・趙・絹川2000など）。今

回は、長原遺跡で新たに不撹乱試料を採取した。

　室内における調査・分析では、新上里遺跡と正莊里遺跡、道山遺跡、長原遺跡で採取した割れ目

を含む不撹乱試料を固化し、研磨面で割れ目とその周囲の微細構造を観察した。また、正莊里遺跡

と道山遺跡では、別に採取した分析用試料で粒度分析、火山灰分析、球状鉱物分析を実施した。球

状鉱物に関しては、サルレ遺跡の検討した試料の薄片も検鏡し直した。

３）　凍結割れ目に関する用語

　ここでは、凍結割れ目に関する基本事項を主としてフレンチ（1984）ほかに基づき簡単に整理し

ておくことにする。

　フレンチ（1984）によれば、氷に富んだ土壌の温度低下による大地の熱収縮が引き起こす凍結割

れ目（frost fissuer, frost crack）は、永久凍土と厳しい冬の温度の両方を指示する。今日の周

氷河環境下では、凍結割れ目には3つのタイプが区別されている。氷によって満たされているアイ

スウェッジ（氷楔：ice wedge）、砂で満たされているサンドウェッジ（sand wedge）あるいはテス

ロン（tesselon）、主として無機質の土壌によって満たされているソイルウェッジ（soil wedge）で

ある。アイスウェッジとサンドウェッジは、季節的に融解する活動層の中だけでなく、その下の永

久凍土層中にも発達し、下方に向かって数ｍの深さにまで伸びる。一方、ソイルウェッジは、通常、

季節的凍土層に限ってみられ、下方にも1～ 2ｍ以上の深さに達することは希であるという。

　フレンチ（1984）は続いて、アイスウェッジの特徴について述べている。すなわち、アイスウェッ

ジが熱収縮によって発達することを述べている。土壌が－15℃～－20℃以下に冷却されると土壌中

にある氷の体積が収縮し、これが凍土にクラックや割れ目を発達させる。次の春には割れ目に集まっ

た水分が凍り、その氷が温度の上昇とともに大地が膨張して割れ目が閉ざされるのを防ぐ。氷脈は

常に弱線となるので、次の年にはまた開口し、そこには新たな氷層が堆積する。この過程は自動的

に永続し、アイスウェッジは垂直的なフォリエーション（片理；foliation）をもつ楔状の氷体とな

り、くり返し生じた氷の集積による縞模様と、春に融け水といっしょに流れ込んだ細かい汚れ粒子
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によって特徴づけられる。アイスウェッジ周囲の地層の堆積時期とアイスウェッジ形成時期の関係

によって、後成的なエピジェネティック・アイスウェッジ（epigenetic ice wedge）と同時的なシ

ンジェネティック・アイスウェッジ（syngenetic ice wedge）に識別されとともに、その中間型の

ものがある。エピジェネティック・アイスウェッジではアイスウェッジのすべての長さにわたって

フォリエーションが延びているのに対して、シンジェネティック・アイスウェッジではウェッジ内

部の途中でフォリエーションが終わっていることが多い。まわりの堆積物の層理は変形を受け、ア

イスウェッジにぶつかるところで上方に撓んでいる（反りあがる）ことが多い。この現象は大地の

夏の膨張と、それに対する氷脈の抵抗によるものである。このため、割れ目のはしる位置にできる

凹みを両側から挟むように、地表面の割れ目の両側に沿って明瞭な2筋のリッジが発達することが

あるという。

　また、フレンチ（1984）はサンドウェッジについて言及している。サンドウェッジは、著しい乾

燥のために、割れ目の中を浸透してやがて凍結する水分は全くなく、代わって、割れ目は風で運ば

れた砂やそのほかの物質によって埋められる。年降水量100mm以下の乾燥地域に生じ、まわりを囲

む堆積物は通常、粗い砂と礫である。サンドウェッジを埋める物質は、通常、レスの粒径範囲に含

まれ、割れ目の深いところほど細かい。サンドウェッジはアイスウェッジと同じ成因を持つから、永

久凍土の存在に加えて、極めて乾燥した気候と、極めて低い冬の気温をも指示するという。

　さらに、フレンチ（1984）はソイルウェッジについて、重要な問題を指摘している。ソイルウェッ

ジは主として季節的凍土層に発達する無機質の土壌によって埋められた凍結割れ目であり、グラウ

ンド・ヴェイン（ground vein）あるいは、季節的凍結割れ目（seasonal frost crack）とも呼ば

れている。シベリアとアイスランドで記載されたソイルウェッジについて、フレンチ（1984）は両

地域のものが季節的凍土層内に限定されており、周囲の堆積物の下方への撓みをともなった割れ目

状構造であるという共通点と、シベリアのグラウンド・ヴェインが、通常、砂礫層中で見いだされ、

細い脈状の構造から開いた三角形をしており、中を埋めている物質はある程度の分級を示し、地表

に近い所ほど粗粒のものが残っていること、周囲の堆積物には炎状の構造やその他の変形も見られ

ること、永久凍土層まで達する凍結割れ目とは必ずしも関連を持たず、ソイルウェッジがつくる多

角形土網は、永久凍土中の割れ目によってつくられる多角形土よりも小さいことが多いこと、単純

な撓みは、小さな凍結割れ目と関連するものであり、割れ目の壁に沿って下方に押され、切られた

層を反映していること、複雑な構造をもつものは、表層からもたらされた無機質・有機質の物質に

よって、いろいろな程度に埋められ変形を受けていること、ゆがみや反転などの原因に割れ目への

水の浸透と、それに引き続き生じた上方・下方からの凍結が考えられること、などに対して、アイ

スランドで記載された凍結割れ目は、大きな多角形土網を生じさせ、大きな三角形のウェッジ状構

造や、炎状の構造、擾乱が報告されていないという相違点を指摘している。

　フレンチ（1984）はソイルウェッジの解釈が不完全であり、永久凍土の支持者として用いるのは

正当ではないと考えている。すなわち、ソイルウェッジの問題点として、第1に形成に必要な凍結
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作用の環境がどのようなタイプのものであるかが明らかでなく、永久凍土が必要かどうかもわかっ

ていないことや、季節的な凍結割れ目の形成例は、中緯度地域ですでに報告されていること、第2に

ソイルウェッジの周囲の堆積物にみられる下方への撓み込みの成因がよくわかっていないこと、第

3に三角形のウェッジ状構造が見られる一方で、割れ目（脈）状の構造が見られるというように、形

態上の相違が大きすぎるので、形成メカニズムはただ一つではないようであること、第4に割れ目

の間隔がさまざまに異なっていることも説明困難であるとしている。

　Washburn（1979）は、ソイルウェッジ（あるいはソイルヴェイン：soil vein）について、活動層

中に形成される活動層ソイルウェッジ（active-layer soil wedge）と、季節的凍土層に形成され

る季節的凍土ソイルウェッジ（soil occupying cracks in seasonally frozen ground, seasonally

frozen ground soil wedge；非永久凍土環境）、永久凍土面を越えた深さに形成される永久凍土ソ

イルウェッジ（soil as original filling in permafrost cracks, permafrost soil wedge）、およ

び土壌に置き換わったアイスウェッジ（soil replacing ice wedges；すなわちアイスウェッジ・

カスト）と、それらの複合体とに区分し、永久凍土ソイルウェッジとアイスウェッジを合わせて永

久凍土ウェッジ（permafrost soil wedge）という用語で呼んでいる。また、この中で、乾燥した

極気候で形成される永久凍土ソイルウェッジは、薄さ、垂直的なフォリエーション、1～2cm幅の狭

い割れ目を埋めるに十分に小さな物質に限られていることにより、アイスウェッジ・カストと区別

されるという。

　また、Rittere,D.F. et.al.(2002)は、火災層準とソイルウェッジの開始年代の一致から、火災に

よる植生破壊によって大地の熱割れ目を引き起こしたと考えられる証拠を例にあげて、永久凍土環

境が過去に存在し、その後破壊されてできたアイスウェッジ・カストと間違われやすい特徴である

と述べている。

　なお、「地学事典」（地学団体研究会,1996）によれば、乾裂（乾痕、マッドクラック：mud crack,

sun crack, desiccation crack）は、未固結の泥質堆積物が乾燥して収縮するためにできる、泥表

面の多角形または亀甲形の割れ目を指すとともに、乾燥や脱水による堆積物の収縮によって生じた

収縮裂罅（shrinkage crack）のひとつであり、収縮裂罅には陸上の乾燥による乾裂以外に、水中に

おける収縮割れ目（syneresis crack）も含むと定義されている。

　現世の割れ目に対して,過去の割れ目が何らかの物質で埋まっているものを割れ目の痕跡（cast,

カスト）を割れ目痕として区別して用いるべきであるが、上述のようにソイルウェッジの形成に関

しては問題があるので、本報告書では、両者を併せて割れ目と呼ぶことにする。また、次の用語を

使う。割れ目幅がほとんどない極薄いものを、Embleton,C.（1975）のvein iceや ice veinに倣

い、粘土ヴェイン、あるいは単にヴェインと呼ぶ。韓半島でソイルウェッジと呼ばれる割れ目は、韓

国語の漢字表記である土壌楔を用いる。割れ目を覆う地層を割れ目被覆層、割れ目内の充填物を割

れ目充填物あるいは割れ目充填物層、割れ目が割け入る地層を被割層と呼ぶことにする。
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２．韓半島の凍結割れ目

　韓半島で割れ目を観察した地域・地点は、図1に示した京畿道から慶尚南道までの12箇所である。

１）　尚州・新上里遺跡

　調査地は慶尚北道尚州市郊外の新上里にあり、南海に流れ入る洛東江に接する花崗片麻岩からな

る低い丘陵の緩斜面に位置する（図1）。慶北文化財研究院が2001年と2003年に調査を行った地点

である(慶尚北道文化財研究院2003)。

　調査地周辺の沖積面の海抜高度は約50ｍであり、2001年の調査地は海抜56～58ｍ、2003年の調

査地は海抜60ｍ程度であった。調

査地と洛東江河床との比高は15～

20ｍであり、両年とも地表下5ｍ余

りまで調査が実施されいる。調査地

の地層は2001年と2003年の壁面で

の観察結果を基にして次のように区

分できる（図2・3、図版1・2）。な

お、地層名の番号は本報告における

仮番号である。

　第0層は表土層で、層厚は10～

30cm である。その下位にあって第

1層の上位にある第0/1層は黄褐色

シルト層で、層厚は20cmである。図

2の向かって右側、図の範囲を外れ

てより海抜の高いところに分布した

（図版1-ｂ）。

　第1層は暗褐灰色シルト層で、層

厚は約30cmである。上半部には層

理に平行で断続的な線状構造が認め

られ、下半部にはクリオータベー

ションと見られる弱い変形構造が認

められる。第1層の上面から第0/1

層堆積物で埋まる割れ目が分布す

る。この割れ目を第1 割れ目と呼

ぶ。

図1　韓半島の調査地

1.京畿道漣川郡全谷里遺跡、2.南楊州郡好坪洞遺跡、3.驪州郡淵陽里

遺跡、4.大田広域市龍湖洞遺跡、5.全羅北道益山市射徳遺跡、6.全羅

南道和順郡道山遺跡、7.慶尚北道尚州市新上里遺跡、8.大邱広域市東

湖洞遺跡、9.慶尚南道居昌郡正莊里遺跡、10.慶尚南道晋州市耳谷里遺

跡、11.慶尚南道晋州市長興里遺跡、12.慶尚南道密陽市サルレ遺跡
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　第2層は褐色砂礫層で、層厚は約20cmあり、下半部に中礫を多く含む。2003年の調査地では層厚

15cm未満の淡黄色砂質シルト層である。

　第3層は酸化鉄が若干溶脱した黄灰色シルト質粘土層で、層厚は約15cmである。第3層から下位

の第4層にかけて軽微なクリオータベーションが認められ、また、上位から延びる第1割れ目が本

層上面付近で明瞭になる。

　第4層はやや暗い黄褐色シルト層で、層厚は約20cmである。上位層・下位層とは、ともに漸移関

係にあり、層内には層理に平行で断続的で微弱な平行ラミナ発達した。第4層の上面から下方に伸

びる割れ目を第2割れ目と呼ぶ。

　第5層は上方細粒化する黄褐色砂礫～シルト質砂層で、層厚は70～90cmである。下部の砂礫は暗

色を呈し、また、部分的に層厚20cm以下のにぶい黄灰色シルト質粗粒砂層を下底に伴っており、第

5層の本体および下底の砂層はともに下位層を顕著に削剥していた。

図2　新上里遺跡の2001年調査地の地層断面スケッチ

第１割れ目

第２割れ目

第３割れ目

第４割れ目



－７ －

　第6層は暗褐色粗粒砂質シルト層で、層厚は約15cmである。

第6層の上面から下方に伸びる割れ目を第3割れ目と呼ぶ。

　第7層は黄橙色砂・粘土質シルト層で、層厚は約30cmである。

上位層・下位層とは、ともに漸移関係にあり、層内には層理に

平行で断続的な平行ラミナ発達した。

　第8層は暗褐～黒褐色の砂質シルトで、層厚は5～15cmであ

る。下底付近に微細なマンガン・ノジュールが並ぶ。第8層上

面付近から下方に伸びる割れ目を第4割れ目と呼ぶ。

　第9層は上方細粒化する黄褐色砂礫～暗褐色砂質シルト層で、

層厚は100cm内外である。2001年調査地の第9層内には、割れ

目周囲に酸化鉄の溶脱帯が認められる。

　第10層はやや暗い黄灰色砂質泥層（層厚約10cm）、第11層は

黄灰色礫・砂質泥層（層厚30cm内外）、第12層は黄灰色砂質泥

層（層厚15～40cm）、第13層はにぶい黄灰色砂質泥層（層厚約

15～25cm）、第14層は黄灰色で上半部が礫・砂質泥層下半部が

泥質砂礫層（層厚約60cm）、第15層はにぶい褐色砂質泥層（層

厚15～ 20cm）、第16層はにぶい橙色礫質泥層（層厚約20cm）、

第17層は基盤岩の花崗片麻岩である。

　第1割れ目の形成面直下の第1層と、第2割れ目の形成面を

挟む第3～4層には、クリオタベーションによる擾乱が認めら

れる。また、第2割れ目形成面下位の第4層下底、および第5層

最下部の顕著な削剥面の直下にも貧弱な割れ目があり、ともに

黒色の物質で埋まっている。

　第1～4割れ目はいずれも遠目には白っぽい幅のある割れ目

に見えるが、詳しく観察すると、割れ目自体はごく幅狭く灰色

粘土が充填し、外側は鉄が溶脱して白く脱色しており、さらに

その外側に酸化鉄が沈殿して褐色を帯びている。なお、慶尚北

道文化財研究院（2003）では、2001年の調査では2層準に土壌

楔が認められたとされるが、本報告の第1・2割れ目と第4割れ目に当たると見られ、また、2003年

の調査では6層準に土壌楔が認められたとされるが、本報告の第2割れ目や第3割れ目にある小さな

割れ目を数え上げたものである。

　旧石器は第1割れ目形成面直下の第1層から中期旧石器時代末～後期旧石器時代の石器が、第4層

下部～第5層上部付近から前期旧石器が出土しているという※。慶尚北道文化財研究院（2003）では

3つの文化層があると述べられている。

　本地点からは、粒度分析・火山灰分析・球状鉱物分析および微細構造観察のために試料を採取し

図3　新上里遺跡2003年調査地

試料採取地点の堆積柱状図

第１割れ目

第２割れ目

第３割れ目

第４割れ目
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た（図3）。

　※　発掘調査を担当された李在景氏のご教示による。

２）　居昌・正莊里遺跡

　調査地は慶尚南道居昌郡居昌邑正莊里にあり、南海に注ぎ入る洛東江の支流・黄川の上流域にあ

る旧石器遺跡であり、黄川との比高20～ 30ｍの中位段丘とみられる段丘上に位置する（図1）。慶

南発展院歴史文化センターが2002年に調査を行った地点である（慶南発展研究院歴史文化センター

2002、金容卓2002）。

　基盤の花崗片麻岩を覆う中位段丘構成層および低位段丘構成層の相当層は、下位より礫層～クサ

リ礫層、泥炭質泥層を挟む河成砂礫層、赤褐色砂～シルト層、クリオータベーションのある黄灰色

シルト層に区分される。試料採取地点は慶南発展研究院歴史文化センター（2002）のⅠ地区に当た

り、旧石器調査の対象となった地層を詳しく見ると、次のように区分できる（図3、図版3・4）。地

層名の番号は本報告における仮番号である。

　第1層は表土層で、層厚は10cm以下である。

　第2層から第5層の各境界は漸移している。第2層は明褐色粘土質シルト層（層厚約18cm）、第3

層は淡黄色粘土質シルト層（層厚約7cm）、第4層はクリ

オータベーションが認められる黄灰色粘土質シルト層（層

厚約13cm）である。

　第5層は第6層のにぶい赤褐色粘土質シルトのブロック

とその間を第4層の黄灰色粘土質シルトが埋める混在層

で、層厚は約7cmである。下位の第6層がクリオータベー

ションにより撹乱されて第4層に移化し、第6層が残核と

して礫状に残った部分である。

　第6層以下はよく締まっていた。第6層はにぶい赤褐色

粘土質シルト層で、層厚は22cmである。水平方向に黄灰

色シルトの薄層を挟んでおり、希に鉛直方向や斜方向する

薄層も認められた。第6層上面から下方に伸びる割れ目を

第1割れ目と呼ぶ。

　第7層はにぶい赤褐色やや砂質シルト層で、層厚は10cm

である。

　第8層は赤褐色シルト層で、層厚は20cmである。水平

方向の割れ目がよく発達し、特に上部5cmは黄灰色シルト

が極薄く充填する割れ目が水平にも挟む。第8層上面付近

から下方に伸びる割れ目を第2割れ目と呼ぶ。

　第9層は赤褐色やや砂質シルト層で、水平方向の割れ目図4　正莊里遺跡試料採取地点の堆積柱状図

第１割れ目

第２割れ目
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が顕著である。

　第10層は赤褐色砂質シルト層で大礫や中礫を含む。

　第11層以下は砂礫層であり、上位から明赤褐色粘土質砂礫（30cm）、明赤褐色砂礫（22cm）、明黄

褐色砂礫（層厚100cm以上）である。基質支持であり、礫間を砂質粘土～やや砂質シルトが充填す

る。礫は大～中礫の亜円礫が主体で、礫種は花崗片麻岩、礫岩、砂岩、石英ヒン岩などである。ま

た、礫の一部はくさり礫である。

　第1割れ目は第6層上面付近で割れ幅が3cm 程度で第4・5層の黄灰色シルトが充填しているが、

30cmほど下がった第7層の深さでは、割れ幅が1mm未満となって暗灰色粘土が充填している。第2割

れ目は数mm幅の割れ目を暗赤褐色粘土質シルトが充填している。

　石器遺物は本地点の第6層に当たる金容卓（2002）の第3層から出土している。

　本地点からは、粒度分析・火山灰分析・球状鉱物分析および微細構造観察のために試料を採取し

た（図4）。

3）和順・道山里遺跡

　調査地は全羅南道和順郡寒泉面牟山里にあり、黄海に注ぎ入る栄山江の支流・砥石川上流域に分

布する旧石器遺跡のひとつで、砥石川（忠臣江）上流に面する丘陵斜面の先端部に位置する（図1）。

朝鮮大学校博物館ほかが1999年に調査を実施している（李起吉・李允秀,2002）。

　調査地点は李起吉ほか（2002）のカ9区付近にあたり、現地表面の海抜高度はほぼ51ｍで、砥石

川の河床とは15～20ｍの比高がある。地表下約2.5ｍまでの地層を観察し、次のように区分できる

（図5、図版5）。地層名の番号は本報告における仮番号である。

　第0層は表土層で、層厚は16～ 27cmである。

　第1層は暗褐色細粒シルト層で、層厚は11～ 14cmである。

　第2層は淡黄色シルト層で、層厚は15～ 17cmである。

　第3層は黄灰色シルト薄層と暗灰褐色シルト薄層の互層で、層厚は10～11cmである。第3層から

下位は相対的に締まりがよく、この上面から第2層堆積物で埋まる割れ目が認められる。この割れ

目を第1割れ目と呼ぶ。

　第4層は暗褐色シルト層で、層厚は19～ 22cmである。小礫サイズの褐色角礫が希に含まれ、5mm

未満のマンガン・ノジュールが点在する。

　第5層は黄灰色シルト層で、層厚は12～19cmである。層厚数mmの灰色シルトラミナを複数挟む。

第5層の上限付近から下方に向かう不鮮明な小さな割れ目が認められる。

　第6層は黄灰色シルト層で、層厚は12～15cmである。細かく上下に波打つ平行ラミナ構造がある。

マンガン・ノジュールが点在する。

　第7層は黄灰色シルト層で、層厚は約20cmである。細かく上下に波打つ平行ラミナが観察された。

3mmより大きなマンガン・ノジュールが散在した。

　第8層は黄灰色粘土質シルト層で層厚は13～ 18cmである。層厚数mmの細かく上下に波打つ平行
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ラミナが観察された。この平行ラミナは正級化していた。

　第9層は黄灰色粘土質シルト層で、層厚は15～ 19cmである。層厚数mmの暗黄色平行粘土ラミナ

が1～7cm間隔で顕著に発達した。鉛直方向の微細な線状構造も認められた。

　第10層は礫・砂を含む黄灰色粘土質シルトで、層厚は9～10cmである。水平方向の堆積構造は上

位層ほど顕著ではない。

　第11層は黄灰色砂質シルトで、層厚は17～20cmである。下部に角礫を多く含む。直径0.1～2.5cm

のマンガン・ノジュールが散在した。

　第12層は黄灰色砂質シルト層で、層厚は9～10cmである。上面付近から下方に伸びる割れ目が認

められた。第12層～第14層に認められる割れ目を第2割れ目と呼ぶ。

　第13層は上部が黄灰色～黄褐色粘土質シルト層で、下部が灰褐色～紫灰色砂礫層で、全層厚は45cm

である。下部の基質は粘土質シルトからなり、岩片を含む。1cm前後のマンガン・ノジュールが多く

散在した。

　第14層は黄褐色礫混じり砂質シルト層である。

　第15層は崖錐性の褐色角礫層であり、基質は灰褐色粘土である。白亜紀のタファイトからなる角

礫が含まれた。

　第1割れ目の割れ幅は割れ面付近で数cm～ 10数 cmあり、第2層堆積物が充填しているが、19cm

の深さでほとんど尖滅し、その下位は1mm未満の粘土ヴェインが認められるだけである。このヴェ

図5　道山遺跡試料採取地点の堆積柱状図

試料番号の黒塗り部分が粒度・火山灰分析に供した試料。

第２割れ目

第１割れ目



－１１ －

インの外周は、幅1～2cmで灰白色を呈する鉄の溶脱帯があり、その外側に数mm幅で酸化鉄が沈着

していた。

　第2割れ目は第12～14層で認められるが、割れ面は第1割れ目ほど明確ではなく、ひとつの面に

特定できない。

石器遺物は2層準で確認されており、李起吉ほか（2002）の第2層が最終氷期極寒気期（酸素同位

体ステージ2）の遺物包含層、第4層が約45，000年前の中期～後期旧石器時代（酸素同位体ステー

ジ4）の文化層として報告されており、それぞれ本報告の第4層と第11層に当たるとみられる。

本地点では、割れ目の構造を観察するための不撹乱試料と、粒度分析・火山灰分析、球状鉱物分

析を実施するために連続試料を採

取した（図5）。

４）　密陽・サルレ遺跡

　調査地は慶尚南道密陽市郊外の

活城洞サルレにあり、南海に注ぎ

入る洛東江の支流・密陽江に沿う

新石器時代～三国時代の遺跡であ

り、密陽江の旧氾濫原に位置する

（図1）。慶南発展研究院歴史文化

センターが2001～2002年に調査

を実施している。

　調査地点は慶南発展研究院歴史

文化センター（2002）の第４グ

リッド東地区にあたり、大阪市学

芸員等共同研究・韓半島総合学術

調査団（2002）が現地調査と現地

検討会を実施した 7 Ｅ地点であ

る。海抜高度は約16ｍで、ポイン

トバーとみられる微高地を挟んで

西を流れる密陽江河床との比高は

約4ｍである。慶南発展研究院歴

史文化センター（2002）は調査地

点の地層を1～18層に区分してい

るが、総合学術調査では下記のよ

うに完新統を7Ｅ－1～14層、更

新統を7Ｅ－15～ 21層に区分し

図6　サルレ遺跡の堆積柱状図

趙2002・大庭2003に基づき、一部加筆。

第２割れ目

第１割れ目
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ている（趙哲済2002・大庭2003）（図6、図版7）。

　7Ｅ－1～3層は褐色を基調とする礫層とその上位の砂層であり、累積層厚は約100cmである。青

銅器時代より新しい地層である。

　7Ｅ－4～14層は暗褐色の砂質シルト層とにぶい黄褐色のシルト質砂層の互層で、累積層厚は約

120cmである。新石器時代～青銅器時代の遺物を含む。

　7Ｅ－15～17層は、上方粗粒化するとともに、擾乱と割れ目が発達するにぶい黄褐色を基調とす

るシルト質砂層であり、累積層厚は約100cm である。上限から下方に伸びる割れ目を第1割れ目と

呼ぶ。

　7Ｅ－21～18層は礫層から上方に細粒化し、割れ目が発達するにぶい黄褐色を基調とする砂質シ

ルト層で、累積層厚は100cm以上である。その中で、第18層はにぶい黄褐色シルト質細粒砂からな

り、この付近の層準は火山ガラスを少量含んでいた。また、

第17層～第18層には、クリオータベーションとみられる擾

乱構造が認められ、第19層を中心に割れ目が顕著に発達し

た。この割れ目を第2割れ目と呼ぶ。

　第1割れ目と第2割れ目はともに暗灰色粘土が充填する極

薄いヴェインで、ヴェイン周囲の地層は割れ目に沿って数mm

～ 2cm 程度の幅で酸化鉄が溶脱して淡黄色～灰白色を呈し、

その外側に数mm～1cm数mmの酸化鉄の褐色帯を伴っている。

著しい溶脱のためにベインが確認できない部分もある。

　本地点から採取した試料は、粒度分析・火山灰分析、種々

の理化学分析を実施しており（趙2002）、今回、さらに鉱物

分析と球状鉱物分析を行った（図6）。

　

５）　漣川・全谷里遺跡

　調査地は京畿道漣川郡全谷にあり、黄海に注ぎ入る漢江・

臨津江の支流・漢灘江下流域にある著名な旧石器時代の遺跡

であり、漢灘江河床との比高が約40ｍの高位段丘相当の段丘

面に位置する（図1）。

　調査地点はソウル大学校人文大学考古美術史学科が2004年

に実施した試掘調査トレンチであり、京畿道漣川郡・漢陽大

学校文化財研究所（2001）の全谷里遺跡第1地区の北部にあ

たり海抜高度は約57ｍであった。地表下3ｍ余りまでの地層

を観察し、次のように区分した（図7、図版8・9）。地層名の

番号は本報告における仮番号である。

　第0層は現代の撹乱層で、層厚は約20cmである。図7　全谷里遺跡の堆積柱状図

第２割れ目

第１割れ目
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　第1層はやや暗い黄灰色シルト質粘土層で、層厚は約50cmである。下半部に弱いクリオータベー

ションが認められ、下限付近に石器を含む。第0層の撹乱により削剥された上限から下方に伸びる

割れ目を第1割れ目と呼ぶ。

　第2層は黄灰色シルト質粘土層で、層厚は約40cm、下限は不明瞭である。

　第3層は暗赤褐色粘土層で、層厚は約40cmである。第3層の上限付近から下方に伸びる割れ目を

第2割れ目と呼ぶ。

　第4層は浅黄色粘土層で、層厚は約40cmである。

　第5層は暗灰黄～暗赤褐色粘土層で、層厚は約50cmである。

　第6層は上方細粒化する黄灰色砂層～砂質泥層で、層厚70cmである。

　第7層は黄灰色の粗粒砂薄層と細礫層との互層で、層厚は80cm以上で下限は確かめられなかった。

　石器遺物は第1層の下限付近、第3層上限付近、第5層内から出土していた。石材は珪岩、花崗片

麻岩などであった。

　第1割れ目の上限は削剥されており不明であるが、第1・2割れ目ともやや暗色を呈する第1層と

第3層に発達した。ともに黒灰色の極薄い粘土フィルムを充填物とし、周囲の地層は割れ目に沿っ

て数mm～2cm程度の幅で酸化鉄が溶脱されて淡黄色を呈し、その外側に数mm程度の赤褐色の酸化鉄

帯を伴っていた。

　本調査地では帯磁率測定を実施し、それに係わって試料を採取したが、分析はできていない。

　全谷里遺跡では、ほかに京畿道漣川郡・漢陽大学校文化財研究所（2001）の全谷里遺跡第5地区

の露頭を観察し、第1層に相当するとみられる締まりのある暗褐色粘土層中に、灰白色の細かい割

れ目が多数認められた（図版9のｃ・ｄ）。

６）　大邱・東湖洞遺跡

　調査地は大邱広域市北区東湖洞にあり、洛東江へ合流する琴湖江の支流・八溪川の氾濫源に位置

する（図1）。嶺南文化財研究院が2001年に調査を実施した地点であり、地層の観察は嶺南文化財研

究院（2003）の分析試料採取のための観察ピット1で行い、地層は次のように区分される（図8、図

版10）。地層名の番号は本報告における仮番号である。

　第1層は灰色砂質シルト層で、層厚は約30cmである。近代～現代の作土層である。

　第2層は灰黄色シルト層で、層厚は15cm前後である。

　第3層は暗灰色シルト層で、層厚は約5cmである。作土とされている。上限付近にはマンガン斑

紋（図8の×印）が顕著に認められた。第3層の基底面には三韓時代の河道がトラフ型斜交ラミナ

をもつ堆積層で埋積されて検出されている。

　第4層は灰黄色極細粒砂質シルト層で、上方に細粒化してやや暗いシルト層となり、上部で再び

粗粒化してシルト～極細粒砂層に変わる。内部のラミナに沿って、また上限近くにマンガン斑紋（図

8の×印）が顕著に認められた。第4層の下限から約3cm上の層準から、椀掛け法により無色透明扁

平型火山ガラスが少量見つかった。上限から下方に伸びる割れ目を第1割れ目と呼ぶ。
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　第5層は下半部が褐色、上半部がやや暗い橙色の極細粒砂ラミナとシルトラミナの互層であり、上

方で砂質シルトとなる。層厚は45～80cmである。中位に暗褐色の粘土質シルト薄層が挟まれる。第

5層の上面付近から下方に伸びる割れ目を第2割れ目と呼ぶ。第5層には全体的に細かな割れ目が観

察された。

　第6層は極細粒砂薄層を数層挟む暗褐色粘土質シルト層で、層厚は20～40cmである。細粒部は全

般にやや泥炭質である。本層上限付近から下方に伸びる割れ目を第3割れ目と呼ぶ。

　第7層は全体として褐色を呈し、礫混じり極粗粒砂から細粒砂～砂質シルトに上方細粒化する薄

層が少なくとも5層繰り返す砂礫層であり、上限付近は暗褐色の粘土質シルトに移化した。層厚は

50～ 65cmである。自然堤防堆積層とみられる。

　第8層は砂礫層で、連続性の乏しい青黒色泥層を挟み、層厚は40cm以上である。礫は角～亜角礫

で5～20cm大のものが多く、礫表面はマンガンによりコーティングされていた。河道堆積層である。

　割れ目は第4層以下に観察され、全般に細かい不規則な割れ目が多数認められた。第2・3割れ目

とも上位層から割れ目が連続するものが多くあったが、第4層と第5層の上面で割れ目が見かけ上

顕著になった。また、第5層上限付近には、水平方向の割れ目が顕著に分布した。

　

７）　南楊州・好坪洞遺跡

　調査地は黄海に流れ入る北漢江に近く、国道46号線が通る三方を基盤岩に囲まれた細長い谷の谷

頭付近に位置する後期旧石器時代の遺跡である（図1）。山麓の斜面堆積物層中に湿地性堆積層が挟

まり、植物遺体が比較的豊富に産出する。2002 年と 2003 年に調査を実施した畿甸文化財研究院

（2002）および畿甸文化財研究院・韓國土地公社（2004）によれば、調査地の地層は典型的な第3地

域J36区北壁で次のように区分される（図版11）．

図8　東湖洞遺跡の地層断面スケッチ

第２割れ目

第１割れ目

第３割れ目
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　第1地層は褐色耕作層ないし人為的に撹乱された表土層で、

層厚は20～ 30cmである。

　第2地層は角礫質の砕屑層で、層厚は45cmある。砂泥質や

砂質の偽礫を多数含有する。

　第3地層は土壌楔（あるいは凍結割れ目）が発達する層で、

層厚は45cmである。後期旧石器時代の後半期の遺物を2層準

に含む。上位の遺物包含層である3ａ層は明褐色砂質粘土層で、

最大層厚は30cmである。下位の遺物包含層である3ｂ層は暗

褐色粘土層で下部で砂質となる。層厚は10～25cmである。放

射性炭素年代は、3ａ層で16,190±50～16,900±500 y.B.P.、

3ｂ層で17,400± 400～ 22,200± 600 y.B.P.である。

　第4層は斜面起源の角礫質岩砕類堆積層で、層厚は約1ｍで

ある。

　第5層は岩砕物層で、暗黄褐色泥質層と暗褐色泥質層が3層

挟まれる。層厚は約2.5ｍである。泥質層には割れ目が発達す

る。放射性炭素年代は、上下の逆転があるが、31,100～33,900

y.B.P.の中にある。

　第6層は暗灰青色～暗灰砂泥質層で比較的小さな岩片が含ま

れる。層厚は約1ｍである。放射性炭素年代は46,400±2,000

y.B.P.である。

　第7層は花崗岩質片麻岩で風化している。

　割れ目は2層準に認められ、第3層に見られる上位の割れ目

を第1割れ目、第5層中に見られる割れ目を第2割れ目と呼ぶ。

畿甸文化財研究院・韓國土地公社（2004）の第3地域で第1割

れ目を観察したところ、割れ目幅は数mmと薄く、暗褐色粘土

が充填しているが観察された。

８）　驪州・淵陽里遺跡

　調査地は京畿道驪州市淵陽里にあり、黄海に流入する南漢江

の中流域、花崗岩（または花崗片麻岩）からなる基盤岩の丘陵

上、標高67ｍの平坦面に位置する（図1）。京畿文化財研究院

が2004年に調査を実施している。調査地と南漢江の河床との

比高は37ｍである。基盤岩の上位にはくさり礫層、砂層、シ

ルト層が上方細粒化して重なり、その上位に黄褐色～赤褐色の遺物を包含する泥層が約2.2ｍの層

厚で覆っていた。この泥層を詳しく観察すると、次のように区分できる（図版12）。地層名の番号は

図9　好坪里遺跡の堆積柱状図

畿甸文化財研究院ほか（2004）に基づい

て作成。

第２割れ目

第１割れ目
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本報告における仮番号である。

　現代整地層（第0層、層厚約15cm）の下位にある第1層は、浅

黄色泥層で下位層に比べて柔らかく、層厚は約30cmである。

　第2層はやや暗い灰褐色粘土層で、層厚は約40cmである。上面

から下方に伸びる割れ目を第1割れ目と呼ぶ。

　第3層は黄褐色粘土層で、層厚は約20cmである。第3層下部か

ら下位の第4層上部には、擾乱が認められた。

　第4層はやや暗い赤褐色粘土層で、層厚は約60cmである。上面

付近から下方に伸びる割れ目を第2割れ目と呼ぶ。

　第5層は明赤褐色粘土層で、層厚は約50cmである。上面付近か

ら下方に伸びる微弱な割れ目を第3割れ目と呼ぶ。

　第6層は上方細粒化する褐色砂～泥層で、層厚は20～ 50cmで

ある。

　第7層は花崗岩のくさり巨礫を含む礫層で、遺跡が立地する段

丘面を構成する。層厚は約5ｍで基盤の花崗岩を不整合で覆って

いる。

　割れ目は3層準認められたが、いずれも割れ目幅は極狭く、割

れ目内充填物は黒灰色の粘土フィルムであった。第2割れ目の周

囲は酸化鉄が若干溶脱してにぶい橙色を呈していた。

　石器遺物は第3層の基底付近に多く出土した。石器遺物の年代

は前・中期旧石器時代と推定されている。ここでも帯磁率測定を

行った。

９）　益山・射徳遺跡

　調査地は全羅北道益山市王宮面にあり、黄海に注ぎいる萬項江

の支流に面する低い丘陵末端に位置する（図1）。湖南文化財研究

院が2004年に調査を実施している（湖南文化財研究院2003）。調

査地点は丘陵末端の緩斜面に上部更新統以上がアバット不整合で

覆っており、大略、次のように区分できる（図版13）。地層名の

番号は本報告における仮番号である。

　第1層は灰黄色～灰褐色シルト層で層厚は約0.4ｍである。歴

史時代の表土層である。

　第2層は暗赤褐色シルト層で、層厚は約0.5ｍである。沖積平

野側で暗灰色泥層を挟んだ。新石器時代以降の遺物包含層である。

　第3層は柔らかい灰黄色シルト層で、層厚は約0.2ｍである。

図10　淵陽里遺跡の堆積柱状図

図11　射徳遺跡の堆積柱状略図
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　第4層は黄褐色粘土層で、層厚は約0.6ｍである。上面から下方に伸びる割れ目を第1割れ目と呼

ぶ。割れ目の平面は径30～ 50cmの多角形である。

　第5層は暗褐色粘土層で、層厚は約0.8ｍである。上限付近から下方に伸びる割れ目を第2割れ目

と呼ぶ。

　第6層は灰褐色砂礫層で、層厚は0.2～ 0.6ｍである。

　第7層はやや泥炭質の青黒色砂質シルト層で、層厚は約0.5ｍである。

　第8層はやや泥炭質の黒色砂質シルト層で、層厚は約0.4ｍである。基盤の砂礫層にアバットし

ている。

　第1割れ目は割れ面から数10cmは開口して上位の第3層堆積物が充填するが、第1割れ目の深部

および第2割れ目では幅数mmのヴェインとなり、ヴェインの周囲は幅1cm程度で酸化鉄が溶脱して

灰白色になっている。

１０）　晋州・耳谷里遺跡

　調査地は慶尚南道晋州市文山邑にあり、南江の支流・類川江の氾濫平野と河岸段丘、低い丘陵の

末端にかけて位置する青銅器時代の遺跡である（図1）。東亜文化財研究院が2004年に調査を実施し

ている（東亜文化財研究院2004）。調査地点は丘陵緩斜面の末端にあたり、次の地層が観察された（図

版14）。

　第1層は表土層で、層厚は約45cmである。

　第2層は黄灰色礫混じりシルト層で、層厚は約15cmである。下位層より柔らかである。

　第3層はにぶい赤褐色礫混じり泥層で、層厚は約20cmである。第3層上面から下方に伸びる割れ

図12　耳谷遺跡の地層断面スケッチ
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目を第1割れ目と呼ぶ。

　第4層は明赤褐色泥層で、層厚は約25cmである。第4層上限付近から下方に伸びる割れ目を第2

割れ目と呼ぶ。

　第5層はレンズ状の明赤褐色砂礫層で、最大層厚は約40cmである。

　第6層は明赤褐色泥層で、層厚は30～40cmである。下限付近から下方に伸びる割れ目を第3割れ

目と呼ぶ。

　第7層は暗赤褐色泥層で、層厚は120cm以下である。下部に第8層堆積物の偽礫を多量に含んだ。

　第8層は灰褐色細粒砂質泥からなる基盤層で、平行ラミナが発達した。

　第1割れ目と第2割れ目は一部は連続しつつも、第4層で顕著になるので区分した。割れ幅は極狭

いヴェインであるが、割れ目周囲では酸化鉄が溶脱して黄灰色となり幅広く見える。第3割れ目も

同様であるが、溶脱部分が第6層全体に及び、第7層上半部の割れ目周辺でも溶脱部分は広かった。

また、第8層には断続的に細い割れ目が観察された。

１１）　晋州・長興里遺跡

　調査地は慶尚南道晋州市集賢面長興里にある旧石器時代遺跡であり、丘陵際の沖積平野に立地す

る（図1）。釜山大学校博物館が2000年から試掘調査と本調査を実施している。調査地点は、沖積層

が薄く、更新統が地表近くに分布する平野縁辺部であり、次のように地層区分できる（図版15-ａ･

ｂ･ｃ）。地層名の番号は本報告における仮番号である。

　第1層は暗灰色砂質シルトからなる作土層であり、層厚は約10cmである。

　第2層は暗灰褐色砂質層で、層厚は7cm以上である。

　第3層は黄褐色泥層で、層厚は約15cmである。玉葱状風化のような構造が観察された。これはク

リオータベーションによる変形を反映したものの可能性がある。

　第4層は赤褐色泥層で、層厚は約10cmである。上面から下方に

伸びる割れ目を第1割れ目と呼ぶ。

　第5層はやや黒みを帯びる赤褐色泥層で、層厚は約20cmである。

　第6層は赤褐色～黄褐色泥層で、層厚約30cmである。下半部は

擾乱が認められ、擾乱帯付近から下方に伸びる微弱な割れ目が認

められた。この割れ目を第2割れ目と呼ぶ。

　第7層は黄褐色泥層で、層厚は約25cmである。

　第8層は灰褐色シルト層で、層厚は約40cmである。

　第9層は灰褐色シルト層で、層厚は20cm以上である。

　細石器に係わる石器遺物が第3層と第4層から出土している。第

3層から出土した多くの石器が平坦な面を下にして出土している

のに対して、第4層から出土した石器は長軸を立てて見つかるも

のが多く、第1割れ目に落ち込んだ可能性がある。図13　長興里遺跡の柱状図
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　割れ目は2層準で見つかっているが、第2割れ目は不鮮明で、割

れ目周囲の溶脱した部分が目立っている。

１２）　大田・龍湖洞遺跡

　調査地は大田広域市大徳区龍湖洞にある旧石器時代の遺跡であ

り、黄海に注ぎ入る錦江とその支流の龍湖川との合流点に位置す

る（図1）。海抜高度は約40ｍで、現河床との比高は27～28ｍで

ある。調査地点の地層は、2001年に調査を実施している韓南大学

校中央博物館（2001）の区分に基づけば、次のように区分される

（図版15-ｄ･ｅ･ｆ）。

　第1地層は表土層で、層厚は約25cmである。

　第2地層は下部で暗褐色、上部で暗黄褐色の泥層で、層厚は約

25cmである。

　第3地層は3分される。第3ａ層は下部で明褐色、上部で暗褐色

の泥層で、層厚は約55cmである。上面から下方に伸びる割れ目を

第1割れ目と呼ぶ。放射性炭素年代は38,500± 1,000 y.B.P.年

の値がある。

　第3ｂ層は明褐色粘土層で、水平方向の割れが顕著である。

　第3ｃ層は黄褐色粘土層で、層厚は約15cmである。第3ｃ層の

中～下底付近から下方に伸びる割れ目を第2割れ目と呼ぶ。

　第4地層は暗黄褐色砂質粘土層で、層厚は約15cmである。第2

割れ目の周囲が溶脱して黄褐色を呈し、際だっている。

　第5地層は暗褐色砂層で、層厚は約45cmである。

　第6層は砂礫層で、層厚は約200ｍである。

　第7層は花崗岩からなる基盤岩である。

　石器遺物は第2・3ａ・3ｂ層と、4層と5層の境界部分から出土

し、それぞれ1・2・3・4文化層と呼ばれている。

　割れ目は、第1割れ目が顕著であり、割れ面から数cmの深さま

で開口して上位の第2層が充填するが、それより深部では割れ目

幅は極狭く、溶脱部が目立っている。また、第2割れ目は不鮮明

で、割れ目周囲の溶脱した部分が目立っている。

図14　龍湖洞遺跡の堆積柱状図

韓南大学校中央博物館（2004）に基

づいて作成。
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３．北海道の凍結割れ目

１）　猿払・芦野

　調査地は宗谷支庁猿払村芦にあり、オホーツク海に注ぎ入る猿骨川とカリベツ川に挟まれた海抜

約15ｍの段丘の末端付近に位置する（図15）。この地形面は最終間氷期に形成された海成段丘面で

ある浅茅野面にあたり（重粘地グループ1964など）、割れ目の形成時期は最終氷期の中だと考えら

れている（三浦ほか1995）。また、堆積物層は北海道開発庁（1964）の第3段丘堆積物（3rd Terrace

Depossits）に当たり、標高20～40ｍの平坦な台地を構成し、40ｍ位に達する海進によって形成さ

れたと考えられている（図版16-ａ･ｂ）。

（1）　割れ目Ａ

　割れ目Ａは、猿払村芦野小学校の北西にある砂利取り場跡の西崖南部、小学校からは直線距離で

約150ｍの位置で観察した。三浦ほか（1995）で報告された凍結割れ目⑦Ｂと見られる。割れ目Ａ

を含む地層は、割れ目の被覆層が第3層以上、割れ目の充填物層が第4層、割れ目被割層が第5～6

層に区分できる（図16、図版16ｃ・17）。なお、図10で割れ目は斜めに傾いて折れ曲がっているよ

うに見えるが、観察面が斜面であり、割れ目が斜面の走向に斜行しているためであり、実際は図版

16ｃで見るように鉛直に近い。

ａ．割れ目被覆層

　第0層は第1層の再堆積層である。

　第1層は黒褐色腐植質粘土質シルト層で、層厚は約20cmである。下位層とは漸移関係にあり、サ

サの根が密に張っていた。

　第2ａ層は黄灰色砂・粘土質シルト層で、層厚は36cmである。関東平野のソフトロームに酷似し

ていた。下位の第2ａ層との層界は一部不明瞭である。

　第2ｂ層は黄灰色小礫～細礫混じり粘土質シルト層で、層厚は3～10cmである。塊状無層理で分

級はたいへん悪い。下位層との境界は明瞭である。

　第3層は黄褐色ややシルト質細礫混じり粗粒砂層で、層厚は4～14cmである。全般に塊状で分級

は悪い。第3層は割れ目痕の北側で明瞭な層理面を境に上下に区分することができる。下部は下位

層の浅い窪みを充填する。上部は下部上面および下位層上面にある3箇所の小さなＶ字形の窪みを

埋める。このＶ字形の窪みは、下位の第4層に見られるフォリェーション様の鉛直方向の線構造の

延長上にある。下位層との層界は明瞭で凹凸がある。

ｂ．割れ目被割層

　第5層は黄褐色細礫質粗粒～中粒砂、中礫を僅かに含む。層厚は割れ目の南側（図16の向かって

左側）で30cm、北側（同じく右側）で33cmであり、下位層とは明瞭な層理面により区分できる。赤

褐色の酸化鉄沈着薄層がラミナに沿って分布する。第5層の堆積構造は、割れ目の北側では下部10cm
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図15　北海道の調査地

1.宗谷支庁猿払村芦野、2.同鬼志別、3.同浜猿払、4.根室支庁

別海町上春別、5.上川支庁大雪山北海平

が斜交ラミナ、上部23cmが北から南へ

傾斜する前置ラミナが発達する。割れ

目の南側では下部13cmが南から北に傾

斜する前置ラミナが発達し、上部20cm

が上方細粒化する。全般に構造は不鮮

明で、上部上半の構造は特に不鮮明で

ある。第5層は北側で割れ目付近が垂れ

下がるとともに、北側の前置ラミナと

割れ目充填物層の内部構造が調和的に

平行して、割れ目充填物層と被割層と

の層界は不明瞭となる。

　第6層は砂礫・砂・シルト質砂互層で、

泥層や火山灰層を挟み、層厚は220cm以

上である。青灰色を基調とし、岩相境界

付近に一部ラミナと斜交して、赤褐色

の酸化鉄薄層と火山灰層とみられる淡黄色泥層が多数見られる。成層構造をもち、下記の7層に細

分できる。

　第6ａ層は細礫混じり中粒砂層で、層厚は25cmであり、下部は細礫～粗粒砂主体、上部は礫混じ

り中粒砂からなり、南に傾斜する前置ラミナが発達する。

　第6ｂ層は細礫～粗粒砂薄層を挟む細粒砂層で、層厚は55cmである。

　第6ｃ層は礫混じり砂層で、層厚は20cmである。

　第6ｄ層はややシルト質細粒砂層で、層厚は30cmであり、下底部に白色火山灰層を挟む。

　第6ｅ層は砂礫層で、層厚は30～ 40cmである。

　第6ｆ層は赤褐色中～細粒砂層で、層厚は7～ 10cmある。

　第6ｇ層は砂・細礫互層で、層厚は50cm以上である。

　割れ目周囲では、第6ｄ層以上が割れ目側に垂れ下がり、特に北側の第6ａ層が顕著に垂れ下がっ

た。一方、第6ｅ層以下は垂れ下がらなかった。

ｃ．割れ目の形態と充填物

　割れ目Ａは被割層の第5層上面を上限とし、割れ目の断面形状は南側上部が大きく開いた漏斗状

あるいはY字状の断面を持ち、上限からの深さ約50cmの漏斗のくびれにあたる部分から上部で斜め

に入り、その下部では鉛直方向を向く。割れ目の深さは250cm で下限は不明である。見かけの割れ

目幅は上限の第5層上面付近で170cm、上限からの深さ約50cmの第6ａ層上面付近で30cm、上限か

らの深さ155cmの第6ｄ層付近で25cm、上限からの深さ240cmの第6ｆ層付近で10cmである。割れ

目は壁面と70°～75°程度の角度で斜交しているため、真の幅は162cm、29cm、24cm、10cm程度で

あったと換算できる。
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　割れ目を充填する第4層は、砂礫・シルト質砂礫・砂、砂偽礫などからなり、全体として黄褐色

(上部)～明青灰色(下部)であるが、偽礫の混入により様々な色調を呈する。下位層とは、割れ目の

向かって左、割れ面の南壁では明瞭で直線的、上限付近で南へ少し開く。一方向かって右、割れ面

の北壁では、第5層下部下半以下は明瞭で、第5層下部上半以上は不明瞭となり、第5層の堆積構造

と調和的に平行することにより、第5層の南傾斜の前置ラミナ構造と区別しづらくなる。

　第6ａ層以上の高さの漏斗状部分から下へ、鉛直方向ないし漏斗状斜面に沿うフォリエーション

様の線構造が発達する。ただし、連続性はあまりよくない。この線構造に沿って分級の悪いレンズ

状の砂や砂礫が配列する。粗粒砂や礫は主として第6ｄ層の深さから上位を充填する。砂礫の基質

図16　猿払村芦野の凍結割れ目Ａ実測図
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が黄灰色でややシルト質の部分は、第3

層の岩相とよく似る。細粒～中粒砂は主

として第6ｅ層の深さから下位を充填す

るほか、第6ｄ層の深さ以上にも長径10

～45cmの偽礫として含まれる。細粒～中

粒砂の偽礫は、第6ｄ層から剥離したも

の、第6ｄ層から剥落したものが岩相か

ら識別できる。剥離・剥落した砂偽礫に

も、第6層に見られる淡黄色の汚染帯が

認められる。　

（2）　割れ目Ｂ

　割れ目Ｂは、割れ目Ａの北方約50ｍ、

猿払村芦野小学校からは直線距離で約

200ｍの位置で観察した。浅茅野面の段

丘崖にほど近い（図版16ｂ）。割れ目Ｂ

を含む地層は、割れ目被覆層が第1ａ・1

ｂ層、割れ目充填物層が第1ｂ層と第2

層、割れ目被割層が第3～4層に区分で

きる（図17、図版16-ｄ・18）。この割れ

目は幅約6ｍの露頭に見つかった4つの

割れ目の中の1つである。割れ目相互の間

隔は130～220cmである。

ａ．割れ目被覆層

　第1層は黒褐色腐食質礫混じりシルト質砂層であり、層厚は40～47cmである。岩相の軽微な違い

により2層に区分できる。上部の第1ａ層はササの根が密に入り、腐植質が強い。下部の第1ｂ層は

ササの根は少なく、腐植質が弱く、中礫が混じる。

ｂ．割れ目被割層

　第3層は粗粒砂～中礫からなる褐灰色砂礫層で、層厚は55～61cmである。斜交ラミナ構造がよく

発達し、灰色中粒砂をレンズ状に挟み、上半部では割れ目に沿う部分で顕著に反りあがり、礫も競

り立っている。下半部の下底付近は砂勝ちである。下位層とは明瞭な層理で区分される。

　第4層は 灰色～黄灰色の砂・砂礫の互層であり、層厚は110cm以上である。岩相から5層に細分

できる。割れ目付近での反りあがりは認められない。

　第4ａ層は灰色～赤褐色細～極細粒砂からなり、層厚は9cm以下で、やや硬質で節理が目立つ。

　第4ｂ層は淡黄灰色中粒～細粒砂からなり、層厚は14～ 16cm である。塊状で、節理がある。

図17　猿払村芦野の凍結割れ目Ｂ実測図
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　第4ｃ層は灰色・褐灰色の細礫～粗粒砂からなる分級の悪い砂礫層で、層厚は8～ 13cmである。

　第4ｄ層は黄灰色の中礫と中粒～細粒砂からなる分級の悪い砂礫層で、層厚は30～ 34cmである。

　第4ｅ層は黄灰色灰色の中礫・細礫～粗粒砂からなる砂礫層で、層厚は40cm以上である。

ｃ．割れ目の形態と充填物

　割れ目Ｂは被割層の第3層上面を上限とし、割れ目の断面形状は細いＹ字状で、揺れながらもほ

ぼ鉛直方向を向く。割れ目の深さは170cmで下限は不明である。割れ目Ｂは上限から約70cmの第4

ａ層付近までは開口し、その付近で二股に分かれるとともに割れ目が閉じてヴェインになり、その

下位は2列のヴェインが数～20mmの間隔で平行して伸び、割れ目を浸透してきたフミン酸が割れ目

周辺を暗褐色に着色している。また、上限から60cmの第3層と第4層の境界付近から、左下方にヴェ

インが派生し、数mm間隔で割れ目の上限から125cm付近まで追跡できる。

　開口している割れ目内には、第2層と第1ｂ層が充填している。割れ幅は上限の第3ａ層付近で

8.5cm、上限からの深さ約50cmの第3ｂ層付近では2～5cm、上限からの深さ約70cmの第4ｂ層付近

で密着し、そのまま下位へ続く。

　割れ目充填物層の中で、第1ｂ層としたものは割れ目の中央を占める暗褐色腐植質礫混じり砂質

シルトであり、中礫の多くは長軸が鉛直方向を向き、立っている。ササの根が入り込み、上述の割

れ目被覆層である第1ｂ層と岩相区分できなかったため、一括した。また、第2層は砂礫、シルト

質砂礫、砂、砂偽礫などからなり、割れ目の中の分布場所の違いから3つに区分できる。

　第2ａ層は割れ目の向かって右上部にある褐灰色砂礫であり、第3層上半部の岩相に類似するが、

やや礫が多く、礫の多くは長軸が鉛直方向に近く、立っている。

　第2ｂ層は割れ目の向かって左上部にある褐灰色～暗褐色砂礫であり、第3層上半部の岩相に酷

似する。長軸が鉛直方向に近く立っている。割れ目の内側ほど第1ａ層と似て、やや腐植質となる。

　第2ｃ層は割れ目の向かって右側、上限から50～ 70cm付近にあるやや明るい褐灰色砂礫であり、

第3層下半部の岩相に類似する。

２）　猿払・鬼志別

　調査地は宗谷支庁猿払村鬼士別にあって、鬼志別の北方約1.5㎞、鬼志別から知来別に通じる村

道沿いにある砂利取り場である（図15・図版19ａ）。上述の芦野と同し浅茅野面にあたる。三浦ほ

か（1995）の⑥地点の近くである。当該地には地層中の変形構造がしばしば観察されたが、見かけ

上、割れ目に類似した現象や、変形構造に割れ目が影響されて形成された現象を観察した。

　ひとつは割れ目に砂礫が落ち込んだように見える現象である（図版19ｂ）。落ち込んだように見

える砂礫には堆積構造が認められ、その構造は周囲の地層にある砂礫層の堆積構造と酷似しており、

かつ、砂礫層を含む地層全体が複数箇所で椀状に変形していた。したがって、この現象は割れ目と

は無関係の、堆積直後に起こったスランプ構造と考えられる。

　もう一つは変形構造に影響されて形成された割れ目であり、割れ目被割層下部の砂層は、クリオー

タベーションと落差約40cmずり落ちるスランプ構造で変形しており、図版19ｃの割れ目は、スラ
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ンプ構造の変形に沿うように形成されている。

３）　猿払・浜猿払

　調査地は宗谷支庁猿払村浜猿払から浅茅野へ向かう国道238号線横の砂利取り場であり、カムイ

ト沼東岸から東北東へ約0.6kmの距離にある（図15）。上述の浅茅野面にあたり、海抜高度は約15ｍ

である。三浦ほか（1995）の⑨・⑩地点の近くである。小規模の割れ目が多数認められる（図版20）。

　調査地の地層は、表土層の下に数10cmの礫混じりローム層があり、その下位には約1ｍの砂礫層

が続き、さらによく締まった粗粒砂層と薄い砂礫層が互層している。礫は円礫が多く、最大径10cm

で、2～3cm程度のものが多い。割れ目は上位の砂礫層の上面を上限とするものと、礫混じりローム

層の中に上限があるものとがあり、長さは小規模のもので約1ｍ、規模の大きなもので2ｍ以上ある。

観察したどの割れ目も、割れ目幅は上限付近が数10cm～1ｍ数10cmで、Ｖ字形に狭まり、深さ50cm

前後で数～10cm程度になり、深さ数10cmで多くのものはヴェインだけになる。

　割れ目の充填物はマトリックスに上位のロームが混じる砂礫で、礫は割れ目に沿って立って並ぶ

ものが多く、上部ではＶ字形の尖端部を要にして放射状にフォリエーション様の線構造が伸びてい

るものがある。割れ目幅が礫のサイズとあまり変わらないものでは、礫の位置はほとんど動かず、ロー

ム質の砂だけが割れ目に落ちているものもある。

　割れ目周囲の地層は、割れ目の上部に接する付近で、あるものは反り上がり、あるものは垂れ下

り、あるものは変形しないことが、平行ラミナから読み取ることができる。しかし、全体として、多

数の割れ目がほぼ同じ層準で形成されていることは、形成時期が同じであることを示唆している。

４）　別海・上春別

　調査地は根室支庁別海町上春別にあり、根釧原野の起伏に乏しい上春別面の海抜75ｍに位置する

（図15）。調査地点は南9号と48線の交差点の南西約500ｍで、根室海峡に注ぎ入る西別川の支流・

オンネベツ川の右岸にあって、小疇ほか（1974）が図4・5で示した上春別の露頭からは南東へ約1.3

㎞の距離にある。

（1）基本層序

　調査地点の基本層序は次のように区分できる（図18）。

　第0層は表土層であり、層厚は25cmである。

　第1層は褐色シルト層で層厚は10cmである。

　第2層は灰褐色シルト層で、層厚は13cmである。

　第3層は黄褐色ローム層で、下部に最大径3cmの黄灰色軽石を含む。層厚は10cmである。

　第4層は灰色細粒火山灰層で、最大径4cmの軽石を含む。層厚は35cmである。

　第5層は灰白色軽石層で、層厚は80cmである。軽石の径は2～3cmで、上半部に径1cm未満の黒

色ピッチストーン、溶岩破片が散在する。

　第6層は灰白色軽石層で、層厚は17cmである。軽石は最大径3.5cmで、上位より緻密であり、基
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質は粗粒砂サイズの灰色火山砂で

ある。

　第7層は軽石層で層厚は20cmで

ある。軽石の最大径は9cmである。

　第8層は細礫サイズの軽石と粗

粒火山灰からなり、層厚は3～5cm

である。

　第9層は淡黄色細粒火山灰薄層、

火山砂混じり軽石薄層、灰色細粒

火山灰薄層と黄灰色の細粒火山灰

薄層の互層からなり、層厚は13cm

である。

　第10 層は暗褐色細粒火山灰層

で、層厚は5cmである。

　第11層は褐色細粒火山灰層で、

層厚は6cmである。

　第12 層は黄灰色細粒火山灰層

で、層厚は13cmである。

　第13層は褐色ローム層で、層厚

は4cmである。最大径2.5cmの軽

石を含む。

　第14 層は黄褐色ローム層～暗

褐色有機質風化火山灰層で、層厚

は3～8cmである。最大径2.5cmの

軽石を含む。

　第15層は軽石層で、層厚は20

～25cmである。下面は下位層に5

～7cm凹入する。

　第16層は灰黄色軽石混じり細粒火山灰層で、層厚は約8cmである。軽石の最大径は約1cmである。

　第17層は黄灰色細粒火山灰層で、層厚は10～27cmである。上半部の所々に炭片が散在し、下底

により下位の堆積物を含む直径1.5～ 2cmのサンドパイプ状の生痕が分布する。

　第18層は灰黄色細粒火山灰層で、層厚は10cmである。

　第19層は暗灰色細粒火山灰層で、層厚は20～ 40cmである。上位層の堆積物が充填する直径1.5

～ 2cm のサンドパイプ状の生痕が分布する。クリオータベーションが著しい。

　第20層は灰色火山砂と褐色軽石との混合層で、層厚は20cm前後である。

図18　別海町上春別の柱状図
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　第21層は軽石混じり火山砂層で、層厚は15～23cmである。クリオータベーションが著しく、下

位層堆積物がボール状に巻き上がる。

　第22層は灰白～灰褐色細粒火山灰層で、層厚は25cmである。クリオータベーションが著しく、上

位層の堆積物が落ち込んで、唐草模様をなす。

　第23層は褐色火山砂層で、層厚は5cm前後である。砂は細粒砂サイズである。

　第24層は細礫混じり砂層で、平行ラミナが発達する。層厚は70cm以上で、下限は未確認である。

軽石薄層を3層以上挟んでおり、上部約15cmは細粒火山灰が混じって灰色を呈し、最上部1～3cm

は黒色火山砂薄層である。

　小疇ほか（1974）および宮田雄一郎ほか（1988）を参照すれば、第5～8層は上部摩周テフラ層

のＭａ－ｉ軽石層に、第9～14層はMa-j火山砂層に、第15層はMa-l軽石層に、第16層～19層は

下部摩周ロームテフラ層の上半部に、第20～ 22層は同下半部（軽石質ローム層上部）に、第23～

24層は扇状地性の段丘礫層である茶志骨層に対比されると考えられる。下部摩周ローム層中の炭片

（本報告の第17層中の炭片）のＣ14年代は13，170±210 y.B.P.、下位の茶志骨層中位にあたる中

春別テフラ層下部の屈斜路軽石流Ⅳが 32,200＋ 3,000-2,000 y.B.P.（宮田ほか1988）が報告され

ている。

（2）　割れ目Ａ

　割れ目Ａを含む地層は、割れ目被覆層が第20層以上で、割れ目被割層が第21～ 24層に区分でき

る。割れ目Ａは第21層を上限とし、割れ目の断面形状は上部が大きく開いた漏斗状である。割れ目

の深さは1.1ｍ以上で下限は未確認である。割れ目幅は上限付近で約350cm、上限からの深さ約50cm

の第24層上面付近で約90cm、上限から100cmで 15cm程度である（図19、図版21ａ・ｃ）。

　割れ目充填物は第24層の2次堆積物（充填物1）と第20～24層上部の擾乱堆積物（充填物2）と

図19　別海町上春別の凍結割れ目Ａ実測図
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に区分できる。充填物1は図19の割れ目内左

下部を充填しているのに対して、充填物2は右

上部を占め、右壁にそって楔状に落ち込んでい

る。充填物1には左上から右下にかけて、階段

状にずり落ちた様子が認められる。

　割れ目被割層の第24層下部は、割れ目上部

の付近で緩く反り上がり、割れ目壁面でわずか

に垂れ下がる。一方、第24層の上部約20cmは

割れ目付近で緩く垂れ下がり、第22～23層は

著しく擾乱され、フォリエーション様の線構造

が割れ目中央に向かいながらも、不規則に変形

している。

　以上のことから、割れ目Ａは、充填物1と2

が埋積する少なくとも2段階の形成時期があっ

たことが推定され、シンジェネティックな割れ

目であったことが伺える。また、充填物1の階

段状の落ち込み構造は、充填物2の埋積時に形

成されたと見ることが出来る。

（3）　割れ目Ｂ

　割れ目Ｂは第24層内で見つかった割れ目で

あり、最上部は割れ目のほぼ上限に近いと見ら

れるが、正確な上限は不明である（図14、図版

21-ｂ･ｄ）。

　観察できた割れ目の最上部は浅い皿状に開き

気味で、最大幅は約50cmである。深さは200cm

以上あり、上限から40cmの深さで割れ目幅16cm、上限から100cmで割れ目幅13cm、上限から190cm

で割れ目幅が8cmである。

　割れ目充填物は、明黄褐色火山灰質砂と暗灰色砂礫に大別できる。明黄褐色火山灰質砂は上限か

ら45cmの深さから現れ、深さ100cmまでは割れ目壁の向かって左側にあり、深さ100cmから下では

割れ目の中央部にある。詳しく見ると、長さ8～14cm、幅4～8cmの大きさにブロック化しており、

積み木崩しの重ねた積み木のように、少し傾きをもってズレながら重なっている。したがって砂か

らなる鉛直方向のフォリエーション様の線構造も少し傾いている（図版21-ｄ）。暗灰砂礫は鉛直方

向の線構造が発達し、火山灰質砂のレンズを鉛直方向に挟む。深さ100cmまでは割れ目の右側に分

布するが、その下では明黄褐色火山灰質砂のブロックを挟むように分布している。また、上限から

図20　別海町上春別の凍結割れ目Ｂ実測図
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の深さ105cmや 160cmなどでは、割れ目内充填物の岩相が最寄りの被割層の岩相とよく似ているな

ど、シンジェネティックな様相を示している。

　割れ目被割層は、最上部約30cmはクリオータベーションで弱い擾乱を受けているが、その下位は

堆積構造はよく保存されており、割れ目付近で下へ垂れ下がっている。

５）　大雪山・北海平

　現在の凍結割れ目と周氷河現象である構造土を、国内で数少ない分布地域である北海道大雪山系

において観察した。観察地は小疇（1965）によって永久凍土層があり植被多角形土や植被階状土が

分布すると紹介された北海岳と白雲岳の間の馬背に広がる標高2050ｍ～2080ｍの北海平である（図

15）。

　凍結割れ目は、北海平の馬の背にあたる緩斜面に分布した。割れ目の開口部に植物が着生した植

被構造土が、割れ幅約20cm、割れ目の深さ20cm以上で、長さが30ｍ以上に渡って複数観察された。

割れ幅は割れ口から20cmの深さで2cm程度になった。平面的には三つ又に分かれるもの、植被のた

めに割れ目が見えないもの、割れ目を泥が埋積するものなどが認められた。

　また、北海岳から北海平に向かう南斜面には、走向方向にほぼ並行して線状に並ぶ階状土が見ら

れ、斜面下部で階状土から凍結坊主に移行して発達した（図版22）。
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４．本州中央部の乾裂痕

１）　大阪・長原遺跡

　調査地は大阪府平野区長吉地域にあり、瓜破台地の北東部を占める長吉台地（趙2001）が、河内

平野と呼ばれる沖積平野に埋没する海抜10～12ｍの地域であり、台地の埋没緩斜面上に位置する。

1974年に発見された長原遺跡は、大阪市文化財協会が1980年に層序学的調査を導入して以来、詳細

な層序が組み立てられてきた（趙2003）。調査の対象となった更新統の割れ目は乾裂痕あるいは乾痕

と呼ばれている。ここではＡＢ2箇所の乾裂痕について述べる。

　更新統の乾裂痕に関係する長原遺跡の標準層序は次のとおりである。

　長原13Ａⅰ層は灰色細粒シルト層で、層厚は5cm以下である。

　長原13Ａⅱ層は灰黄色～灰白色細粒シルト層で、層厚は約7cmである。火山灰質である。

　長原13Ｂⅰ層は黄褐色～灰黄色シルト質粘土層で層厚は5cm以下である。

　長原13Ｂⅱ層は黄灰植粗粒iシルト質火山灰層で、層厚は5cm以下である。

　長原13Ｃ層は暗灰黄～暗褐色シルト質粘土層で、層厚は約12cmである。

　長原14層の上部は灰白色～緑灰色シルト質砂a～砂質粘土層、下部は灰色砂礫～砂質シルト層で、

図20　長原遺跡の層序断面図（趙2001による）
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表1　長原遺跡標準層序表（趙2003による）
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層厚は20～ 80cmである。

　石器遺物は長原13Ａ層から後期旧石器時代

後半期のナイフ形石器や、長原14層下部から

後期旧石器時代前半期の台形様石器が出土し

ている。また、長原13 Ｂⅱ層は、吉川ほか

（1986）の平安神宮火山灰層であり、町田ほか

（1992）の広域火山灰である姶良Ｔｎ火山灰と

対比され、放射性炭素年代は約25，000年前

（較正年代は約28，000年前）である。

　乾裂痕Ａは長吉川辺3丁目のＮＧ90－ 62

次調査地で検出された割れ目である（図版

23-ａ）。縄文時代の長原12層下面から下方

に伸びており、平面では比較的明瞭な割れ目

が径15～ 25cmの多角形をつくり、細い割れ

目がさらにその中に入っている（図版23ｂ）。

鉛直方向の割れ目とともに、水平方向にも割

れ目が入っている。

　乾裂痕Ｂは長吉長原2丁目のＮＧ04－ 4次調査地で検出された割れ目である（図版23ｃ）。割れ

目の上限は古墳時代の長原7層によって長原13Ｃ層の途中までが削剥されており、長原13Ｃ層～長

原14層の上部が観察された。削剥面からの深さ約20cmでの平面形は径数cm～20cm前後の多角形で

ある（図版23ｃ）。削剥面から深さ約10cmまでは割れ目は灰白色で、その下の長原14層の最上部付

近から下位では黒灰色となる（図版23ｄ）。また、この深さからは水平方向の割れ目が顕著に認め

られる（図版23ｅ）。

　図22はＮＧ90-62次調査地に近いＮＧ86-109次調査地の長原13層～15層の上部付近に見られた

割れ目断面のスケッチである。図の上限が海抜7.8ｍで、上位から、黄灰色細粒砂質シルト層（層

厚約10㎝）、暗黄褐色シルト層（層厚約5㎝）、暗青・黄褐色斑状砂質粘土（層厚約10㎝）、青灰色

砂質粘土～シルト層（層厚約10㎝）、淡青色粗粒～中粒砂質シルト層（層厚約40㎝）、淡青色シル

ト質粗粒砂～緑灰色粘土質シルト層（層厚20㎝以上）が、漸移して重なっている。

　鉛直方向の割れ目では、図の上限から暗黄褐色シルト層まではあまり目立たないが、暗青・黄褐

色斑状砂質粘土層から顕著になり、青灰色砂質シルト泥で幅広く明瞭になる。その下位では、幅広

い割れ目だけが延びている。また、水平方向の構造では、黄灰色シルトでは層厚0.5㎜前後の水平

ラミナが発達し、暗黄褐色シルト層～青灰色砂質粘土層で水平方向の割れ目が顕著に発達する。そ

の下位ではあまり目立たなくなる。

図22　NG86-109次調査地の割れ目断面スケッチ
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５．割れ目の微細構造

　地層の断面で割れ目の微細構造を観察する際に、従来の研究では不撹乱試料の薄片を作成して

光学顕微鏡により観察するのが一般的な方法である。しかし、この方法では広い面積を観察する

には大型の薄片を作成する必要があり、薄片作成技術や設備に大きな制約があった。一方、近年

のパーソナル・コンピュータの発達により、スキャナーを用いて拡大画像を容易に得られるよう

になっている。そこで、割れ目を含む地層断面の微細構造の観察には、地層の不撹乱試料を固め

て研磨し、これをコンピュータに画像として取り込み、画像をデジタル加工して観察する方法を

用いた。このデジタル画像を用いた技術は、大阪平野の沖積層断面の微細構造観察で試みたもの

であり、土器の成形技法の研究にも応用している（趙,2002b）。試料の固化にあたっては、液体

窒素で瞬間凍結し、これを凍結真空乾燥機にかけて乾燥させ、その後に樹脂を浸透させて固化し、

研磨した。

　割れ目の微細構造を観察した試料は、尚州市新上里遺跡の試料番号ＳＳ02－1・2、03，04，居昌

郡正莊里遺跡の試料番号Ｃｈ12、和順郡道山遺跡の試料番号Ｄ05、および大阪府長原遺跡の乾裂痕

Ａ・Ｂの8試料である。不撹乱試料の採取には、縦約20cm、横約13cm、厚さ約3cmのスチール製弁

当箱を現地で調達して利用した。

１)　尚州・新上里遺跡

・試料番号ＳＳ02－ 1（図23、図版24）

　新上里遺跡第3層と第4層に跨る試料である。試料中に

は粗粒砂を主体に相当量の砂粒が含まれるが、多くが円磨

度の角ないし超角で、斜面堆積物の特徴を示している。

　試料の左上から中央下かけて割れ目が入っている。この

割れ目の古地表は第3層上面と見られる。割れ目試料最上

部で割れ目幅は0.4mmで、シルト質粘土が充填している（図

版24－ｃ）。試料の中央付近では、木の根や巣穴かと思わ

れる直径12mm の穴が粘土によってバームクーヘン状に埋

まった痕を割れ目が切っている（図版24－ｄ）。試料中央

やや下では、割れ目は0.1mm以下の幅の狭い細かな割れ目

が複数重なっていいることがわかる（図版24－ｅ・ｆ）。ま

た、割れ目に切られる地層には、割れ目付近で反り上がり

や垂れ下がりなどの堆積構造の顕著な変形は特に認められ

ない。

図23　試料ＳＳ02-1・2　断面スケッチ
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・試料番号ＳＳ02－ 2（図23、図版25）

　ＳＳ02－ 1の直下に続く第4層の試料である。

　古地表の第3層上面からは30cm足らずの深さであるが、試料最上部でほとんど割れ目は開いてい

ない（図版25－ｃ）。この試料の地点に限らず、露頭では割れ目を挟んで2～3cmが溶脱して色が薄

くなり、その外側に酸化鉄の汚染帯があるため、一見すると白っぽく幅のある割れ目があるように

見えるが、そのような位置に明確な割れ目境界があるのではないことが明らに認められる（図版25

ｄ・ｅ）。

・試料番号ＳＳ03（図24、図版26）

　新上里遺跡第5層下部と第6層に跨る試料である。少し波打ったシルト質粘土のラミナが認めら

れる（図版26－ｃ）。

　試料の左右に鉛直方向の割れ目が入っている。割れ目の上限は第6層上面にあり、基質支持で超

角の細礫～粗粒砂が埋めている。左の割れ目は試料中央付近で割

れ目幅が0.8mm内外で、灰色粘土が充填している（図版26ｅ）。

右の割れ目は試料下部で幅0.2～0.3mmであり、灰色粘土が充填

している（図版26ｄ）。右の割れ目は上限から幅約5cm、深さ約

9cmの幅細のＶ字形をしており、割れ目内を粗粒砂主体で基質支

持の砂礫が埋めている。この砂礫と割れ目被割層との境界は明瞭

であるが、被割層側に反りあがりや垂れ下がりなどの変形構造は

認められない（図版26ｆ）。

・試料番号ＳＳ04（図25、図版27）

　新上里遺跡第8層と第9層以下に跨る試料である。割れ面およ

び地層境界には暗赤褐色の酸化鉄が沈着している。鉛直方向の割

れ目は、試料の上から4分の1の高さにあるやや左上がりの直線

的な第9層上面から下方に伸びている（図版27ｃ）。第9層の上

半部には幾筋かの水平方向の割れ目が認められる。水平方向の割

れと鉛直方向の割れとは切合いが認められず、同時に形成された

ように見える（図版27ｄ）。割れ目幅はほとんどなく、黒色の泥

質物質が0.1mm以下で充填するか、密着している（図版27－ｅ）。

２）　居昌・正莊里遺跡

・試料番号Ｃｈ12（図26、図版28）

　正莊里遺跡の第4層から第6層に跨る試料である。第5層は上

下の地層が擾乱されて混在する部分である。直径1mm内外の小さ

図24　試料ＳＳ03　断面スケッチ

図25　試料ＳＳ04　断面スケッチ
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な根の痕が散在する。

　割れ目は試料の左上部から中央へ幅約1cmで斜め

に伸びる割れ目Ａと、試料右中央やや上から割れ目

幅約6cmで下方に伸びる割れ目Ｂが認められる。割

れ目Ａの周囲の第6層の上部に挟まれる黄灰色シル

ト薄層は、ほぼ水平で、割れ目付近でも変形は認め

られない（図版28ｃ）。試料の下部の第6層には水

平方向の割れ目があり、割れ目Ｂに切られている

（図版28ｄ）。また、割れ目充填物には曖昧ながら

鉱物粒子の流状構造が認められた。 一方、根の痕

は割れ目Ｂを切っている（図版28ｅ）。

３）　和順・道山遺跡

・試料番号Ｄ5（図版29）

　道山遺跡の第6層の試料である。水平方向の割れが発達し、細粒砂サイズのマンガン・ノジュー

ルが多数認められる。

　試料の左上では周囲が溶脱して幅8mm程度が灰色を呈している水平方向の割れ目と、溶脱してい

ない割れ目が並行しているが、これらを周囲に溶脱層をもつ鉛直方向の割れ目が切っている。鉛直

方向の割れ目はこの位置から下には伸びていない（図版29ｃ）。試料の左中、左下にある水平方向

の割れ目では、複数の微細な割れ目が複合している。左中では割れ目に沿って入った根の痕を泥質

物がバームクーヘン状に充填している（図版29ｄ・ｅ）。

４）　大阪・長原遺跡

・試料番号ＮＧ1（図版30）

　長原遺跡12層から13Ｃ層に跨る試料である。割れ目は長原13Ａⅰ層を見かけの上限とするが、長

原12層の中にも追跡できることから、シンジェネシスの様相を呈している。

　割れ目は幅が概ね0.5mm以上の鉛直方向と水平方向に伸びる幅が広いものと、その間を概ね幅0.2mm

以下の微細なものがある（図版30ｂ・ｃ）。幅広い鉛直方向の割れ目を詳しく見ると、微細な割れ

目が複合してできていることが認められる（図版30ｄ・ｅ）。微細な割れ目では鉛直方向の割れ目

が水平方向の割れ目に切られてずれているものがある。このことから鉛直方向の割れ目ができた後

に水平方向に割れたことが伺える（図版30ｆ）。

・試料番号ＮＧ2（図版31）

　長原13Ｃ層以下と、これを不整合で削剥して覆う長原7層に跨る試料である。長原7層は図版31

ａのスケールの目盛り19cm以上を占める暗灰色粘土層で、長原13Ｃ層はスケール目盛り11.5cm以

図26　試料Ｃｈ12　断面スケッチ

割
れ
目
Ａ 割

れ
目
Ｂ
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上を占める暗灰色粘土層であり、それ以下は14層である。

　不整合面付近の長原13Ｃ層は上位層の耕起時に受けた応力による微細な褶曲が認められる（図版

31ｃ）。割れ目はスケールの10cm付近から上では灰白色粘土が充填しており、毛細血管状に分布す

るが、その下では黒灰色粘土が充填しており、鉛直方向に粗く、垂直方向に細かく割れていて、割

れ幅は相対的に上位より広く、鉛直方向で1～数mm、水平方向で1～数mmのものと0.5mm以下のも

のがある。この違いは長原13Ｃ層と14層との境界部で顕著に認められる（図版31ｄ）。長原14層

では縦横の割れ目が交わる部分では、鉛直方向の割れ目が水平方向の割れ目を切っているのが多く

認められ、水平方向の割れ目は交点付近で反りあがったり垂れ下がったりするが、規則性は認めら

れない（図版31ｅ・ｆ）。
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６．粒度・鉱物組成・帯磁率

１）　粒度分析

　韓国の道山遺跡、正莊里遺跡、サルレ遺跡の試料を用いて粒度分析を実施した。試料は湿潤重量

約50ｇを乾燥させ、乾燥重量を計測の後、5φの標準篩を用いた筆による試料の水洗分散と超音波

洗浄の併用によって礫・砂・粗粒シルトと中粒シルト以下の泥分を篩分けを行い、粗粒シルト以上

の試料を恒温乾燥器により50℃で2日以上乾燥の後、秤量した。秤量後、乾燥試料は標準篩を用い

てロータップ型篩振盪機により0.5φごとに篩い分け、それぞれ秤量し、全重量に占める重量百分

率を求めた。サルレ遺跡の試料は、趙（2002a）によるものであり、レーザー回折式粒度分布測定装

置を用いて泥分の粒度組成も示してある。

（1）　和順・道山遺跡

　粒度分析に用いた試料は道山遺跡第1～15層の試料Ａ1－1～Ａ6－1、Ｂ6－1～Ｂ15－1、お

よびＣ1である（図5）。この内、Ｃ1は割れ目の中の試料であり、第2層の中でＡ2－1の下位層準

に位置づけられる。また、Ａ6－1とＢ6－1は同層準である。Ａ・Ｂ・Ｃなどの違いは、試料を採

取した壁面の採取位置の違いで、幅約2ｍの範囲の中にある。

　各地層の礫・砂・泥の比率は、既に述べた現場での観察結果と概ね一致する。全般的に泥が多く、

第2層以上の試料は特に顕著である（図27）。下位層を削剥している第11層は、礫・砂分が多く、下

位の第12層とは堆積環境の変化や堆積間隙があったことを示唆する。また、第13層以下が粗粒で

あるのは、基盤岩に近く、基盤岩から供給された

砕屑物が多いことに由来する。

　5φ以上の礫・砂・泥（粗粒シルト）の粒径頻

度分布を下位の試料から見ると、第15層から第

12層にかけて砂・礫が漸減し、特に－2φの中礫

以上が減少する。第11層で再び礫・砂が増加し、

0～0.5φにモードがある。第8層でいったんモー

ドが不明瞭になるが、第7層0～1φにモードが

復活し、第4層まで維持される。第3層ではモー

ドの位置は1.5φに移りやや細粒化する。第2層

以上には礫・砂に顕著なモードはなく、全体とし

て細粒である。いずれの試料も礫・砂の分級は悪

く、小さなモードが複数ある多峯性を示すととも

に、どの試料も5φで急増し、泥側に粒度の主体

が移行する（図28）。図27　道山遺跡の礫・砂・泥の比率

gravel sand mud
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（2）　居昌・正莊里遺跡

　粒度分析に用いた試料は正莊里遺跡第1～9層の試料Ｃｈ－01～Ｃｈ－11である（図4）。

　各地層の礫・砂・泥の比率は、既に述べた現場での観察結果と概ね一致する。第9層の試料Ｃｈ－

11から第6層のＣｈ－05まで、上方細粒化する。暗色帯である第7層のＣｈ－07と上位の第6層の

Ｃｈ－06は泥分が最も多い（図29）。

　5φ以上の礫・砂・泥（粗粒シルト）の粒径頻度分布を下位の試料から見ると、Ｃｈ－11～09は、

0～0.5φの極粗粒砂の粗粒側にモードがあり、第8層のＣｈ－08～03でモードが目立たなくなり、

0～3.5φに尖度が低く変化の少ない分布が続く。Ｃｈ－03では－2.5～－2φの細礫が加わる。第

2層と第1層のＣｈ－02～01ではモードが1～2φ側に移行し、全体として再び細粒となる。また、

どの試料にも共通して、4～4.5φの粗粒シルトが少なく、中粒シルト側に増加する傾向が認められ

る（図30）。

図28　道山遺跡礫・砂・粗粒シルトの粒径頻度分布図
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（3）　密陽・サルレ遺跡

　趙（2002a）に基づいて、新石器時代の7Ｅ－12層以下の地層について述べる（図6）。

　各地層の礫・砂・泥の比率は、既に述べた現場での観察結果と概ね一致する。サルレ遺跡の試料

は、砂と泥がそれぞれ相当量含まれており、礫は極少量である。7Ｅ－20～18層は上方細粒化する。

7Ｅ－17～ 13層は上方粗粒化し、13層から上位で再び上方細粒化する（図31）。

　礫層である7E-21層から上位の7E-19層へ、砂の含有率が63％から30％へと上方細粒化する。7E-

18層は砂が最も少なく、29～30％である。7E-16層から15層へは漸次上方粗粒化する。7E-14層か

ら13層下部へも同様に上方粗粒化する。13層の上部から12層へは上方細粒化し、10層へ移行して

いる。

　礫・砂・泥の粒径頻度分布を見ると、砂の1.5～ 3.0φに顕著なモード（粒径の最頻値）がある

とともに、ほとんどの試料で粗粒シルトの4.0～4.5φにも小さなモードがある（図32）。なお、多

図30　正莊里遺跡の礫・砂・粗粒シルトの粒径

頻度分布図

図29　正莊里遺跡の礫・砂・泥の比率

gravel sand mud
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gravel sand mud

図31　サルレ遺跡の礫・砂・泥の比率

図32　サルレ遺跡礫・砂・泥の粒径頻度分布

図

くの試料に粘土の10.0～10.5φと、いくつかの試料に11.0～11.5φにモードがあるが、両モード

は測定装置の測定癖であり、検討からは除外する。

　各試料のモードに注目すると、7E-20層の試料02Ｓ－46から上位の7E-19層の試料02Ｓ－38へ

の上方細粒化で、モードは1.75φから3.25φへ急激に増加する。砂が最も少ない7E-18・17層の試

料02Ｓ－36～ 34はモードは3.25φである。7E-16層の試料02Ｓ－31から15層の試料02Ｓ－18

への漸次的な上方粗粒化ではモードは3.25φから2.25φへ減少する。同様に上方粗粒化する7E-14

層の試料02Ｓ－16から13層下部の試料02Ｓ－10ではモードは2.75φから2.25φへと一旦増加

してから減少する。上方細粒化する13層の上部の試料02Ｓ－07から12層の試料Ｓ7－ 12Ｓでは

モードは2.75φである。
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２）　鉱物分析

　韓半島の遺跡にも後期更新世の火山灰が分布することは、黄昭姫（2003）の全谷里遺跡や趙

（2002a）のサルレ遺跡などにみるように、近年のいくつかの報告で明らかとなっている。今回、現

地の調査で道山遺跡、正莊里遺跡の試料にも火山ガラスが入っていることが明らかとなったので、火

山灰分析を実施した。試料は粒度分析で回収した試料を用いてプレパラートに封入し、偏光顕微鏡

により砂粒を250粒以上を鑑定し、鉱物組成、火山ガラス含有率の粒数％を計算した。また、試料

の粒径を決めるに当たって、道山遺跡の試料Ｃ1、正莊里遺跡の試料Ｃｈ－04、サルレ遺跡の試料

02Ｓ－35・36を用いて、サンプリングテストを行い、火山ガラス・長石・石英を計数して、火山ガ

ラスが比較的多く含まれていた粒度の中で、粗粒な方は2～2.5φ、細粒な方は3.5～4φを用いる

ことにした（図33）。また、サンプリングテストの過程で、球状石英が含まれることが明らかとなっ

たので、球状鉱物の計数も行った。なお、鉱物組成の鉱物種は検出できた鉱物種のみを示し、マン

ガン・ノジュールを除いて百分率を計算した。

（1）　和順・道山遺跡

ａ．鉱物組成（図34）

　2.0～2.5φの試料では、変質鉱物が多く、次いで長石類であり、火山ガラスや石英、有色鉱物は

極少量である。火山ガラスは第3層最上部の試料Ａ3－1と第2層の試料Ａ2－1とＣ1に含まれ、後

2者には1.5％以上と相対的に多い。長石類と変質鉱物は補完関係にある。後成物質のマンガン・ノ

ジュールが非常に多い。

　3.5～4.0の試料では、変質鉱物と長石が多く、石英、火山ガラス、有色鉱物は極微量である。火

山ガラスは第2層に含まれる。長石と変質鉱物は補完関係にある。後成物質のマンガン・ノジュー

ルが相当量含まれる。

ｂ．火山ガラス（図34）

　検出された火山ガラスはすべて無色透明扁平型(バヴルウォール型)であり、Ｃ1の屈折率はｎ＝

1.4960～ 1.4980（平均 n=1.4966）である。

ｃ．球状鉱物（図35）

　2.0～ 2.5φの試料では、Ｂ13－ 1、Ｂ9－1、Ｃ1の比較的細粒の砕屑物からなる地層に球状石

英が1％前後と多い。3.5～4.0φの試料ではＡ3－1とＡ2－1に球状石英がやや多く含まれるが、

1％未満である。　

図33　粒径別の火山ガラス含有率

1：正莊里遺跡Ｃｈ－04、2：道山遺跡Ｃ

1、3：サルレ遺跡02Ｓ－35、4：同02Ｓ－

36
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（2）　居昌・正莊里遺跡

ａ．鉱物組成（図36）

　2.0～2.5φの試料では、長石類が多く、次いで石英であり、火山ガラスや有色鉱物は少量である。

火山ガラスは第6層のＣｈ－05以上と第8層のＣｈ08含まれ、前者には2％以下であるが相対的に

図23　道山遺跡の鉱物組成

Gl+BrGl：無色透明ガラスおよび褐色透明ガラス（白抜き）、Fl+Round Fl：長石類および球状長

石類（白抜き）、Qt+Round Qt：石英および球状石英、Am：角閃石類、OPX：斜方輝石、CPX：単斜

輝石、Bi：黒雲母、Mg：磁鉄鉱、Others：変質鉱物など、Mn：マンガン・ノジュール
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図24　球状鉱物含有率

左2列は道山遺跡、中2列は正莊里遺跡、右2列はサルレ遺跡。

白抜きは球状石英、網掛けは球状長石

多い。第6層以上で後成物質のマンガン・ノジュールが非常に多い。

　3.5～ 4.0の試料では、長石類が多く、次いで石英であり、火山ガラスや有色鉱物は少量である。

火山ガラスは第2層以上のＣｈ－01・02に含まれる。後成物質であるマンガン・ノジュールが相当

量含まれる。

　なお、両試料とも石英と長石類とは補完関係にあり、同定に問題を残す。

ｂ．火山ガラス（図36）

　検出された火山ガラスは、ほとんどが無色透明扁平型(バブルウォール型)であり、2.0～2.5φの

試料Ｃｈ－01の 1粒だけが褐色透明扁平型であった。

ｃ．球状鉱物（図35）

　球状鉱物はどの試料にも含まれる。2.0～2.5φの試料では、Ｃｈ－03に球状石英が多く4％含ま

れ、Ｃｈ－02が次ぐ。これに対して3.5～ 4.0の試料では、Ｃｈ－04～ 09の試料に球状石英が多

く、Ｃｈ－06では4％含まれる。また、Ｃｈ－04～ 09の試料には、球状長石が若干含まれる。

（3）　密陽・サルレ遺跡

ａ．鉱物組成（図26）

　2.0～2.5φの試料では、長石類と変質鉱物が多く、石英が少量、火山ガラスや有色鉱物が微量で

ある。火山ガラスはほぼどの試料にも含まれ、02Ｓ－34・35で 1％余りであるが相対的に多い。な

お、趙（2002a）では02Ｓ－35で 3％の含有率があった。長石類と変質鉱物は補完関係にある。

ｂ．火山ガラス（図26）

　検出された火山ガラスは、すべて無色透明扁平型(バヴルウォール型)であるが、趙（2002a）によ

％
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図25　正莊里遺跡の鉱物組成

Gl+BrGl：無色透明ガラスおよび褐色透明ガラス（白抜き）、Fl+Round Fl：長石類および球状長石類（白抜き）、

Qt+Round Qt：石英および球状石英、Am：角閃石類、OPX：斜方輝石、CPX：単斜輝石、Bi：黒雲母、Mg：磁鉄

鉱、Others：変質鉱物など、Mn：マンガン・ノジュール

れば、02Ｓ－15で 1粒だけ褐色透明扁平型火山ガラスが見つかっている。02Ｓ－35の火山ガラス

の屈折率はn=1.4951～ 1.4997（モードn=1.4972）である。

ｃ．球状鉱物（図35）

　2.0～ 2.5φの試料では、球状石英はほとんどの試料に含まれ、02Ｓ－21・18で多く1％余りで

ある。3.5～4.0の試料では、02Ｓ－24以上の試料に球状石英が含まれ、02Ｓ－18・16が2％近く

あって多い。

３）帯磁率測定

　漣川・全谷里遺跡と驪州・淵陽里遺跡で帯磁率測定を実施した。使用した測定器はExpioranium社

製のKT9Kappameterで、計測単位は10－３ SIである。全谷里遺跡では5cm間隔で、淵陽里遺跡では5
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図26　サルレ遺跡の鉱物組成

Gl+BrGl：無色透明ガラスおよび褐色透明ガラス（白抜き）、Fl+Round Fl：長石類および球状長石類（白抜き）、

Qt+Round Qt：石英および球状石英、Am：角閃石類、OPX：斜方輝石、CPX：単斜輝石、Bi：黒雲母、Mg：磁鉄

鉱、Others：変質鉱物など、Mn：マンガン・ノジュール

～15cm間隔で、各5点計測し、最高値と最低値を除いた3計測値の平均値を求めた。

　全谷里遺跡では第1層と第3層の値が高く、第1層の最高値は2.5× 10－3SI近く、第3層3×10

－3SIを超えている。一方、第2・4・6層の値が低くく、第5層は第4・6層に比べれば少し高かった。

このことにより、土色の明度が低い暗色部および赤褐色部は明色部に比較して帯磁率が高い結果が

得られた（図38）。
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　淵陽里遺跡では第1～2層で1～2×10－3SIで、第3層で増加し始め、赤褐色の第4層で5×10

－3SI以上であり、全谷里と同様に土色の明度が低い暗色部と赤褐色部は明色部に比較して帯磁率が

高い結果が得られた（図39）。

　これらのことにより、明度が相対的に低い黄褐色や赤褐色の地層は、鉄物質を多く含むことが推

定される。

図38　全谷里遺跡の帯磁率測定結果
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図39　淵陽里遺跡の帯磁率測定結果
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図40　韓半島における凍結割れ目を伴う更新統の対比試案

　各遺跡の右列は本報告の地層番号、中列は割れ目・クリオータベーション・石器、右列は火山灰・C14年代

（×1000年前）・段丘構成層を示す。ただし、薄いグレー：暗色帯・赤褐色帯、濃いグレー：基盤岩、網点：砂

礫などの粗粒物質の層準、V1・V2･･･：上位の層理面等からの第1割れ目・第2割れ目･･･、v：微細な割れ目、

Cr：クリオータベーションまたはこれに類似する変形、S：旧石器、e：前期、m：中期、l：後期、microS：細

石器、AT：姶良Tn火山灰、KTz：鬼界蔦原火山灰、HT：高位段丘構成層、MT中位段丘構成層、LT：低位段丘構成

層、※1：裵基同ほか（2001）による3地区E55S20-IVピットの報告に基づいて編集、2:ソウル大学校による2004年

の発掘現場における筆者の知見、（次ページに続く）

７．考　察

１）　韓半島における凍結割れ目がある更新統の対比と年代

　凍結割れ目の形成機構を検討するに当たり、3．韓半島の凍結割れ目で記述した12遺跡の地層対

比を行う。地層の対比に当たっては、地形面、火山灰、暗色帯及び赤褐色帯などの特徴的な岩相、割

れ目の形成面、放射性炭素年代、遺物の年代観などを指標として検討する。

　日本列島においては、市川（1993）に見るように、段丘面の対比は鍵層と堆積平坦面に基づいた

層序区分を基準として行われている。例えば、近畿地方では、段丘は高位・低位の高位段丘、中位

段丘、低位段丘、沖積段丘に区分されており、低位高位段丘構成層の堆積は温暖な時期、すなわち、

中期更新世後半の酸素同位体ステージ7、中位段丘構成層の堆積は後期更新世最終間氷期の酸素同位
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体ステージ5、低位段丘構成層の堆積は後期更新世の最終氷期の中の亜間氷期である酸素同位体ステー

ジ3と考えられている。また、段丘地形の形成は、侵食作用が促進される寒冷期、すなわち、低位

高位段丘が後期更新世初頭の酸素同位体ステージ6、中位段丘が後期更新世最終氷期初頭の酸素同位

体ステージ4、低位段丘が後期更新世の最終氷期極寒期にあたる酸素同位体ステージ2と考えられて

いる。ただし、詳細に見れば、低位段丘構成層は3分され、低位段丘構成層の本体である下部の粗

粒堆積層の堆積はステージ4であるという考えもある（趙1994）。

　韓半島においては、段丘は5区分されており、例えば河岸段丘は、中期更新世末に形成された第

3段丘が海抜25～ 30ｍ、後期更新世初頭に形成された第2段丘が海抜10～ 12ｍ、完新世の第1段

丘が3～4ｍである（Lee,D.1987）。日本列島における低位段丘に相当する段丘面がないことを除け

ば、段丘面の比高と年代は比較的よく一致する。

　次に、日本列島の段丘形成史の観点から、韓半島の遺跡立地を概観してみることにする。

　12遺跡の中で、山地や丘陵の緩斜面に位置する遺跡は新上里、道山、好坪里、射徳、耳谷里の各

（つづき）　3:畿甸文化財研究院・韓国土地公社（2004）に基づいて編集、4:畿甸文化財研究院による2004年の発掘

現場における筆者の知見、5：韓南大学校中央博物館(2001)に筆者の知見を加筆、6：慶尚北道文化財研究院によ

る2001・2003年の発掘現場における筆者の知見、7：嶺南文化財研究院による2001年の発掘現場における筆者の

知見、8：湖南文化財研究院による2003～2005年の発掘現場における筆者の知見、9：李起吉(2002)に筆者の知見

を加筆、10：慶南文化財研究院歴史文化センター(2002)および金周龍(2006)に筆者の知見を加筆、11：東亜文化

財研究院による2004年の発掘現場における筆者の知見、12：釜山大学校博物館による2001年の発掘現場における

筆者の知見、13：趙哲済(2002)に基づいて編集。



－５０ －

遺跡である。一方、更新統段丘に位置するものは、正莊里、全谷里、淵陽里、龍湖洞の各遺跡であ

る。その中で、最寄りの河川の河床との比高が40ｍ前後の高位段丘に当たるものが全谷里遺跡と淵

陽里遺跡が位置する段丘であり、比高が20ｍ前後の中位段丘に当たるものが正莊里遺跡と龍湖洞遺

跡が位置する段丘である。また、比高数ｍの沖積段丘あるいは更新統が沖積面下に埋没する遺跡は、

東湖洞、サルレ、長興里の各遺跡である。

　無色透明扁平型火山ガラスは、正莊里、道山、サルレ、東湖洞の各遺跡で確認しており、いずれ

も比較的柔らかい淡黄～黄褐色のシルト層中から検出している。火山噴出物は一般に火口からの距

離に比例して粒径が小さくなる。ところが正莊里、道山、サルレでは、2.0～2.5φの粗粒な側に火

山ガラスのモードがある。これは、火口から飛来した大きな火山ガラスは小さな火山ガラスに比べ

て早く降下し、小さなガラスは偏西風に乗って遠方へ運ばれてしまった所為だと考えられる。

　火山ガラスの屈折率を測定した道山遺跡の試料はｎ＝1.4960～ 1.4980（平均 n=1.4966）、サル

レ遺跡の試料はｎ=1.4951～ 1.4997（モードｎ=1.4972）である。測定に用いた試料は、日本への

輸入時に土壌などの輸入禁止品の輸入にあたって行うオートクレイプ処理を行っており、120℃で20

分間の高温高圧処理を行っている。高温乾燥することにより、屈折率が下がることは吉川ほか（1986）

や中村ほか（2002）で指摘されており、120℃では、ガラスの水和層が完全に脱水し、低屈折率になっ

たものと考えられる。したがって、後期更新世の火山灰層で、このような屈折率をもつ火山ガラス

は韓半島でも日本列島でも知られていないが、東アジアでこの時期に噴出した火山灰層としては、吉

川（1986）や中村ほか（2002）の高温処理による屈折率低下の程度を参考にすれば、120℃の処理は

0.05前後の屈折率低下を引き起こすことから、屈折率がｎ＝1.498－ 1.500（モードｎ＝1.499－

1.500）の姶良Ｔｎ火山灰（町田ほか1992；以下、ＡＴ火山灰と略称する）であろうと推定される。

　とことで、ＡＴ火山灰の噴出年代は、2.5万年前（吉川1986；較正年代2.8万年前）に噴出した

と考えられており、この年代は最終氷期極寒期1.7万～2万年前（較正年代2万～2.3万年前）の少

し前に当たる。日本列島では、この時期は厳しい寒さが少し和らいだ時期に当たり（那須1997）、極

寒期の不整合はＡＴ火山灰の上位にある。なお、韓国では極寒期の年代は15,000年前と考えられて

きており（李東瑛ほか,1992）、我々の知見より少し若い年代であるが、ハインリッヒ・イベントや

放射性炭素年代の較正年代も考慮して、古く見直そうとする考えが出てきており、最上位の土壌楔

（凍結割れ目）は18,000～ 25,000年前で、ハインリッヒ・イベント2の22,000～ 25,000年前の年

代に近いと考えられている（成春澤2004）。また、李容鎰ほか（2002）は、最終氷期極寒期の割れ目を

覆うにぶい赤褐色古土壌の年代を約25,000年前と考えており、シルトサイズの風成石英が含まれる

にぶい赤褐色古土壌と割れ目直下の暗赤褐色古土壌は風成起源であると考えている。また、KIM,J.

（2004）は最上位の凍結割れ目（土壌楔）を含む古土壌が酸素同位体ステージ2の24,000～17,000年前

に、土壌楔を含む最下位の古土壌が同ステージ4の59,000～74,000年前にそれぞれ形成されたと考え

ており、南韓における中期・後期旧石器文化は5万年～7万年か、それより古いと見ている。

　海洋に囲まれた日本列島よりはるかに大陸的である韓半島では、最終氷期には乾燥が極端に進み、

低温であったと考えられる。極端な低温と乾燥により形成される凍結割れ目は、最終氷期の極寒期
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の気候条件下で最も形成されやすかったことが予想される。ところが、ＡＴ火山ガラスを検出した

地点では、火山ガラスを含む堆積物が割れ目を充填している。すなわち、最寒冷層準の不整合は、Ａ

Ｔの下位にあるように見える。このことは次の事を示唆する。

　韓半島における極寒期層準の不整合に見える面は、本来の地層境界ではなく、クリオータベーショ

ンにより擾乱された部分の下限であると考えられる。正莊里とサルレではクリオータベーションが

確認されているほか、火山ガラスが確認されていない新上里、長興里など他の場所でも、ソフトロー

ム状の柔らかいシルト層やその下位の層準にクリオータベーションが認められている。火山ガラス

を含む地層がいわゆるソフトロームのように柔らかいのは、クリオータベーションによる擾乱が原

因とみられる。

　土壌の帯磁率に関して、An,Z.（1991）は夏の強いモンスーン期に土壌が形成され、モンスーンが

弱まったときにレスが堆積することを帯磁率の変化によって明らかにした。すなわち、古土壌では

帯磁率が強く、レスでは弱いことを明らかにした。今回帯磁率を測定した全谷里と淵陽里で、明度

の低い黄褐色や赤褐色の部分で帯磁率が高く出たのは、金周龍ほか（2002）が既に指摘しているよ

うに、暖かい気候だと鉄バクテリアの個体数が多くなることにより、鉄バクテリアがつくる磁鉄鉱

が増加し、帯磁率が強くなり、寒くなると鉄バクテリアがつくる磁鉄鉱が減少し、帯磁率が低くなっ

たことを反映したものであり、暗褐色や赤褐色の土壌は、相対的に暖かな時代に形成されたことを

支持している。日本列島においても、暗色帯は気候の安定時期に形成されており（趙,2003）、暗色

帯や赤褐色帯が相対的な気候の温暖期を示すと考えられる。

　一方、凍結割れ目は周知のように寒冷期に主として形成されたものであり、エピジェネティック

な割れ目の場合は、被割層の形成後に形成された点に注意しなければならない。放射性炭素年代や

遺物の相対年代は記載の項で述べたとおりである。また、新上里、正莊里、全谷里2、淵陽里、龍

湖洞などの第２割れ目や耳谷里の第３割れ目には、割れ目周囲の顕著な溶脱とその周りの酸化鉄汚

染という共通点がある。那須・野尻湖花粉グループ（1992）が指摘しているように、最終氷期の最

初の寒冷期（酸素同位体ステージ4）が多雨（多雪）であったことにより、土壌中の元素やイオン

の季節的な移動が促進され、明瞭な溶脱帯と酸化鉄の集積帯が形成されたものと推定される。

　以上の諸点を踏まえて、凍結割れ目に係る韓半島の更新統を対比すると、試案として表2に示す

ことができる。

　なお、全谷里遺跡でもＡＴ火山灰の火山ガラスが見つかっている（Danhara2003；黄2003）。裵基

同ほか（2001）の3地区E55S20－Ⅳpitの巻頭写真を見る限りにおいて、Danhara（2003）がAT火

山灰の火山ガラスを検出したⅡ層とその下位層とは、本報告の全谷里遺跡第1層とその下位層とに

よく似ている。このことは、ＡＴ火山灰層準が極寒期の擾乱を受けていないか、Ⅱ層上面からの細

かな割れ目に上位から火山ガラスが入ったのか、のどちらかを示唆する。しかしながら、今回の調

査地の中で最も北にあり、内陸にある全谷里遺跡で、最終氷期極寒期の擾乱を受けなかったとは考

えにくく、検出された火山ガラスは後者の可能性が大きいと考えられる。
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2）割れ目の比較検討

（1）アイスウェッジおよびアイスウェッジ・カストとソイルウェッジの相違点

　ここではフレンチ（1984）やWashburn（1979）などに基づき、アイスウェッジおよびアイスウェッ

ジ・カストとソイルウェッジの形態上並びに形成期間の相違点をまとめておく。なお、永久凍土面

を越えた深さに形成される永久凍土ソイルウェッジ（Washburn,1979）は極気候下で形成されるため、

除いておく。

ａ．割れ目の深度

　典型的な周氷河現象であるアイスウェッジは連続的永久凍土に形成される。連続的永久凍土が気

候の温暖化によって融解し、これに伴って内部の氷が溶け、そこに上部の活動層の物質が落ち込ん

でできたものがアイスウェッジ・カストであり、アイスウェッジの鋳型である。一方、ソイルウェッ

ジは季節的凍土層に発達する土壌によって埋められた凍結割れ目である。周氷河地域では一般に活

動層の深度を超えて割れることはない。

ｂ．割れ目の間隔

　永久凍土にまで達するアイスウェッジと、活動層内に止まるソイルウェッジについて、

Matsuoka.et.al.（1993）は、割れ目の間隔、すなわち多角形土の直径は、凍土の物性が変わらなけ

れば温度勾配に反比例することから、間隔と深度との間に相関関係を導き出し、直径が大きいほど

アイスウェッジが形成されやすく、小さいとソイルウェッジになりやすい関係を示している。

ｃ．被割層の構造

　アイスウェッジ・カストには、アイスウェッジで見られるように、被割層の反りあがりや充填物

層にフォリエーション様の線構造がある。一方、ソイルウェッジには、被割層に垂れ込み、あるい

は撓み込み、炎状の構造などが見られる。

ｄ．形成期間

　アイスウェッジ・カストの充填物は活動層から落ち込んだ物質であり、エピジェネティックであ

ろうがシンジェネティックであろうが、ウェッジが開口し、形成されから埋まるまでに、気候の温

暖化という長い時間が経過している。一方、ソイルウェッジは冬季の季節的凍土層が夏季に融解し

て活動層となることに伴って、冬季に開口したウェッジが夏季に埋まるという、単年単位の形成が

行われる。

（2）北海道・韓半島・本州中央部の割れ目の特徴

ａ．北海道の凍結割れ目

　芦野の割れ目Ａは、今回の調査した割れ目中では最も大規模の凍結割れ目である。割れ目Ａのあ

る浅茅野面は、海抜高度と地形の起伏から、酸素同位体ステージ5～4初に形成された中位段丘の堆

積面に似ている。浅茅野面を構成する第3段丘礫層は、現在でいうステージ5の海成段丘だと推定さ

れている（北海道開発庁1964）。 乾裂痕や断層でないこの割れ目の形成時期は、層序関係から、第5

層堆積後、第４層堆積（充填）前と言える。 三浦ほか（1995）によれば、この割れ目は利尻－ワンコ
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の沢テフラの降下後に形成されたと見て4.2年前以降と推定しているが、このテフラをワンコの沢

軽石層と呼んだ五十嵐ほか（1990）は佐々木龍男ほか（1971）を引用して約14,000年前としている。

第4層の割れ目充填物層には、剥離・剥落した砂偽礫にも、第6層に見られる淡黄灰色帯の汚染が認

められることにより、汚染帯は第6層堆積後で、第6層堆積物が剥離・剥落して割れ目を充填する前

に形成されたと言える。第5層以下は割れ目充填物になったと確かに言える。第5層の中で砂礫の基

質が黄灰色でややシルト質の部分は、第3層の岩相と良く似ていること、および上部は下部上面およ

び下位層上面にある3箇所の小さなＶ字形の窪みを埋めること、さらに、このＶ字形の窪みは下位の

第4層の線構造の延長上にあることにより、第3層が割れ目埋積末期の融解層として、割れ目充填物

になった可能性がある。割れ目充填物を供給した地層より上位の地層は、割れ目充填後に堆積した

地層と言える。すなわち、第2ｂ層以上は割れ目充填後である。凍結・融解を繰り返す活動層は、多

かれ少なかれ堆積構造が乱されたと考えられる。上部の内部構造は塊状で分級の悪い第3層や、堆積

構造が認められるものの構造が不明瞭な第5層は活動層であった可能性が高い。したがって、ほぼ同

じ標高にある割れ目漏斗状部分の第4層も活動層であった可能性が高い。しかも、第2ｂ層が塊状、

分級はたいへん悪いことにより、第2ｂ層も凍結・融解の結果、堆積構造が撹乱された可能性、すな

わち、活動層であった可能性がある。被割層の中で、割れ目付近の垂れ下がりが第6ｄ層以上に認め

られる。上述したように、被割層の垂れ下がり現象は、ソイルウェッジの特徴と考えられており、

その際の凍土層は季節的凍土層だと考えられている。しかし、芦野の割れ目Ａは、250cm以上の深さ

があり、この深さでまだ約10cmの幅があること、被割層の大部分を占める第6層に、垂れ込み以外の

変形、すなわち季節的凍土層＝活動層であったとする擾乱が認められないことなど、ソイルウェッ

ジの特徴とは言えず、アイスウェッジ・カストの特徴に近い要素をもっている。したがって、割れ

目充填物層および活動層と推定される第4層～第2b層の重なりからは、エピネティックなアイスウェッ

ジであった可能性がある。また、ソイルウェッジの特徴とされる被割層の垂れ込みは、永久凍土層

が比較的細粒であったために、融解した水で飽和状態となった細粒砂が壁面を維持できずに地耐力

を弱めて緩み、割れ目側に垂れ込んだものと考えられる。寒流が迫るオホーツク海沿岸にあるこの

地であれば、融解に長時間を要し、細粒砂という最も浸食されやすく流動しやすい岩相の被割層と

に支配されたこの現象は、アイスウェッジ・カストでも起こりうる可能性がある。割れ目充填物の

充填時期は、最終氷期極相期以降で、五十嵐ほか（1990）に従えば1.4万年前より前と考えられる。

　芦野の割れ目Ｂは、４つの割れ目が並ぶ中の一つであり、割れ目間隔は130～220cmで狭い。割れ

目Ｂの地層と割れ目Ａの地層とは、Ａ第1層がＢ第1ａ・1ｂ層、Ａ第5層がＢ第3層、Ａ第6層がＢ第

4層に対比され、割れ目Ｂでは割れ目Ａで活動層と推定されたＡ第2・3層は分布しない。第1層形成

時に削剥されたものと思われる。割れ目Ｂは上限から約70cmまでしか開口していない小さな凍結割

れ目であり、その規模はソイルウェッジの規模といえる。しかし、この割れ目の被割層で砂礫からな

る第3層は、割れ目周囲で著しい反り上がりをみせる。この現象はアイスウェッジの特徴の一つとさ

れており、単年単位で形成されるものではない。また、上限から70cm以深は充填物のほとんどない

ヴェインではあるが、170cm以深まで続いている。ソイルウェッジにヴェインが続くことについては、
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従来の研究では述べられていない。したがって、割れ目Ｂもまた、アイスウェッジであった可能性

がある。割れ目Ａとの規模の違いは、割れ目Ｂが段丘の端に近く、近辺に宙水が少なかったと推定

されることにより、大きく成長しなかったことが原因であった可能性が考えられる。

　鬼志別の２つの割れ目は、興味深い構造を示している。一つは地層の堆積直後に起こった地滑り

状のスランプ構造であり、もう一つはスランプ構造の変形に影響されてスランプ斜面に沿うように

形成された割れ目である。この二つの構造から、割れ目の形成に、被割層に既に存在した変形構造

が影響することがあると考えられる。

　浜猿払の割れ目は、間隔が1～3ｍ程度と狭く、多数の割れ目の充填物層や被割層、被覆層などに

様々な変形埋積状況があり、同じ時期に形成されたと推定される凍結割れ目でも、形態は一様では

ないことを示している。

　上春別の割れ目Ａは、下限が不明であるが、開口部が比較的規模の大きな割れ目である。アイス

ウェッジの特徴である被割層に反り上がりが認められるが、割れ目の壁面際では垂れ込んでいる。

この割れ目はシンジェネティックで２大別される充填物層の下部のものには階段状にずり落ちた構

造がある。Frint（1971）の図10.4にはポーランド・ラブリン近くのアイスウェッジには、シンジェ

ネティックな成長の結果形成された小規模の正断層による、同様でより顕著な階段状の落ちが示さ

れている。

　上春別の割れ目Ｂは下限も、正確な上限も不明であるが、200cm以上の深さがあり、10cm近い割れ

目幅がある。この割れ目の特徴は、充填物層がブロック化し、積み木崩しの重ねた積み木のように、

少し傾きをもってズレながら重なっていることである。割れ目Ａで見られた小規模断層による階段

状構造を複雑にした形態である。

ｂ．韓半島の凍結割れ目

　韓半島では、今回観察した更新統の凍結割れ目はアイスウェッジとかソイルウェッジ（土壌楔）と

呼ばれており、楔模様の灰色ないし黄灰色が土壌水分の移動に伴う脱色作用の結果で、寒冷気候の

凍土に形成された楔構造と考えられている（李東瑛,1992）。この考え方は基本的に我々の観察結果と

一致する。しかし、割れ目の実態に関しては詳しくは述べられていない。また、形態上の違いから、

裵基同(2004)は韓半島の割れ目をソイルウェッジと呼ぶことに疑義を出している。また、鄭永和

（2001）もまた、アイスウェッジと呼ぶことに疑問を持っている。

　観察できた全ての凍結割れ目で、割れ目の開口部を除いて、割れ目幅がほとんどなく、極薄い粘

土ヴェインが下方に伸びているが、割れ目そのものが把握し辛いほどの薄さのものもある。しかし、

いずれの割れ目でも、割れ目周囲の被割層は酸化鉄が溶脱して灰白色を呈し、その周りを酸化鉄が

汚染しているせいで、割れ目が極端に強調され、楔形をなすという印象を与えている。この原因は

割れ目を伝わった地下水の浸透によるものである。

　微細構造の観察においても、ある程度以上の深さの割れ目では、割れ目幅は0.01mmに満たないも

のから0.数mm程度しかなく、一見すると幅広く見える割れ目でも、実際は複数の（多くは10以上の）

割れ目が束になっていることが明らかとなった。このことは、割れ目が一度の開口ではなく、複数
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回の開口と閉口を繰り返していたことを示している。また、開口部の試料Ch-12（正莊里）とSS03（新

上里）では、前者に割れ目充填物層に曖昧ながら鉱物粒子の流状構造が認められ、これがクリータベー

ションの変形構造を示すものと考えられる。しかし、水平方向の薄層がありブロック状に見える被

割層には、両試料とも割れ目付近での垂れ下がりや反り上がりなどの変形は認められなかった。

　また、水平方向の割れ目はどの地点でも観察され、微細構造においても、鉛直方向の割れ目と同

様に、極狭い割れ目極薄い単独のものから複数のものまであり、色調の違いも同様であった。

ｃ．本州中央部の乾裂痕

　大阪の更新統最上部で乾裂痕（あるいは乾痕）と呼ばれてきた割れ目は、間隔が数～25cm程度で狭

く、割れ目幅も極狭い。また、乾裂に伴うマッドカールは確認されていない。試料採取地点をはじ

めとする長原遺跡の多くの地点では、割れ目の色は上限から数～10cm程度は灰白色で、その下位は

黒灰色～暗灰色である。割れ目上部から溶脱した酸化鉄やフミン酸が割れ目を伝わって割れ目下部

へ移動したものと推定される。

　微細構造の観察においても、ある程度以上の深さの割れ目では、割れ目幅は0.01mmに満たないも

のから0.数mm程度しかなく、一見すると幅広く見える割れ目でも、実際は複数の（多くは10以上の）

割れ目が束になっていることが明らかとなった。このことは、割れ目が一度の開口ではなく、複数

回の開口と閉口を繰り返していたことを示している。また、試料NG2の開口部では、割れ目被割層に

クリータベーションを示すとみられる変形構造が認められた。さらに、水平方向の割れが顕著であ

り、鉛直方向の割れ目と同様に、複数が複合している。縦横の割れ目の新旧は、多くは縦、すなわ

ち鉛直方向の割れが切っているが、中には横、すなわち水平方向の割れが切っているものもあった。

ｄ．割れ目の共通点と相違点

　以上のように、北海道で観察した凍結割れ目は、ソイルウェッジの要素も兼ね備えているが、ア

イスウェッジの要素を色濃く持っており、典型的なアイスウェッジとは言えないにせよ、アイス

ウェッジに類似する凍結割れ目であったと考えられる。

　一方、韓半島でソイルウェッジ（土壌楔）と呼ばれている割れ目は、特殊な特徴を持ち、一般的な

ソイルウェッジの特徴は認められなかった。それに対して、韓半島のソイルウェッジと本州の乾裂

痕とは多くの特徴が共通した。すなわち、割れ幅が極薄いこと、また、複数の割れ目が複合してい

ること、水平方向の割れ目が発達すること、割れ目被割層に変形割れ目に伴う顕著な変形は認めら

れないこと、酸化鉄等の溶脱により、色調が変化していることなどである。したがって、韓半島の

土壌楔と本州の乾裂痕とは類似した形成過程をもっているものと推定される。

（2）古気候条件

　最終間氷期直前の酸素同位体ステージ6の古気候については、詳しいことは分かっていないが、こ

の時期の植生を示すものとして小多利フローラがある（那須,1972）。このフローラは三木（1948）に

よって報告されたヤチヤナギ・ヒメシャクナゲ・ツルコケモモ、ミツガシワなどの極めて寒冷な気

候を示す植物化石群で、花粉組成もマツ科によって優先され、カラマツ属花粉を含むという。また、
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FURUTANI（1989）は高位段丘構成層上部から中位段丘構成層下部にかけてP4花粉帯を設定し、亜寒帯

性気候を推定するとともに、スギ属が卓越することを示しており、当時の多雨を暗示している。し

たがって、日本列島においては、この層準は極めて寒冷で寡雨が予想される。一方の韓半島での様

子は明らかではない。なお、中位段丘構成層である大阪の上町層の中部海成粘土層の下位にある礫

層・砂礫層は、上町層下部に区分されているが、中部と下部はラビーンメントによる不整合で境さ

れているため、実際は上町層下部は高位段丘構成層の上部を指している。

　最終氷期初期の酸素同位体ステージ4は、本州中部地方の花粉組成を検討した那須・野尻湖花粉グ

ループ（1992）により、寒冷多雨の気候条件が復原され、野尻湖花粉グループ（2000）は酸素同位体ス

テージ4に向かう時期についてさらに詳しい検討を行っている。これによれば本州中央部は亜寒帯南

部の寒冷な気候で、冬期の積雪が多かったという。この時期は大阪においても冷涼な気候が推定さ

れ（趙,2001）、網状河川で堆積した長原15層と呼ぶ砂礫層は、多雨による堆積量の増大を示すものと

推定される。韓半島の詳しい様子は明らかではないが、更新統の凍結割れ目に見られる特徴の中で、

酸化鉄の溶脱による灰白色化とその周囲の酸化鉄汚染が酸素同位体ステージ4で形成されたと推定

される割れ目に特に顕著に表れており（表2）、多雨を反映しているものと考えられる。

　最終氷期極相期、酸素同位体ステージ2の極めて寒冷な気候と極端な乾燥については、那須（1980）

をはじめとして、多くの研究がある。北海道上春別の凍結割れ目がこの時期に形成されたと推定さ

れるなど、寒冷と乾燥が様々な周氷河現象を作り出している。上述したように、韓半島の各遺跡の

ＡＴ火山灰の火山ガラスが含まれる黄灰色シルト層は、クリオータベーションによって擾乱された

地層と考えられ、その状況は関東のソフトローム（関東ローム研究グループ,1965）によく似ている。

　晩氷期における気温の上昇と、これに伴う降水量の増加は、花粉化石のスギ属の増加に見られる

古植物学的検討（那須孝悌・野尻湖花粉グループ,1992）や、粗粒物質や土石流の増加などの岩相層

序学的検討（例えば、趙,2003）など、本州各地で報告されている。晩氷期最後の約11,000～10,300年

前には、世界的な寒冷期である新ドリアス期がある。確かな証拠が無いので、確定的なことは言え

ないが、この時期に凍結割れ目が発達するのは、この新ドリアス期であろうと思われ、東湖洞やサ

ルレで観察された韓半島の最上位の割れ目は、新ドリアス期に形成された可能性を指摘しておくこ

とができる。

　球状石英が中粒砂サイズで含まれていることは余り知られていなかったが、道山、正莊里、サル

レで見つかり、実態顕微鏡オーダの観察ではサハラやゴビなどの砂漠の球状石英と形態上よく似てい

る。しかも、堆積環境が異なる3地点で見つかり、酸素同位体ステージ2と4の層準で多い傾向があ

る。このことは、球状石英をはじめとする球状鉱物が、偏西風が相対的に強い亜氷期に風で運ばれ

てきたものである可能性を示唆する。黄砂の流れは一様ではないが、現在の黄砂が冬期のソウル近

傍に頻繁に飛来していることを見れば、道山とサルレより北に位置する正莊里に球状石英が多いこ

とも風成を支持する（図35）。球状石英は粒径の大きさからは黄土高原から直接飛来したのではなく、

黄河や偏西風で運ばれ、黄海に堆積したものが、干上がった最終氷期に2次的にもたらされたと考え

られる。
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（3）割れ目の形成機構

　以上の検討を踏まえて、更新統に見られる韓半島のソイルウェッジと本州中央部における乾裂痕

の形成機構を次のように考えることができる。

　韓半島と本州中央部の割れ目はよく似た形態を示し、ともに寒冷な亜氷期の気候下で形成された

凍結割れ目の一種と考えられる。しかし、これらの割れ目現象は北海道の活動層を伴うアイスウェッ

ジ・カストには見られない構造であり、周氷河現象のアイスウェッジの主たる成因が凍結によるも

のであるのに対して、韓半島や本州中央部の割れ目は最終氷期の寒冷条件に支配されつつも、乾燥

による収縮が主要な成因であったと考えられる。

　割れ目には鉛直方向と水平方向の割れ目がある。鉛直方向の割れ目は過去の地表からの割れ目で

あり、その形成には乾燥による収縮が強く働いたと考えられる。一方、水平方向の割れ目もまた乾

燥による収縮が働いたと考えられるが、初生的な堆積構造に起因して形成されたと考えられる。

　両方向の割れ目は、開いては閉じ、閉じては開くという現象を毎年繰り返した考えられる。開口

時には雨水が割れ目を伝わって進入し、元素やイオンを移動させ、被割層に浸透して溶脱と沈着に

より色調の違いを形成した。しかし、割れ目幅は極狭く、そのため、極薄い粘土フィルムが割れ目

充填物層となった。

　両地域の割れ目の形成機構はよく似ているが、大陸度の高い韓半島と海洋度の高い本州中央部で

は、形成機構に差が現れたと考えられる。

　酸素同位体ステージ2に形成された割れ目は、本州中央部より遙かに寒冷で乾燥していた韓半島で

は、ある程度の幅のある開口部をもつ顕著な割れ目が形成され、クリオータベーションによる擾乱

も認められる。しかし、シベリアやアイルランドのソイルウェッジのように発達しなかったのは、

気温・地温と乾燥の程度の違いに加えて、黄砂の飛来が影響しているものと考えられる。黄砂が飛

来し堆積することにより、割れ目が被覆され、本来最も成長する冬期の成長が抑制されたと考えら

れる。

　酸素同位体ステージ4の本州中央部は、多雨のため顕著な割れ目は形成されなかったと考えられる。

一方、韓国のソイルウェッジは、元素やイオンの地下水による移動が推定され、多雨の影響を受け

てはいたが、地下水位が低い季節の著しい乾燥により、形成されたと考えられる。

　酸素同位体ステージ6の韓半島の様子はよくわからないが、ステージ4と同様に、韓半島では割れ

目が形成され、本州中央部では顕著な割れ目は形成されなかったと予想される。
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８．まとめと今後の課題

　本報告書では、旧石器の層位を撹乱する原因のひとつである地層の割れ目に関して、野外におけ

る観察と室内での分析により、韓半島の土壌楔と本州の乾裂痕、北海道の氷楔痕とを比較し、凍結

割れ目と乾裂との構造・形成機構の相違と移行性を検討した。また、韓半島の土壌楔を含む地層を

地形面、火山灰、暗色帯及び赤褐色帯などの特徴的な岩相、割れ目の形成面、放射性炭素年代、遺

物の年代観などを指標として対比した。さらに、韓半島の土壌楔と本州中央部の乾裂痕と、北海道

のアイスウェッジやソイルウェッジの違いを指摘し、韓半島と本州中央部の割れ目は乾燥による収

縮が主要な成因であったと考えられた。この研究の過程で、球状石英をはじめとする球状鉱物が砂

粒サイズで含まれていることを発見し、風成の黄砂に由来する可能性を指摘した。

　本研究の契機となった旧石器の層位撹乱に関しては、韓半島の土壌楔と本州の乾裂痕では、割れ

目の痕跡を追跡することにより、割れ目に落ち込んだ石器の層準を見誤る混乱は避けられると考え

られる。ただし、クリオータベーションや凍上作用による擾乱を発掘作業を通して見極めることは

なかなか困難である。

　以上のように、凍結割れ目の比較研究はまだ緒に就いたばかりであり、本研究を通して多くの課

題が抽出されている。すなわち、最終間氷期から最終氷期の古気候・古植生に関しては、酸素同位

体ステージごとの特質、タイガとステップの形成条件、凍結割れ目の形成場所に関しては、凍結割

れ目と地下水位の関係、段丘末端部や平地部などの地形による違い、植生の有無や粗密などを検討

しなければならない。また、ソイルウェッジの適用範囲および韓半島の土壌楔と本州の乾裂痕の成

因を明らかにし、定義し直す必要がある。 さらに、凍結割れ目の形成時期と凍結割れ目の氷が溶

けて活動層および被割層の堆積物が充填し、カストが形成される時期、割れ目形成時期に降下物が

覆う場合と覆わない場合のカストの形成機構の問題、クリオータベーションなどの活動層にみられ

る周氷河現象の詳細なども課題として浮かび上がってくる。
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COMPARATIVE STUDY ON THE FORMATION MECHANISMS OF FROST

CRACK AND DESICCATION CRACK, CAUSE OF STRATIGRAPHIC

DISTURBAANCE, DURING THE LAST GLACIAL STAGE

Summary

Chul-jae Cho

1. Introduction

Cracks are one of the causes of disturbance in Paleolithic sediment horizons. However, the

mechanisms of the formation of cracks found at Paleolithic sites are not clear. This study was

conducted to clarify the differences and transitional characteristics of the mechanisms of formation

of frost-cracks in high latitude areas and of desiccation cracks in middle latitude areas.

2. Results of Observations

For this study, I compared soil wedges found on the Korean Peninsula, desiccation cracks found on

Honshu, and frost cracks found on Hokkaido that were formed during the last glacial stage.

Observation sites are as follows: Donghodong at Daegu, Salle at Milyang, Shinsanri at Sangju,

Joengjangri at Goechang, Dosan at Hwasun, Chongokni at Yoenchan, and other archeological sites

in the Korean Peninsula; Sarufutsu-mura, Bekkai-cho, Hokkaidaira at Mt. Daisetsu in Hokkaido; and

the Nagahara site in Osaka, in central Honshu. In addition, I observed the microstructure of cracks

with undisturbed samples gathered at Shinsanri site and elsewhere. Furthermore, I carried out

sediment grain size analysis, tephra analysis, rounded mineral analysis with samples from the

Joengjang, Dosan and Salle sites.

Typical frost cracks occurring as periglacial phenomena are formed in continuous permafrost

according to French (1984) and others. Continuous permafrost thaws in warm climate, internal ice

melts, and overlaying materials collapse in the remaining space to form frost crack casts.  Frost crack

casts have upturned beds adjacent to the casts.  On the other hand, soil wedges are fissures that are

opened in seasonal permafrost (frozen ground) in winter, and later filled in summer, and generally do

not brake ahead of depth of the active layer. Soil wedges have down-turned beds adjacent to wedges.

Frost cracks on Hokkaido

There are many frost crack casts in northern and eastern Hokkaido. The size of the largest crack I

observed is 162cm wide at the mouth, 10cm wide at 250cm depth and continues past this depth. The
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crack fill is linear in structure similar to the foliation in common ice wedges and rip-up clasts from

the enclosing beds of the cast. The overlying bed, which is poorly sorted and massive, is assumed to

be the active layer. This crack has a large scale as an frost crack cast, but has enclosing down-turned

beds that are characteristic of soil wedge.

In other cracks I observed in Hokkaido, there are various scales and structures in the fill. Some of

them have upturned beds and some of them have down-turned beds in surrounding materials.  One

crack has upturned enclosing beds with down-turned edges, one has small step faults that slip down

toward the center of the crack, one has blocky fill. In addition, some of them have one or more veins

that filled with narrow mud film under the crack that continue more than 150cm depth from their

openings.  Moreover, evidence of a disturbed seasonal frozen ground layer as the active layer is not

observed adjacent to lower part of cracks.

The ages of formation of the cracks at Sarufutsu-mura are estimated to be sometime after the last

glacial maximum and older than 14,000 B.P.; the ones at Bekkai-cho are estimated at younger than

32,000 B.P. and older than 13,000 B.P.

Soil wedges on the Korean Peninsula

  D. Lee (1978) explained that gray or yellowish gray of soil color of wedges were the results of

discoloration due to water movement, and they were soil wedges that were formed by permafrost in

cold climates.

There were four horizons of cracks at the Shinsanri site, and two or three at other sites I observed

(Figure 1).  All of the cracks were narrow veins in which thin a clay film was in the fill except at

mouths.  However, an enclosing zone of several centimeters width in almost all veins are leached out

iron oxide to colored light gray, and the iron oxide deposits surround a light gray zone, and make a

narrow brown zone. The veins are easily distinguished and have left impressions in these wide

wedges through these colored zones.  The cause of these depends on penetration of water transmitted

through cracks.  In addition, there were some horizontal cracks in the upper part of the enclosing

beds.

Microstructure observations revealed that the width of cracks are less than 1 mm, with the

narrowest width is less than 0.1 mm. Some cracks that appear to be wide were observed to actually be

more than 10 cracks in close proximity. This shows that cracks did not open only once, but rather

repeatedly opened and closed many times.  In addition, there are micro-slumping structures

surrounding the mouths of the cracks, which are considered evidence of cryoturbation.  However,

upturned and/or down-turned structures in the surrounding material were not observed.  Moreover,
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the characteristics of crack width, superimposed cracks and the colors of horizontal cracks in the

upper part of the surrounding beds are as same as the vertical cracks in the microstructure.

Desiccation cracks in central Honshu

There are sediment cracks known as desiccation cracks or “sun cracks” that appear in sediments

above the Heianjingu volcanic ash layer (AT tephra ; ca. 25000y.B.P - ca. 28000calBP) in the

uppermost Pleistocene deposits. Their intervals are as narrow as 5 to 25cm, and their widths are also

narrow.  Mud curls were not observed. The color of the filling materials is light gray from the surface

to several to 10cm below, and the lower parts are dark gray. It is assumed that iron oxides and humic

acid permeated the deposit, leading from the upper part of the cracks to the lower parts.  In

microstructure observations of the lower part of the cracks, very narrow widths, changes in color

caused by penetration of water, superimposed cracks, and slump-like structures attributable to

cryoturbation were recognized.  Furthermore, the horizontal cracks are remarkable in the

surrounding beds in that they are compounded in the same manner as vertical cracks.  Most of the

vertical cracks are younger than horizontal ones.

3. Discussion

Frost cracks in Hokkaido as mentioned above have both elements of soil wedge and ice wedge

casts.  I suggest that upturning and down-turning of the enclosing cracks are influenced by the time of

thawing and lithofacies of the enclosing beds.  The down-turned beds of largest crack is thought to

reflect a process through which fine sand formed the surrounding beds that were saturated with

melting water and could not support the crack wall, thus the beds gradually down-turned toward the

inner crack.  Therefore, these cracks are thought to be frost cracks that are represented as frost crack

casts, even if they are not actual casts.

Cracks called soil wedges on the Korean peninsula do not reflect the characteristics that French

(1984) had presented as soil wedges. On the other hand, many characteristics of soil wedges on the

Korean peninsula such as narrow width of cracks, superimposed lamina, existence of horizontal

cracks, no deformation of the surrounding beds, and color variation of the fill among others are

similar to that of desiccation cracks on central Honshu. Therefore, it is presumed that soil wedges on

the Korean peninsula and desiccation cracks on central Honshu formed through similar formation

mechanisms.

4. Further Problems
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Cracks observed on the Korean peninsula and central Honshu have similar form, and are thought to

be frost cracks formed under a cold climate. However, the structure of these cracks is not the same as

frost cracks with active layers observed on Hokkaido.  It is generally believed that frost cracks are

formed by thermal shrink and aridity, and main origin of ice wedges depends on the thermal shrink of

sediments. Therefore, cracks on the Korean peninsula and central Honshu may have been frost

cracks representing non-periglacial phenomena formed by mainly aridity but are unlike typical

desiccation cracks.

  It is believed that horizontal cracks similar to vertical cracks are formed by aridity, and the linking

the cause of formation might be the sedimentary structure.  It is thought that cracks in both directions

might have repeated opening and closing every year. Water transmitted through the cracks and

invaded them with clay, during the opening season, and associated color changes were caused by

leaching and deposition of iron oxides and humic acids.

  Crack formation mechanisms of both areas are similar, however, it is thought that the difference in

the formation systems comes from differences between the Korean peninsula being highly

influenced by continental climates and central Honshu being influenced by maritime climates.

Figure 1 shows the correlation with beds in Korean archaeological sites based on topography,

characteristic lithofacies of a dark zone and reddish brown zone, contents of volcanic glass and

rounded quartz, radio carbon dating and other factors.  Cracks formed on the Korean peninsula are

wider and longer than those of central Honshu, and also they are at the oxygen-isotopic stage (OIS) 2,

and show signs of cryoturbation.  The most notable cracks were not formed under conditions of much

rain or snow on central Honshu at OIS 4.  On the other hand, so-called soil wedges on the Korean

peninsula are estimated to have formed during dry seasons or in times of snowy ground cover in

times of lower ground water, the cracks were also affected by infiltration water in the rainy season or

spring thaw.  These correlations and formation mechanisms should be further examined.
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写真図版



図版1の説明

　尚州・新上里遺跡（1）

ａ．調査地遠景

調査地は丘陵の東裾にある（2001年6月25日撮影）。

ｂ．2001年6月の調査トレンチ壁面

水糸は水平1ｍ間隔、垂直50cm間隔。写真ｃでは見られない最上位の割れ目の被覆堆積層(第0/

1層)が向って右上の壁面に観察される。

ｃ．2003年9月の調査トレンチ壁面

写真ｂのトレンチより一段上のトレンチ。水糸は水平・垂直とも1ｍ間隔（2003年9月3日撮影）。

4層準に割れ目がある。
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図版2の説明

　尚州・新上里遺跡（2）

ａ．第2割れ目断面と試料SS02-1・2採取位置

水平割れ目が顕著に発達する。

ｂ．第3割れ目断面と試料SS03採取位置

ｃ．第4割れ目断面と試料SS04採取位置

第4割れ目は平行な粘土薄層に覆われる。

ｄ．第4割れ目断面の近接写真

ｅ．第4割れ目の検出状況（2001年6月25日撮影）

割れ目は一見すると幅広く見えるが、実態は極薄い。

ｆ．第4割れ目の平面検出状況（同上）

割れ目の平面形は直径40～60cmの歪な多角形である。
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図版3の説明

　居昌・正莊遺跡（1）

ａ．正莊遺跡が立地する中位段丘遠景

段丘面と沖積面との比高は約20ｍである。

ｂ．調査地の切り割り

段丘面はなだらかな斜面で構成される。

ｃ．調査地点近景

崖上部の四角い穴は、試料Ch12の採取位置。

ｄ．第1割れ目断面検出状況

第6層上面の第1割れ目は第4層堆積物と第6層堆積物の混在である第5層を超えて、第4層の中に

まで続くものがある。

ｅ．第1割れ目平面検出状況

割れ目の大きさは約20cm×約30cmの長方形ないし歪な多角形である。
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図版4の説明

　居昌・正莊遺跡（2）

ａ．第1割れ目

第5層付近から下にコンベックス。コンベックスの長さは3ｍ50cm、指差しは50cm間隔。

ｂ．第1割れ目（つづき）

ａの下に続く。この深さでは割れ目は充填物がほとんどないヴェインだが、3ｍ以上伸びてい

る。
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図版5の説明

　和順・道山遺跡（1）

ａ．調査地の近傍を流れる砥石川

ｂ．調査地遠景（北から：那須孝悌氏撮影）

左側道路を走るミキサー車の横に写る赤い看板の奥が調査地であり、丘陵緩斜面に位置する。

ｂ．トレンチの壁面

第2層が充填する第1割れ目が明瞭である。中位の第11層付近にマンガン・ノジュールが散在す

る。
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図版6の説明

　和順・道山遺跡（2）

ａ．割れ面～深さ約60cm付近の第1割れ目の様子

ｂ．割れ面から下へ34cm付近の第1割れ目

割れ目は割れ面から下へ30cm付近までは細いＶ字形に開口するが、その下は、ほとんど開かず、

割れ目の幅は1mm内外である。割れ目充填物は暗灰色シルト、割れ目周囲の被割層は幅数mmの灰

白色シルト、さらにその外側の幅3～5mm程度は酸化鉄が沈着している。

ｃ．第8・9層に見られる平行ラミナ

枠線が試料D3採取の位置でスチール製弁当箱の押し型でつけたもの。

ｄ．同上、拡大

並行ラミナは正級化する。径3mm以下のマンガン・ノジュールが散在する。

ｅ．第1割れ目の末端付近の様子

割れ面からの深さは約1.1ｍ。

ｆ．第1割れ目に入った現代の根

割れ面からの深さは約50cm。割れ面の壁は暗褐色を帯びる。右下はボールペンの先。
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図版7の説明

　密陽・サルレ遺跡

ａ．調査地遠景

左側が山麓斜面～扇状地。右のゴルフ練習場がポイントバーと見られる微高地。

ｂ．深堀トレンチの壁面

更新統の最終氷期後半から晩氷期を経て後氷期にかけて堆積した7Ｅ－11～20層。

ｃ．第2割れ目末端付近

写真上部に7Ｅ－17～18層の擾乱の様子が見られる。スケールのコインは100ウォンで直径24mm。

ｄ．割れ目

溶脱の著しい部分では、写真下部で見られる粘土ヴェインが確認できない。
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図版8の説明

　漣川・全谷里遺跡（1）

ａ．全谷里遺跡近傍を流れる漢灘川（北から南を望む）

ｂ．調査地近景

2004年ソウル大学校発掘調査地の東西トレンチ（西より）。

ｃ．地層の断面（上段）

トレンチ南壁東端の第0層～第3層上部。第1割れ目と第2割れ目が見える。

ｄ．地層の断面（下段）

トレンチ南壁中央の第3層下部～第6層。
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図版9の説明

　漣川・全谷里遺跡（2）

ａ．割れ目近接

図版8－ｃの地表から1.2ｍ付近

ｂ．割れ目近接

図版8－ｃの地表から1.3ｍ付近

ｃ．全谷里遺跡第5地区の路頭

スケールは約2ｍ。

ｄ．同上　近接

地表から40cm付近。細かい割れ目が発達。
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図版10の説明

　大邱・東湖洞遺跡

ａ．発掘調査風景。

観察ピット1の位置はパワーショベルがある場所。

ｂ．深堀トレンチ壁面。

トレンチ底の礫層は低位段丘構成層の相当層。

ｃ．深堀トレンチ壁面、拡大

図8の右端の第1層～第8層。スケールの折れ尺は1ｍ。

ｄ．第5層上半部

やや暗い橙色の極細粒砂ラミナと溶脱して灰白色を呈するシルトラミナの互層が発達する。
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図版11の説明

　南楊州・好坪洞遺跡

ａ．調査地近景

壁面の地層断面上半部の巨礫層が現場の第2地層、下半部が第3地層。水糸の水平間隔は1ｍ。

ｂ．割れ目

現場ではソイルウェッジと呼ばれている第3地区の割れ目と割れの剥離面。

ｃ．同上、拡大

割れ目充填物である粘土ヴェインが乾燥で剥がれかけている。
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図版12の説明

　驪州・淵陽里遺跡

ａ．基盤の花崗岩を不整合に覆う段丘礫層

層厚は約5ｍ。淵陽里遺跡はこの段丘の上に立地する。

ｂ．調査地近景

調査トレンチのひとつ。第3層下底付近に石器遺物がある。

ｃ．地層の断面

スケールは2ｍ。スケールの1.8ｍ付近から第１割れ目が伸びる。4枚の合成写真。
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図版13の説明

　益山・射徳遺跡

ａ．調査地遠景

丘陵末端部の緩斜面に上部更新統以上がアバット不整合で覆う。

ｂ．第2割れ目

平面では30～50cmの多角形で、内部にさらに細かい割れがある。

ｃ．射徳遺跡の地層

第1層～第8層、および被割層。写真の中央が第2割れ目と第5・6層の被服層。

ｄ．第2割れ目断面、拡大

割れ目は粗粒砂で充填される。割れ目を含んで幅数mmが灰白色に溶脱している。
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図版14の説明

　晋州・耳谷里遺跡

ａ．調査地遠景

調査地は丘陵末端から谷底平野にあたる。

ｂ．トレンチ壁面に見られる地層断面

微弱な割れ目を含めて、第3層上面、第4層上面、第6層下限付近の3層準が認められる。

ｃ．第3割れ目

第3割れ目のヴェインは不鮮明。

ｄ．割れ目と偽礫

割れ目は偽礫の縁を回って下に伸びている。
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図版15の説明

　晋州・長興里遺跡、大田・龍湖洞遺跡

<長興里遺跡>

ａ．調査地近景

遺跡は丘陵裾の沖積平野に位置する。

ｂ．細石器が出土した地点を示す土柱

同時期の遺物群だが、出土した位置の水準に凸凹がある。

ｃ．地層の断面

第1層～第7層の上半部が写る。スケールの草掻き鎌の長さは28cm。

<龍湖洞遺跡>

ｄ．調査地近景

ｅ．地層の断面

第2層～第5層が写る。スケールの折れ尺は1ｍ。

ｆ．遺跡の第6層

中位段丘と見られる段丘構成層である砂礫層。
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図版16の説明

北海道・猿払村芦野（1）

ａ．浅茅野面

重粘地グループ（1964）などにより、最終間氷期の海成段丘と考えられている堆積面。

ｂ．調査地の芦野小学校の北西にある砂利取り場

左側の車の奥が凍結割れ目Ａの露頭で、右側の人が立っている下が凍結割れ目Ｂの露頭。

ｃ．凍結割れ目Ａ

スケールは約2ｍ。観察した割れ目の中ではもっとも規模が大きい。

ｄ．凍結割れ目Ｂ

スケールは約1.8ｍが写る。観察した割れ目の中では規模の小さなもののひとつ。
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図版17の説明

北海道・猿払村芦野（2）

<割れ目Ａ>

ａ．割れ目を充填する第4層

漏斗状に開口した部分を埋める第4層に放射状のフォリエーションが見られる。

ｂ．漏斗の管にあたる部分の第4層充填層と被割層

漏斗の管にあたる部分ではフォリエーションが鉛直方向に発達する。被割層は割れ目付近で

垂れ込んでいる。

ｃ．第4層充填層内の偽礫

偽礫の長軸は約20㎝、約7㎝上の被割層からずり落ちている。被割層の垂れ込みの規模は開口

部に比べて小さい。

ｄ．第４層充填層

第6g層被割層付近では被割層の岩相に調和して、泥分が多くなる。被割層の垂れ込みは見ら

れない。
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図版18の説明

北海道・猿払村芦野（3）

<割れ目Ｂ>

ａ．開口部付近の割れ目と被割層

根が入っている部分が割れ目の中心部で第1ｂ層が充填し、その左右に第2ａ・ｂ・ｃ層の充

填物層がある。割れ目を覆う第1ｂ層の被覆層との境界は明確ではない。開口部では長軸が鉛

直方向を向くの小礫が見られる。第3層の被割層は割れ目付近で反り上がり、礫が立っている。

ｂ．上限から25～50cm付近の割れ目と被割層

割れ目は上限から32cmで分岐し、右側の割れ目は36㎝付近で充填物がほとんどなくなり、2列

のヴェインだけが下方に伸びている。左側の割れ目は分岐した付近から充填物がないヴェイ

ンである。

ｃ．上限から50～70cm付近の割れ目と被割層

２列のヴェインが伸びている。
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図版19の説明

北海道・猿払村鬼志別

ａ．鬼志別北方1.5kmの砂利取り場

露頭中央の白い雪が残っている右側が凍結割れ目の露頭。

ｂ．割れ目によく似たスランプ構造らしい現象

割れ目に落ち込んだように見える砂礫には周囲の砂礫層とよく似た堆積構造が認められ、周

囲の砂礫層にも変形が見られる。

ｃ．変形構造に影響を受けて形成された割れ目

落差約40cmのずり落ちる変形に沿って、割れ目が入っている。



図
版
一
九
　
　
北
海
道
・
猿
払
村
鬼
志
別

ａ

ｂ

ｃ



図版20の説明

　北海道・猿払村浜猿払

ａ．浜猿払から浅茅野へ向かう国道238号線横の砂利取り場

中規模の割れ目がたくさん分布する。

ｂ･ｃ．開口部に放射状のフォリエーションが見られる割れ目

フォリエーションが集中する要部分に接する被割層には反り上がりが見られる。下方の被割

層には礫の垂れ込みも見られる。割れ目左右の被割層にずれがあることから、割れ目形成時

に断層様のずれが生じた可能性がある。ただし、右の上盤側が反りあがり、左の下盤側が垂

れ込んでいるので、通常の断層運動ではない。

ｃ．被割層に反り上がりや垂れ込みのない割れ目

割れ目充填物は写真上部砂礫の上位の擾乱層から落ち込んでいる。

ｄ．被割層の構成物を割れ目充填物に留めた割れ目

被割層の礫は充填物層の中にまで層序を留め、基質だけが黄灰色の砂に置き換わっている。
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図版21の説明

　北海道・別海町上春別

ａ．大規模の凍結割れ目Ａ

クリオータベーションの著しい細粒物質からなる被覆層と充填物層、および粗粒な砂礫の充填

物層、被割層が観察される。

ｂ．中規模の凍結割れ目Ｂ

開口部は削られているが、上限が開口部に近い。この部分を除いて、割れ目の幅は狭く、長く

続く。被割層は割れ目最上部付近で少し垂れ下がる。

ｃ．割れ目Ａの開口部

割れ目の充填物層は、先に充填した砂礫と、後で充填した細粒物主体の充填物とに分けられ、

被割層のラミナは、割れ目付近で反り上がり、割れ目壁で垂れ下がる。

ｄ．割れ目Ｂの充填物

明褐色火山灰質砂がブロックで重なる。ブロックは少しずつずれており、ブロックの周りは砂

と礫が埋めている。
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図版22の説明

　北海道・大雪山北海平

ａ．黒岳から大雪山系を望む

黒岳の標高1984ｍ。

ｂ．北海岳から周氷河現象の観察地、北海平を望む

観察地は北海岳と白雲岳の間に広がる標高2050ｍ～2080ｍの北海平。

ｃ．凍結割れ目（1）

割れ目部分に植物が着生した植被構造土。割れ目は植物に被われて見えない。スケールは40cm

と60cm。

ｄ．凍結割れ目（2）

割れ目部分に植物が着生した植被構造土。割れ幅は約20㎝、割れの深さは20㎝以上。

ｅ．凍結割れ目（3）

割れ目が三つ又に分かれる。背後に見える縞状の起伏は線状の階状土。

ｆ．凍結割れ目（4）

割れ目を泥が埋める。

　（いずれも、撮影日2005年7月12日）
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図版23の説明

　大阪・長原遺跡

ａ．NG90-62調査地の地層断面

スケールの55㎝から下位に更新統の乾裂痕が発達する。

ｂ．NG97-12調査地の乾裂痕平面

石器遺物の周辺に直径30～50cmの多角形の割れ目が分布する。暗灰色の帯が割れ目。

ｃ．NG04-4調査地の乾裂痕平面

直径10cm前後の多角形の割れ目。

ｄ．NG04-4調査地の乾裂痕断面

割れ目の上半部は溶脱して灰白色の割れ目が毛細血管状に分布し、下半部は暗灰色粘土が割

れ目を充填して縦横に伸びる。

ｅ．同上　下半部拡大

　縦横の太く見える割れ目は、細い複数の割れ目が収束しているのがわかる。
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図版24の説明

　尚州・新上里遺跡　割れ目痕断面（1）

ａ･ｂ．試料SS02-1の採取前と処理・研磨後の状況

試料の左上から中央下かけて割れ目が入っている。

ｃ．試料SS02-1部分（1）

割れ目は試料最上部で幅は 0.4mm で、シルト質粘土が充填している。

ｄ．資料SS02-1部分(2)

中央付近では、木の根や巣穴とみられる直径 12mm の穴が粘土によってバームクーヘン状

に埋まった痕を割れ目が切っている。

ｅ･ｆ．資料SS02-1部分(3)

中央やや下では、割れ目は 0.1mm 以下の幅の狭い細かな割れ目が複数重なっていいること

がわかる。
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図版25の説明

　尚州・新上里遺跡　割れ目痕断面（2）

ａ･ｂ．試料SS02-2の採取前と処理・研磨後の状況

試料の中央上から左下かけて割れ目が入っている。この試料の直上に試料SS02-1が重なる。

ｃ．試料SS02-2部分（1）

古地表の第3層上面から30cm足らずの深さにあたる試料最上部でほとんど割れ目は開いてい

ない。

ｄ･ｅ．資料SS02-1部分(2)

露頭では割れ目を挟んで2～3cmが溶脱して色が薄くなり、その外側に酸化鉄の汚染帯がある

ため、一見すると白っぽく幅のある割れ目があるように見えるが、そのような位置に明確な

割れ目境界は認められない。
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図版26の説明

　尚州・新上里遺跡　割れ目痕断面（3）

ａ･ｂ．試料SS02-3の採取前と処理・研磨後の状況

試料の左右に上から左下かけて割れ目が入っている。割れ目の上限は第6層上面にあり、基質

支持の細礫～粗粒砂が埋めている。

ｃ．試料SS02-3部分（1）

試料には微弱な水平方向の割れ目がある。砂粒は超角～角である。

ｄ．試料SS02-3部分（2）

右の割れ目は試料下部で幅0.2～ 0.3mmであり、灰色粘土が充填している。

ｅ．試料SS02-3部分（3）

左の割れ目は試料中央付近で割れ目幅が0.8mm 内外で、灰色粘土が充填している。

ｆ．試料SS02-3部分（4）

右の割れ目の開口部は幅約5cm、深さ約9cmのＶ字形をしており、割れ目内を粗粒砂主体で基

質支持の砂礫が埋めている。この砂礫と被割層との境界は明瞭であるが、被割層側に反りあ

がりや垂れ下がりなどの変形構造は認められない。礫・砂は超角～角である。
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図版27の説明

　尚州・新上里遺跡　割れ目痕断面（4）

ａ･ｂ．試料SS02-4の採取前と処理・研磨後の状況

試料の上から4分の1の深さで、緩く傾斜する粘土薄層が割れ目を切っている。

ｃ．試料SS02-4部分（1）

割れ目を切る第7層下底の粘土薄層の下限は直線的である。

ｄ．試料SS02-4部分（2）

第9層の上半部には幾筋かの水平方向の割れ目が認められる。水平方向の割れと鉛直方向の割

れとは、切り合いは認められえない。

ｅ．試料SS02-4部分（3）

　割れ目幅はほとんどなく、黒色の泥質物質が幅0.1mm 以下で充填するか、密着している。
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図版28の説明

　居昌・正莊里遺跡　割れ目痕断面

ａ･ｂ．試料Ｃｈ12の採取前と処理・研磨後の状況

割れ目は試料の左上部から中央へ幅約1cmで斜に伸びる割れ目Ａと、試料右中央やや上から割

れ目幅約6cmで下方に伸びる割れ目Ｂが認められる。

ｃ．試料Ch12の割れ目Ａ

割れ目Ａの周囲の第6層の上部に挟まれる黄灰色シルト薄層は、ほぼ水平で、割れ目付近でも

変形は認められない。

ｄ．試料Ch12の割れ目Ｂ（1）

試料の下部の第6層には水平方向の割れ目があり、割れ目Ｂに切られている。

ｅ．試料Ch12の割れ目Ｂ（2）

根の痕は割れ目Ｂを切っている。
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図版29の説明

　和順・道山遺跡　割れ目痕断面

ａ･ｂ．試料Ｄ5の採取前と処理・研磨後の状況

水平方向の割れが発達し、細粒砂サイズのマンガン・ノジュールが多数認められる。

ｃ．試料D5の部分（1）

鉛直方向の割れ目が水平方向の割れ目を切っている。

ｄ･ｅ．試料D5の部分（2）

水平方向の割れ目は細かなヴェインが複数収束してできている。



図
版
二
九
　
　
和
順
・
道
山
遺
跡
　
割
れ
目
痕
断
面

ａ

1 cmｄ ｅ

ｅ

ｄ

ｃ

ｂ

1 cmｃ

5 cm

1 cm



図版30の説明

　大阪・長原遺跡　割れ目痕断面（1）

ａ．試料NG1処理・研磨後の状況

割れ目は長原13Ａⅰ層を見かけの上限とするが、長原12層の中にも追跡できることから、シ

ンジェネシスの様相を呈している。

ｂ･ｃ．試料NG1部分（1）

割れ目は幅が概ね0.5mm以上の鉛直方向と水平方向に伸びる幅が広いものと、その間を概ね幅

0.2mm以下の微細なものがある。

ｄ･ｅ．試料NG1部分（2）

幅広い鉛直方向の割れ目を詳しく見ると、微細な割れ目（ヴェイン）が複合してできている

ことが認められる。

ｆ．試料Ch12の割れ目（3）

微細な割れ目の中には、鉛直方向の割れ目が水平方向の割れ目に切られてずれているものが

ある。



5 cm

長原13Ai層

長原12層

長原13Aii層

長原13Bi層

長原13Bii層

図
版
三
〇
　
　
大
阪
・
長
原
遺
跡
　
割
れ
目
痕
断
面（
１
）

ａ．

ｂ

ｃ 1 cm

ｂ

ｅ

ｅ

ｄ

ｃ

ｄ
1 mm

ｆ

ｆ

1 mm 1 mm



図版31説明

　大阪・長原遺跡　割れ目痕断面（2）

ａ･ｂ．試料NG2の採取前と処理・研磨後の状況

長原7層はスケールの目盛り19cm以上を占める暗灰色粘土層で、長原13Ｃ層はスケール目盛

り11.5cm以上を占める暗灰色粘土層であり、それ以下は14層である。

ｃ．試料NG2の割れ目部分（1）

不整合面付近の長原13Ｃ層は上位層の耕起時に受けた応力による微細な褶曲が認められる。

ｄ．試料NG2の割れ目部分（2）

割れ目はスケールの10cm付近から上では灰白色粘土が充填しており、毛細血管状に分布する

が、その下では黒灰色粘土が充填しており、鉛直方向に粗く、垂直方向に細かく割れていて、

割れ幅は相対的に上位より広く、鉛直方向で1～数mm、水平方向で1～数mmのものと0.5mm

以下のものがある。この違いは長原13Ｃ層と14層との境界付近で顕著に認められる。

ｅ･ｆ．試料NG2の割れ目部分（3）

長原14層では縦横の割れ目が交わる部分では、鉛直方向の割れ目が水平方向の割れ目を切っ

ているのが多く認められ、水平方向の割れ目は交点付近で反りあがったり垂れ下がったりす

るが、規則性は認められない。
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図版32説明

　砂粒写真

ａ．和順・道山遺跡の試料C1

中央は無色透明扁平型火山ガラス。半透明な砂粒は長石、その他は変質鉱物、岩片など。

ｂ．居昌・正莊里遺跡の試料Ch3

中央左が球状石英、中央左が球状長石、その他は半透明の長石類と暗褐色のマンガン・ノジュー

ルなど。

ｃ･ｄ･ｅ． 正莊里遺跡の試料Ch6の球状石英

ｆ． 正莊里遺跡の試料Ch3の球状長石

ｇ･ｈ． 正莊里遺跡の試料Ch6の球状長石

ｉ． 正莊里遺跡の試料Ch6の変質鉱物

（試料のサイズはすべて2.0～ 2.5φ）
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