「弱い自然j鳥海山の最高 点:新 山

2 2 3 7.4米

自然と 環境の 診断を
吉

野

智

雄

連日、 新聞紙上をにぎわして いる自然保護

にあふれ また貴重な学術的謀本地域といわ

や環境保全の問題 が、 深刻な社会的関心事と
して焦点化されている今日である 。
こ のことは、 こ れまでに問題化され、 論議
されてきたこ左とは、 質的に異なり、 人類 全
体 の課題として、 いかに持続的な人類 の生存
環境を確保していくか、 という、 より切迫し
た緊急事態として の提言な のである 。
それは、 我 が国 の 自然、や環境の破壊度が極
度に悪化し、 そ の惨状をいたるととろで見い

れる 山形の自然、や環境にとっても例外ではな
く、 身近かに見いだせる現象である。 特に観
光開発、 林道開発、 地域胡発などにより、 こ
の多様な 山形の自然、や環境は画一化され、 貧
化し、 そして破綻し、 人績を含めた生物共同
体としてのノミランス が破壊するほどの影響を、

だせるようになったからであろ う。 またこれ
らの惨状は、 私たち人顛の生存 が危機に直面
していることを、 よ うやく人々の間に認識さ
れ るよ うになってきたからにほかならない口
とこ ろで、 こ れら のことは、 清潔な美しさ

すでに局部的に見いだせる よ うになってきた
のである。
新しい自然保護や環境保全の問題は、 人類
の生存環境の確保という見地から、 全県的な
規模で科 学的に診断し、 「強い自然、」 と「弱
い自然、Jとに分離・指摘し、 それに即応した
総合的な保護 ・開発・復元の具体案を策定し
緊急に実施することである。
【植物担当】
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示

両生類 の仲間 はイモリ 、 サンシ
』ーー一--J ョウウオ類 などの有尾目とカエ
ル類 の無尾目などにわ けられる。 現在までの
調査では、 県内には 有尾目に先約2 科、 無尾
目にヒキガエル科、 アマガエル科、 アカガエ
ル科、 アオガエル科と両方で6科・1種
5 が生
息するo サンシ ョウウオ科のクロサンシ ョウ
ウオは 、 高山の水たまりなどで も卵を見るこ
とができる。 ハコネサンショウウオは、 援流附
近に、 トウホクサンシ ョウウオは低山帯にお
おいようである。
以前、 水辺にいっぱいいたカエルも今は め
ったに兎ることができず、 身近かに見られる
のはア マガ エルぐらいなり、 トノサマガエル

物|

などは貴重な種類 になっ てしまった口 県内の
両生類 については現在、 山形大学の大津高生
先によって再検討されている。
[奥 山〕

室

か

|植 物|

ら

湯田 川の乳イチョウ

ーー山形県の天然記念物ーー

鶴岡市大字湯田川温泉の由豆佐賢神社境内
にある県内有数の巨樹である。 崖際にあるの
で根元周囲は測定不能であるが、 高地面での
樹高は37 mである。
写真のように、 太枝と幹の一部から数本の
乳柱が垂れ下がってい るので、 古くから 田 川
の乳イチ ョウとして婦人の信仰をあつめてき
た。 とりわけ、 乳の出ぬ婦人の参詣が後を 絶
たなかったといわれている。 また、 田 川の人
々の聞にはこのイチョウの葉が散ってから降
る雪は根雪であるが、 その前に降る雪は根雪
にならないといい伝えられている。
このように多く の巨樹は、 人々の信仰と気
候を 知る指標植物 とし て大切に保護されて き
〔吉野〕
たのである。

陸から海への移り変りを 示す化石もまだ見つ
かっていないという。
クジラの化石は、 県内で数ヶ所から 発見さ
れているが、 それは、 マァ コウクジラの歯や
背骨 などであった。 今春の特別展「地球上の
生物のあゆみJに展示された クジラの化石(
角川村産・新庄市田 中智有男氏採集) は、 画
立科学博物館の長 谷川善和博士の鑑定で、 ヒ
ゲクジラの下あごとわかり、 本県でもヒゲク
ジラの存在が証明された。
クジラの化石 の組織を 偏光顕徴競でみると

Eヨークジラり化石ー
クジラ類 は、 海中生 活をとりもどした最大
のホニュウ類 であり、 歯クジラとヒゲクジラ
にわけられている。 しかし、 中新世以前のク
ジラ類 のようすは、 よくわかっていないし、

骨の海綿状組織の中に、 セキエイ、 ホウカイ
石など の鉱物が認められる。
ケース の中にほ、 背骨や歯の化石のほか、
現生のマッ コウクジラ の歯やヒゲクジラのヒ
ゲも展示している。
〔菅井〕
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弥

生

時

代

長い狩猟・採集を生活の基 盤 とする縄文時
代 の後に、 大陸 文化の強い影響をうけた新ら
たな稲作を生活 の基盤とする弥生文化を迎え
る。 すなわ 字、「 コメ」づくりを中心とした農
業社会が確立する。 人口の増加にともない集
落の形態は縄文時代のcampに変わり、 低
湿地へ の定住村落が数多く見られるようにな
る。 後に政治的色彩を備えた「ムラ」は「国」
に生長 し、 邪馬台国が誕生するo
弥生文化は朝鮮半島を経由して九州、 西日
本にその分布を広めや がて米・銅器・鉄器は
東日本へも波及する。
山形県における弥生文化の様柑は縄 文 文化
の伝統を強く残したいわゆる東日本的な弥生
文化が栄える。 すなわち縄支様が弥生式土器
の地 文として施され、 九州・西日本 の土器と
(佐々木〕
は多少異になる。

県内博物館めぐり

(3)

|民 俗|一「弁当 J
.

コレクシヨンー

在来の弁当用器として「マゲワッパ」が利
用されており、 「ワ yパJ Iヒ ツ コJ Iメン
ッJ Iごろびつ」などと呼ばれ、 l県内に多く
分布している。 Iまげもの」には 「マゲワ ッ
パ」とか「コパチ ・総輪台」 の ような円形の
ものと、 「ヒツワッパ」、 「ヒツコJ Iメン
ツ」 など と呼ばれている楕円型のもの、 その
他に 「供物台J rおぜん」などがある。
特に楕円形の「マゲワッパJ Iメンツ」な
どが県民から重宝がられ、 原料として ヒノキ、
スギ、 イタヤカエデなどを用い、 原木をうす
く裂いて、 弱火で温めながら丸い形にっくり、
桜の皮を用いながら「まげものJの一部をお
さえている 形が美しい。
県内各地の木地師がこれらを作ったが酒田
の浜弁当 などは美しい民芸品である。
〔板垣〕

一 加茂水族館ー
さらに湯野浜温泉からは眺め のよい 海岸沿い
に加茂に至る。 毎 年春から夏にかけて小学生
の修学旅行や海浜学校 の子供達で賑いをみせ
る。 内陸の子供にとって海は大き広憤 れだが
初めて水族館を見る子供の眼には、 ま るで別
世界のように映る。 その時の鮮烈な印象は生
涯忘れることはない。 こうして加茂水族館は
昭和5年以来 4 0 年 の永い間子供達の夢をそだ
て続けてきた。 39年には改築されて施設も大
きくなり、 日本海 の魚類 3 0 0 種 ・ カニ ・ 貝 など

の海産動物50種のほか熱帯魚(電気ウナギは

人気者}や オ ッ トセイ・ペンギン・ペリカン・

鶴岡駅からパス で40 分、 峠を越えると加茂
の港が見えやがて水族館に到着するD また酒

田駅からはパスで1時間20分、 砂丘地を通り

日本ザ、ル等の動物も多く、 家族連の客で近年
ま すます賑いをみせ年間20 万人の観客を数え
る。 入館料大人13()・小中生8 0 ・幼児30 円( 団

体割引有)

館長村k竜男氏

{担当村川)
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考古学における
綱穴・岩陰遺跡の重要性について
佐々木
ヨーロ ッパの 先史学や考古学を確立した一
つの原因が洞穴・ 岩陰遺跡( Cave・Rock
Shelterlの調査研究にあったことは誰れ
もが認めると こ ろである。
洞穴・岩陰遺跡における層序研究は現在に
みる数1 0 万 年にわ たる 人類 の歴史を樹立した
だけでな く、 人間 を とりまく自然界の変遷を
も同時に明らかに し た。 すな わ ち各時期にお
ける動植物相の変遷と気候との関係において、
古生物・地史学 の発達はめざまし くその貢献
度は極めて大であった。 特に考古学において
はその基本的方法論というべき層序の研究は
各期の編年 確立 の上に好惜の資料を 提供 して
いる。
日本において最近、 ある特殊な遺跡として
取扱われた洞穴 ・岩陰が再認識された口 原因
は現在日本最古型式の 土器と考えられる隆起
線文系土器群の発見以来 のことである。
洞穴・岩陰遺跡は平地遺跡と異なり、 当時
の生活場が洞穴・岩陰 という範囲に限定され
るのに対し、 平地遺跡の場合発掘調査におい
全ての生活場が再現されるとは限らないのであ
る。 交澗穴・岩陰においては多時期 にわ たり
使用されているという事実 から、 その時期の
パターン が層位的に立証される左同時に特に
石灰質系の洞穴においては、 当時使用された
木器・骨角器 ・常食とされた種々晴乳動物等
の骨角、 叉果実の残片が腐蝕することなく半
ば化石化 の状態で検出されるという遺跡の特
殊性を具備している。
その結果当時の生活環境あるいは 自然景観
が復元されるわけである。 すなわち人類 文化
において生活手段の変化 が生活様式の変革を
促すことである。 換言すれば自然環境が変われ
ば それに附随 して 動植物相が 変 化す ることがあ
り、 した がって動物が変わればそれに 対する
狩猟の 方法も叉変化せざるをえないバ 例えば

日向洞穴とSection

洋

治

大形動物が横行する時期 に小形の石器での狩
猟は極めて困難である。 考 古学を 研究する上
に石器、 土器の認識もいうにおよぱず自然、界
の理解 も大切で ある。
過 去 日 本において約 3 00 に近い洞穴、 岩 陰
遺跡が調査されている。 中でも昭和 3 0年第
1次調査において日向洞穴内より出土した獣
骨は当時の自然環境、 すなわ ち生活背景をうか
がうことが出来る。
1 .晴乳類: ノウサギ ・ ツキノワグ マ ・ニ
ホンオオカミ ・ イヌ・ タヌキ ・キツネ ・ アナ
グマ ・カワウソ ・ テン・イノ シシ ・ニホンシ
カ ・ カモシカ ・ニホンザル 等
日 . 鳥 類:ハクチ ョウ ・ マガン・カルカ内
モ・ マカFモ・ コガ モ・ ヤマドリ ・カラス等
皿 .両棲類:ヒキカPエル
N .軟体動物:カワシンシュカ、イ・イシガ
ィ・ 7ツカ→ナガ‘イ・カラスガイ・ ニホンシジ
・ ハマ グリ ・カワタニシ・キセルモドキ ・
トパマイマイ・オオタキマイマイ等
上記の自然遺物より日向洞穴を中心とする
周辺の地理的気候の背景が推測される。
住居として利用された洞穴・岩 陰の立地位
主左し て南向きの開口を持つ洞穴。 特に日照
時間 の長いことである。 他に川又は池、 湧水
が存在する地域にある洞穴 ・岩陰が求められ
ることである。 以上のことを前提として洞穴
が利用される のであるが、 どういうわけか概
して縄文時代草創期 において はもっぱら洞穴、
岩陰を好んで 使用している左 いう事実であるわ
特に隆起線文系土器を出土する遺跡な大半が
洞穴に限られており中でも主な遺跡は長崎県
福井、 愛媛県上黒岩、 岐阜県九合、 埼玉県橋
立、 新潟県小瀬ケ沢、 同害.谷、 長野県荷取、
山形県日向、同lノ沢・同火箱岩、 同尼子の遺
跡はすべて洞穴、 あるいは岩 陰を利用してい
る 。 伺故に縄文式文化初頭において洞穴に住
まわなければならなかったのであろうか?ある
種 の慣習であったのだろ うか?あるいは住ま
わなければならない外的原因があ ったの かも
しれない。 ヨーロッパにおいては旧石器時代は
寒さから身を護るために多数の洞穴を利用し
たと考えられている。 日本において現在旧石
器時代と 考えられる遺跡が主に平地より発見
されており、 新石器時代に該当する遺跡が洞
穴 ・岩陰より発見されていることは何を意味
するのであろうか 勺 自然、界における人間の共
存と過去における文化の背景を明らかにする
ことは明日 の人額社会へ の大きな糧 となるこ
とがあろ う。 以後洞穴遺跡研究 の成果がまた
れる。
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特別展
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「鳥海山の自然Jーはじまる

当 館では、 特別展と して「鳥海 山 の自然、」
が 特別展示室で開催されている。
鳥海山は、 最高 点2 23 7.4 mで東北第1 の
高 山である口 そして、 長いすそ 野 をもち、 底
面積も広く、 そ の直径が20Krnをこえる円錐形
の火山である。 この美しい成層火山は、 日IJ名
「出羽富士」ともよばれている程である。
鳥海山の動物、 植物、 地学について は、 極
めて興味深 いも のがあるo こ のたび の特別展
は、 およそ次のような要領で 行 われている。
-、...-

0

期

間

9月 5 日カ込ら9月 3 0日まで

，鳥海火山帯
鳥海 火山の成因と地質構造
l溶岩の性質
写真 は 、 鳥海山頂上付近から採集したパン
皮状火山弾で あるO 岩石は 、 複輝石安山岩で
ある。 それの化 学分析(山形県鉱業研究所)
の結果、S i02は 61 .50W%を表わした。
これは 、 鳥海火山の岩石としては 酸性な方で
あろう 。 また、 この岩石について、 アルカリ
・地

0

内

容
動物分布上の特色

-動

物

-植

物

山麓湧水地帯の魚類
高山性の昆虫相

研究史に残る鳥海山の植物
火山荒原への植物の侵入

学

J

馨土指数をもとめてみると、 カルクアルカジ
岩の性質を示している。
[菅井〕

一飯豊町上屋地遺跡・長者原遺跡、発掘調査一
た る、 白川右段丘上に位置する縄文時代晩期
の遺跡であるが、 このたび、 遺跡を含む水田
一帯が基盤整備事莱により壊滅のおそれがあ
るため、 緊急に調査したものである。 遺跡は
開田の折の整地作業により殆ど破壊さ れてい
たが、 土器片少量と石鍍8点・石ベら7点な
ど を収集した。

\.......-

上屋地遺跡発掘状況
当館の今年度 調査研究事業として、 両遺跡
の発掘調査が8月7 日から両1 1 日まで実施
された。 上屋地遺跡の調査は昨年 の調査にひ
き続き、 すでに発見された石組遺構 の性格を
たしかめ るべく、 既設トレンチを北の方向 に
2 m延長し発掘したとこ ろ、 地表下1 0乃至
1 5 cmより、 石鎌?点・ 石匙2 点を得た。
長者原遺跡は、 中津)11小学校の真向いにあ

長者原遺跡 石べら出土状況

第9号

山形県立博物 館ニュース

(6)

博物舘を見学して
特別展

このあいだは、 大谷小学校の叩年生わたし
たちに、 博物館を見せていただいてありがと

「子どものあそひ」を観覧して

県庁前の町角に仁子どものあそび展」 の ポ
ス ターがあり、 久し振りに博物館を子どもた
ちとーしょに訪れた。 イン ターハイがあった

うございました。
わたしたちのまだ一度も見たことのない物
もあり、わくわくして見ていました。 何百年も
前のがいこっ、 かえる、 へび、 など気もちわ
るくな るようなものもあ りました。 みんなき
ょろきよろして見ていました。 むかしのそり
などがたくさんありました。 それにむかしの

ので館前も一段と美しくなっていたO
「子ども のあそび!展は 県下で一室に展示
したのが、 はじめてであり 、子どもたちよりも
私が強い興味をもって見学することができ、
幼ない頃の思い出を子ども たちに話をしなが
らみて廻った。

住まいなどもあ り、 ほん物そっくりのがつく
っ てありましたo
学校で遠足の図画を書いた時、 博物館 のな
かのようすを書いた人がたくさんいました。

最初に民俗の展示だから庶民的な資料ばか
りと考えていたが豪華なひ な・武者人形があ
りがっかりしたが、 県内の1凧絵の種類がこん

みんな それほど、 いんしようにのこったので

なに沢山あったのがと薦いたO 郷土人形は手
にとって見たい気持にかられた。
このように大人も子どもも、 ともに楽しめ
る展示会を是非多くして頂きたい。

〔山形市

米

米

※

し ょフ。
ほんとうにありがとうございました。
朝日町立大谷小学校 4年 志藤滝子

一公務員〕

fこ

7 ・ 8月に開かれた
特別展・ その他
0子とものあそび展

よ

主催

一一一

一一一一

7月1 1日から8月 31日までの間「子どもの
あそび展」は県民の多くの人々からご協力を
えて開催された。 期間中は来語者も多く、 子
供、 大人の両方に非常に好評で盛会 のうちに
終ることができましたo ご協力していただい
た方々に深く感謝いたします。

0夏休み特別展
毎年継続行事として行われてい る「夏休み
展jが今年も下記のように行われたι
8月5日�8月 31日
期 間
夏休み自由研究教室(相談日)
8月 8 日
植物
8月18日
地学、 動物

8月15日
人文(社会科)
年もますま す利用されることを望みます。
来

O第1 6回古文書解読講座

今 まで毎年山形県立図書館 で開催されてい
た古文書解読講座は今年は下記のように山形
県立 博物館を会場にして行なわれた。
出席者は98 名 であった。
( )
胡目 昭和47年8月17休ト8月20日日
会場

山形県立博物館

り

米

ぅ1長

楽

山形県立図書館、 山形県立博物館

講師および主題
山形大学教履 工藤定雄氏
大名 と武将 一出羽国諸藩成立史料を申心iこー
山形大学名 誉教授 柏倉亮吉氏
一大井沢を中心に一
修験史料
0皇太子同妃両殿下ご来館
インターハイ山形大会にご臨席された両殿
下は8月1日約1時間1 0分にわたっ て 山形県
立博物館をご視察された。
なお7月 22日は三笠宮寛仁親王殿下もご来
館ご視察された。
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9・ 10月行事予定
特別展
特別展
講演会

「鳥海山の自然J
9月5日カミら9月 3 0日 まで
「嶋遺跡」
日から11月 3 0日まで
2
0
1 月1
「 山形県の古代農民の生活」
( )講師
日日
0
1 月22

山形県立博物館ニユース

柏倉亮吉先生
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