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はじめに 
太平洋上には，サモア，ビスマルク諸島など人間の

入植後も森林が保持された島もあれば，イースター島

やマンガレヴァ島（Kirch, 1997）のように大規模な森

林の破壊とそれに伴う文明の崩壊を経験した島もあり，

両者の決定的な違いが何にあったのかは注目に値する

（Rolett and Diamond, 2004）．本研究では，孤立的・

閉鎖的環境という地理的条件の最も良い例である南太

平洋，イースター島（南緯 27°08′，西経 109°26′）

内の火口湖より採取された湖底堆積物を用い，各種解

析から，過去千数百年間の火口湖周辺での人間活動と

環境の変遷を検出することを試みた． 
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調査地点・試料概要 

本研究地点であるラノ・ララク（Rano Raraku）は，

島の南東部に位置する直径約 550m の円形に近い噴火

口である（標高 150m）（図 1）．本研究に用いた試料

“RRK”は，2005 年春の現地調査時，ラノ・ララク内

の火口湖より，ロシアンサンプラーを用いて，湖面に

浮かぶマット状の湿性植物の上から水深 3.3m の湖水

塊を貫き，湖底下約 10.1m の範囲まで採取された柱状

堆積物試料である．集水域（図 2）は凝灰岩を用いた“モ

アイ”として有名な巨石像の製作現場であり，火口湖

も数少ない淡水の供給源であったと考えられ，この場

所は人間活動の影響を強く経験してきたといえる． 
 
各種分析 

試料の岩相を概観すると，以下のような変化を呈し

ていた．柱状図としてまとめたものを図 3 に示す．(1)
湖底～深度 4.8m：植物遺体を多く含む粗粒な暗褐色の

泥炭質堆積物．(2)4.8～9.5m：比較的細粒な黄褐色の湖

沼堆積物，“ユッチャ”（gyttja，骸泥：湖内自生有機物，

珪藻遺骸）．この範囲はさらに上位より，4.8～6.5m：

黄褐色・塊状シルト，6.5～7.1m：赤／緑（暗色）／明

色の季節変化を明瞭に反映する湖沼年縞，7.1～9.5m：

黄褐色／暗褐色の湖沼年縞，と区分できる．(3)9.5～
10.1m（コア基底）：やや粗粒の暗褐色・塊状のシルト．

また，コア上部（4.8m 以浅）で有機物の C/N=23～35，
下部（4.8m 以深）で C/N=6～16 となり，前者が高等

植物起源，後者が植物プランクトン起源であることが

確認された． 
C14 年代測定はコア中部（4.8ｍ）と基底部（10.1m）

にて実施され，結果はそれぞれ 812±45 yrs cal.BP，
1540±25 yrs cal.BP となった（図 4）．本試料は AD460
以降，およそ 1,600 年間の連続記録である． 
分析項目は次のとおりである．(1)分光測色（1cm 間

隔），(2)帯磁率（初磁化率）測定（7cc キューブ：2.2cm
間隔），(3)炭素含有量測定（同），(4)軟 X 線撮影（6.5m
以深），(5)XRD 分析（4.8m 以深，キューブ 4 個分：2.2
×4＝8.8cm 間隔）． 
 
環境および植生の変遷史 
先行研究（Flenley et al., 1991）では，本研究地点を

含む島内の三つの火口湖（Rano Raraku, Rano Aroi, 
Rano Kao）から採取されたコアの分析により，過去お

よそ 35,000 年間の島の環境変遷が述べられている．ラ

ノ・ララクにおける植生の変遷を表 1 に示した．環境

の変遷に関し重要なのは以下のとおりである． 
・ 細粒な有機質堆積物（骸泥）の連続的な存在：過去

35,000 年間のほとんどの間，ラノ・ララクは湖沼

としての環境を維持していた． 
・ およそ 8,000 年前以降：浅化の進行．大型の水生植

物，特スゲ属が繁茂し，粗粒の有機物が堆積した． 
・ その後湖水位は変動を続けてきた． 
・ 更新世末期以降の気候変動によって植生はその多

様性や森林限界の高度などに影響を受けてきたも

のの，絶滅ヤシ種に代表される森林そのものは集水

域に恒常的に存在していた． 
 
結果・考察 
分析結果・考察より得られたラノ・ララクにおける



人間活動および環境の変遷を図 7 にまとめる．既存の

知見（図 8）（Flenley and Bahn, 2002 より）と調和的

なものとなった．なお，分光測色結果（図 6）の深度

1.80m～2.18m の範囲は，測定時の機器のトラブルによ

るデータの損失により，空白となっている． 
・ 有機物や珪藻起源の生体鉱物（含水二酸化珪素：オ

パーリンシリカ，SiO2・nH2O）の含有の可能性な

ど，非晶質の物質の影響が大きく，XRD 分析によ

っては鉱物が検出されなかった． 
・ 最下部（深度 9.5m～コア基底）では L＊，a＊，b

＊値が低下，帯磁率が上昇し，それと呼応して炭素

含有量が急減している（図 6）．また，軟 X 線撮影

により，肉眼では塊状を呈するが実際にはラミナ構

造が存在することが確認された（図 5）．以上より，

この時期はある程度の水深をもつ湖沼としての環

境であったが，暗褐色でかつ比較的粗粒なことから，

上位の黄褐色シルトの堆積時よりも水深は浅い状

態（Colinvaux, 1972）であったと考えられる（8,000
年前以降の浅化の時期，植生帯 ZoneⅢ後半に相当）．

上位の黄褐色シルトとの境界はおよそ AD550 にあ

たる．→ポリネシア人入植時期（Ayres, 1971）付

近での湖水位上昇（降水量増加）を示唆． 
・ 深度 6.5m（AD1,000 頃）まではラミナ構造が存在

するが，上位からは塊状の層相へと移行する．集水

域の森林の存在によって湖沼水塊の風浪による撹

乱が抑えられ，堆積表層の成層構造が保存されてい

たのが，人間による森林の伐採が進み，堆積表層へ

風浪の影響が及ぶような条件（Colinvaux, 1968）
になった．また，下位から 6.5m 付近にかけては，

炭素含有量が最も高い水準を示す範囲である．伐採

にともなう湖沼への植物遺体の流入により，溶存態

栄養物質が水中へ供給され，結果として生物生産量

の増大が引き起こされたとも解釈できる．→森林の

破壊は AD1,000 頃にはかなり進行していた．以降，

人間による導入種も含むイネ科植物が隆盛な植生

へと変貌（ZoneⅣに相当）． 
・ 深度 4.8m（AD1,200 頃）以浅の泥炭質堆積物の発

達は，湖沼から湿地への急激な環境変化によるもの．

これは自然状態での湿性遷移ではなく，その急激さ

から考えて，おそらく人為的な水の排出による．→

モアイ運搬経路（図 2 参照）建造によるもの． 

・ 深度 3.5m～2.4m（AD1,400～AD1,600）の泥炭質

堆積物中では，堆積相が均一（L＊，b＊値は安定）

のもとで a＊値が増加している．→人間活動（モア

イ製作・耕作地拡大など）の活発化による砕屑物供

給量の増加（a＊値の増加が頭打ちとなる AD1,600
頃は，モアイ製作が突然中止され，文明が急激に減

衰した時期と一致）．※4.8m 以深の湖沼堆積物中で

は，a＊値を含め分光測色の結果には年縞の色など

内生・自生的要因が反映されるため，それを他生砕

屑物供給量のみの指標とすることはできない． 
・ AD1,400 頃は小氷期への突入の時期に相当し，ポ

リネシアの島々にはこの時期に放棄されたものも

あったが，イースター島においてはむしろこの時期

に文明の隆盛を迎えていたことがわかる． 
 
課題・問題点 
モアイ建造は敵対部族間の抗争の激化を意味すると

も考えられ，その場合，人間活動の活発化を文明の隆

盛であると一概に解釈してよいかは疑問である．

AD1,400 以降の小氷期のインパクトを正確に把握する

必要がある． 
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図5．軟X線による撮影結果例．コア最下部
（9.5～10.1m），撮影条件：35KVP, 3mA, 
240sec. 肉眼では塊状に見える最下部にもラ

ミナ構造は保存されていることがわかった．
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図3．本試料“RRK”コア地質柱状図．

図1．イースター島地形図．図中丸が本研究地点，ラノ・ララク
（Rano Raraku）．

図2．ラノ・ララク火口湖全景（長径およそ550m）．

図4．RRKコア年代―深度グラフ．

火口縁の切通し
構造：モアイ運
搬経路

1km

表1．花粉記録からみたラノ・ララクの植生変遷史（Flenley et al.,
1991）．

ヤシ・灌木の急激な減少．それら樹木種
に代わり草本種，イネ科植物が隆盛に．

ca. 1,200 yr BP ～Ⅳ

再びヤシが支配的な状態に戻り，植生の
多様性は減少．この帯の後半以降，湖岸
の湿生植物がよく発達．

～ca. 1,200 yr BPⅢ

引き続きヤシが主体の森林だが，灌木や
草本がより繁茂し，植生に多様性が．

～ca. 12,000 yr BPⅡ

ヤシ類（Jubaea chilensisに近い種）主
体の森林の存在．ヤシの下層には灌木，
地表面にはシダ，イネ．

ca. 35,200 ～
ca. 28,000 yr BP

Ⅰ

植生の特徴年代範囲Zone



図8．ラノ・カオ（島南西

部）における人間活動および
環境の変遷（Flenley and 
Bahn, 2002より）．
(1)forest pollen: 森林資源，
(2)loss on ignition: 灼熱消費

量（低下：有機物量の低下＝
土壌浸食の進行），
(3)charcoal particles: 微粒炭

（人間活動の指標），
(4)population: 人口（推定）．

図6．各種分析結果．左より分光測色L＊，a＊，b＊値，帯磁率（by mass），炭素含有量（wt.%）．
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森林消滅

草本（イネ科）

湖水位上昇
排水（運搬路
建造） 図7．ラノ・ララク（本研究

地点，島南東部）における人
間活動および環境の変遷．
(1)AD550頃の湖水位上昇

（降水量もしくは降水量／蒸
発散量比の上昇），
(2)AD1,000頃の森林消滅，
(3)AD1,200頃の人為的排水
（湖沼から湿地へ），(4)排
水以降，AD1,600頃までにか

けての人間活動の活発化，
(5)1,650頃の人間活動停止．

(1)森林資源

(2)土壌浸食

(3)微粒炭

(4)人口
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