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１８１

比叡山西南麓における栽培穀物出現期の様相
――レプリカ法による京都大学構内遺跡出土資料の種実圧痕調査――

遠藤英子＊　　伊藤淳史　

　１　調査の目的と経緯

　本稿は，京都大学構内遺跡から出土した土器資料に対するレプリカ法調査結果の報告で

ある。レプリカ法とは，土器に観察される種実由来と推定される圧痕にシリコン樹脂を充

填しレプリカを採取して，それを走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察・同定を行うという

研究法であるが，近年このレプリカ法の普及によって，縄文時代晩期後半から弥生時代前

期にかけての，いわゆる縄文／弥生移行期の栽培植物データが急速に蓄積されつつある。

レプリカ法の導入によって，時期比定と同定精度の確実性の高い考古資料を提示できるよ

うになり，より実証的な議論が可能となったと言えるだろう。しかし残念な事に，日本列

島における農耕開始期を検討するうえで重要な地域のひとつであり，長い研究史を持つ近

畿地方では，いまだレプリカ法による調査はほとんど実施されていない。

　一方，京都大学構内遺跡ではおよそ４０年に及ぶ発掘調査が継続して実施され，縄文時代

晩期後半から弥生時代前期の時間幅を持つ資料も多く蓄積されてきた。そして，これらの

資料を対象として，当該期突帯文土器の細分研究など考古学分野での成果ばかりでなく，

フローテーション法を導入した大型植物遺体の検出やプラント・オパール分析など，自然

科学も含めた総合的研究も実践されてきた〔京大埋文研１９８５，外山２００２，冨井ほか２０１２な

ど〕。植物利用を検討するうえで，条件に恵まれて情報量が豊富であると言えよう。

　そこで今回，多くの出土資料のごく一部ではあるが，縄文時代晩期後半から弥生時代前

期の土器が出土している７つの調査地点（５６地点（ＢＧ３１区）・１３５地点（ＢＦ３１区）・１８０

地点（ＢＤ３３区）・２１９地点（ＡＵ３０区）・２２０地点（ＡＯ２２区）・２７６地点（ＢＣ２８区）・２８８

地点（ＡＲ２４区）／図１０５を参照）を選択し，この地域の「栽培穀物の出現期」「その組み

合わせ」を明らかにすることを目標に，レプリカ法調査を実施した。

　なお本稿は，第３節（対象遺跡と時期区分）と第４・５節の土器に関する記述を伊藤が，

その他を遠藤が担当した。よって，分析対象とした遺跡の内容や出土資料の時期比定につ

いては伊藤に，種実の同定結果と評価については遠藤に，それぞれ責がある。

　＊首都大学東京大学院人文科学研究科博士後期課程



　２　レプリカ法について

　⑴　レプリカ法の特徴

　丑野毅と田川裕美によって開発されたレプリカ法は，もとは石器研究用に考案された研

究法であったが，近年は土器に残存する圧痕の原因物質を特定する有効な研究法として普

及している〔丑野・田川１９９１〕。実際に種実が遺存しているわけではなくあくまでもバー

チャルな資料だが，土器の胎土は想像以上の転写力を持っており，状態の良いレプリカな

らばＳＥＭによる５００倍程度の観察が可能である。したがって種実表皮細胞組織の詳細な

観察も含めた精度の高い種レベルの同定が可能となり，炭化による変形等の影響も受けな

い。また，これまで構築されてきた詳細な土器編年を援用しての時期比定もそのメリット

の一つであるが，さらに同じく土器を対象とした研究として，数々の先行土器研究との擦

り合わせも可能である。

　⑵　レプリカ法の具体的手順

　レプリカ法の手順は，福岡市埋蔵文化財センター方式〔比佐・片多２００５〕に基づき，具

体的には以下の通りである。

①土器圧痕の肉眼やルーペによる観察

②圧痕の清浄

③離型剤（パラロイドＢ－７２＋アセトン）の塗布

④シリコン樹脂（トクヤマデンタル社製トクヤマフィットテスター）の充填

⑤レプリカの取り外し

⑥アセトンによる離型剤の除去

⑦ＳＥＭ（KEYENCE VE-８８００）によるレプリカの観察，同定

　⑶　種実の同定基準

　レプリカの同定は現生種実との形態的比較によって行うが，おもな栽培種実の同定基準

は以下の通りである。

①イネ（Oryza sativa L.）紡錘形の側面観，内外頴組織で腹面，両側面，背面に各１本ずつ

縦走する維管束，その凹凸のある表面形態，内外頴表皮細胞の顆粒状突起（直径約５０μm）

②アワ（Setaria italica（L.）P. Beauv.）卵状円形～楕円形の背腹面観，やや狭い卵状楕円

形の側面観，内外頴の表皮細胞の乳頭状突起，内外頴の重なる部分の乳頭状突起が存在し

ない滑らかな三日月形部位
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③キビ（Panicum miliaceum L.）アワと比べて大型で，倒広卵形の背腹面観，内頴側と外頴

側の両方が膨らむ側面観，アワのような乳頭状突起がない平滑な内外頴表皮，果皮がアワ

より厚いための外頴が内頴を包み込む部分での明瞭な段差

　⑷　現状でのレプリカデータの蓄積状況

　縄文時代晩期後半から弥生時代前期を対象としたレプリカ法調査で同定された栽培種実

について，時期の早い代表的な資料を紹介しておきたい。ただしレプリカ法は現在急速に

普及しつつあり，このデータはあくまでも現段階での状況に過ぎない。

　①イネ

　レプリカ法で確認された日本列島でもっとも古い資料は，島根県板屋Ⅲ遺跡出土の前池

式土器（突帯文土器出現期）である〔中沢・丑野２００９〕。突帯文期を遡るイネ資料もいく

つか報告されているが，圧痕検出土器の時期については議論が別れる〔中沢２００９〕。東日本

では長野県飯田市石行（いしぎょう）遺跡の浅鉢から同定されているが，この土器の型式

比定についても，「突帯紋系前半期の搬入品」〔佐藤２００６〕，「五貫森式系もしくは女鳥羽川式」

〔中沢２０１２〕と意見が別れる。

　この他にも，宮崎県黒土遺跡，坂元Ｂ遺跡の突帯文土器〔中村ほか２０１１〕，鳥取県智頭枕

田遺跡の縄文晩期末古海式土器〔中沢ほか２０１１〕，滋賀県上出Ａ遺跡の滋賀Ⅲ期（長原式並

行）〔中村健２００２〕の土器〔遠藤２０１２〕などでイネが同定されているが，黒土遺跡ではアワ

が，智頭枕田遺跡や上出Ａ遺跡ではアワとキビが伴っている。

　②アワ・キビ

　現状でレプリカデータが最も蓄積されているのは，縄文時代晩期後半以降の中部高地浮

線文土器分布圏で，離山式期に遡るアワやキビが報告されている〔中沢ほか２０１０，遠藤・

高瀬２０１１，中山・佐野２０１２など〕。ただしこれらの調査では，前述の石行遺跡のイネ１点

を除いてイネが全く検出されず，アワ・キビに限定されている。東海地方の突帯文土器圏

では，愛知県大西遺跡のキビ検出土器が五貫森式もしくは馬見塚式と比定され〔中沢・松

本２０１２〕，筆者（遠藤）の実施した豊川市麻生田大橋遺跡でも，五貫森式（新）～馬見塚

式（古）と比定される土器棺資料からアワを同定している〔遠藤２０１１〕。 

レプリカ法について



　３　対象遺跡と時期区分

　⑴　対象遺跡の概要

　京都大学構内遺跡は，京都盆地の東北辺，比叡山の西南麓に形成された標高５０～７０杓程

度の扇状地末端に立地している。現在は北東から南西へとゆるやかに下る地勢であるが，

これは，弥生前期末に生じた大規模土石流に由来する厚い洪水砂層（黄色砂と呼称してい

る）によって，本来は起伏のあった弥生前期末段階の微地形が埋没した結果であると判明

している。この黄色砂は，最大２杓あまりの厚さで堆積しており，北部構内から吉田南構

内の広域にわたり確認できる鍵層として，地形環境復元に重要な役割を果たしている。今

回レプリカ資料を採取した７つの調査地点（図１０５・表４）についても，いずれも黄色砂

で埋積した縄文晩期～弥生前期段階の遺構や遺物包含層の堆積が良好に確認されている。

以下，これらの地点の成果を中心にして，遺跡や観察資料の概略を説明しておく。なお，

各地点の関連報告文献についてはそれぞれ文末にまとめた。

　北部構内（北白川追分町遺跡）　 　縄文中期以降の濃密な遺構・遺物の存在に加えて，

有機物が良好に遺存する条件を活かして，植生復元をはじめとした自然科学分野との共同

研究が積極的に実施され，先史時代の人間活動と環境との関わりを検討する舞台となって

きた。５６地点（ＢＧ３１区）や１３５地点（ＢＦ３１区）では，縄文時代晩期後半の低湿地から

埋没林や多量の動植物遺体が確認され，照葉樹林を基調とする植生下でトチやイチイガシ

などの堅果類を積極的に利用していた様相が明らかにされている。また，泥炭質層からイ

ネ籾殻の検出も報告されている。今回観察対象とした資料はこれら泥炭層中からの出土土

器である。１８０地点（ＢＤ３３区）は，東南にある微高地上に位置し，居住域であった可能

性も想定されている。土坑状の遺構から，滋賀里Ⅳ式のまとまった資料や，長原式とされ

る大形壺が一括出土しており，それらを観察資料とした。構内南辺に位置する２７６地点（Ｂ

Ｃ２８区）では，小区画の水田遺構が黄色砂の下で遺存し，弥生前期末段階の生産領域であ

ったことが判明している。水田耕土層から多数出土した突帯文土器や遠賀川式土器を，観

察対象とした。なお，東方の微高地上にある６地点やａ・ｂ地点で弥生前期の資料がまと

まって出土しており，対応する居住域と想定される。

　本部構内（吉田本町遺跡）　 　北東から南西方向に張り出す尾根状の微高地が中央を占

めており，縄文晩期～弥生前期遺物の出土は，東辺や西辺に限られている。２１９地点（Ａ

Ｕ３０区）では，東方の吉田山とに挟まれた細い谷状地形の底に遺物を包含する黒色土層が
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図１０５　レプリカ資料採取地点の位置　縮尺１鍬８０００

対象遺跡と時期区分



堆積し，上部を黄色砂が埋めていた。遺物は突帯文土器と遠賀川式土器，それに条痕文調

整の土器が狭い範囲からまとまって出土する興味深い内容であり，今回の観察対象として

いる。遺存も良好であることから，活動領域内で一括投棄された可能性が高いと判断する

が，詳細は時期区分の項で再述する。

　吉田南構内（吉田二本松町遺跡）　 　北側の本部構内からつづく微高地が占める東半と，

西半の低地に区分される。低地に位置する２２０地点（ＡＯ２２区）では，黄色砂で埋没した

小区画水田遺構がきわめて良好な状態で遺存していた。水田脇の微高地上からは多量の突

帯文土器と少量の遠賀川式土器が出土しており，今回の観察対象とした。なお，水田耕土

層の中位からと，出土突帯文土器２点（図１０６に表示した２２０－１０２・１０５）の胎土中からイ

ネのプラント・オパールが検出され，縄文晩期末段階にさかのぼった段階的水稲作開始の

可能性が示唆されている〔外山２００２〕。２８８地点は，この水田から北北東に１００杓あまり離れ

た微高地縁部に位置し，遠賀川式土器や石器類がまとまって出土している。水田に対応す

る居住域と想定され，土器を今回の観察対象とした。

　⑵　出土土器の段階区分について

　今回の報告にあたり，京都大学構内遺跡出土の縄文晩期中葉～弥生前期末にかけての土

器を，大別４段階，細別をあわせて計７段階に区分して表示することにした（図１０６）。

　第１段階は，滋賀里Ⅲｂ式，家根祥多氏の「篠原式」に相当する〔家根１９９４〕。

　第２段階は，滋賀里Ⅳ式に相当し，口唇部を刻む１条の刻目突帯文深鉢を基本とする。

　上記２段階については，まとまった出土地は北部構内の一部に限定される傾向がある。

また１３５・１８０地点では，以下に述べる船橋・長原式段階の出土資料と層位的にも区分しう

るまとまりが報告されており，型式的特徴とあわせて比較的抽出しやすい。

　第３段階は，２条突帯文深鉢の終焉までをひとくくりとし，特徴からａ～ｄの４段階に

細分した。第３ａ・３ｂ段階が「船橋式」「長原式」〔家根１９８２〕といった近畿地方の晩期

末刻目突帯文土器の段階に相当し，３ａはしっかりとした突帯の貼付やおおぶりの刻目・押

捺など型式学的にみて古相の技法を採用している段階，３ｂはそれらが小ぶりとなる段階

として区別している。既往の編年観を採用するならば，この３ｂ段階が典型的な長原式と

呼称されているものに相当するだろう。

　第３ｃ・３ｄ段階は，筆者（伊藤）の旧稿では「末期段階」としたものである〔伊藤２００３〕。

突帯上に非常に細かな刻目を施し，外面を箆磨きと細密な条痕の折衷的な工具で縦位に長

く仕上げていく手法など，特異さが顕著なもので，山城盆地北縁の突帯文土器最末段階の
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図１０６　本稿で用いる縄文晩期～弥生前期土器の段階区分（１８０－Ⅲ７８・２２０－１８９縮尺１鍬６，２２０－１０３
・１０４・２００・２４０縮尺１鍬８，ほか縮尺１鍬１２）

対象遺跡と時期区分



地域的な特色を示す一群と認識する。とくに３ｄの突帯文深鉢（２１９－Ⅰ３２）については，

２１９地点においてまとまって出土した中段階の遠賀川式土器にともない２点のみ出土した

うちの１例である。この地点では，ほかに条痕文調整の土器底部が一定量出土している

が，こうした様相は，東方の近江地域に類似を認めることが出来る。たとえば，彦根市松

原内湖遺跡Ａ区下層竪穴住居ＳＢ０９における一括出土や〔滋賀県教委２００６〕，草津市烏丸崎

遺跡の１期遺構群〔滋賀県教委２００８〕では，条痕調整の突帯文深鉢や壺形土器が中段階の

遠賀川式土器と共存している。これらの状況を考慮すれば，２１９地点の様相をもとに設定

した３ｄ段階は，時間的に前期中段階と接点をもつとみて差し支えないであろう。

　３ｃ段階については，２２０地点水田脇の中央微高地における出土状況と土器の特徴を，お

もな根拠としている。突帯文深鉢（２２０－１０２）は，外面調整や刻目に上述した特異さを認

める個体であるが，さきの深鉢（２１９－Ⅰ３２）ほどの粗雑さはなく，また遺物溜まり状の

遺構ＳＫ１１２において折衷的特徴をもつ遠賀川式的な甕（同１０４）と混然一体となって密集

出土した状況も考慮して，型式的に最末期の一歩手前に位置づけられるものと判断した。

また，この地点では刻目突帯文土器の出土が大半を占め，遠賀川式土器はさきの折衷的製

品（１０４）などがごく少量混じるにとどまる点は，上記のように３ｄ段階を前期中段階と

位置づけたことと矛盾しないと考える。

　以上のように第３段階の細別は，出土地が異なるまとまりである３ｄ段階を除くと，層

位や遺構による単純なまとまりや明確な先後関係が確認できた状況になく，特徴的な属性

に注目して混在資料の中での序列を仮定したものである。それをふまえた上で簡略に整理

すると，３ａ・３ｂ段階が典型的船橋・長原式並行，３ｃ・３ｄ段階が弥生前期古・中段階

並行，となる。なお後者の大部分は滋賀県の突帯文土器編年における「滋賀Ⅲ期」に対応

すると思われ，ここでは長原式・滋賀里Ⅴ式に相当すると位置づけられている〔中村健

２００２〕。

　第４段階は，沈線装飾が多条化した遠賀川式土器を特徴とする弥生前期新段階に相当す

る。この段階については，黄色砂に埋積する直前段階として，まとまりのある出土状況が

複数地点で確保されている。

　以上，対象となる資料の時間的位置づけについて，混乱を招かないために，評価に幅の

ある既往の型式名のみによる表示を極力避けるよう今回は配慮した。採用した細別段階自

体が仮定であり，今後継続した検証が必要なものであることはいうまでもない。
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１８９

　４　同　定　結　果

　今回観察した資料の総点数は，（表４）に地点別に示した通り，報告書に掲載された資料

７７８点と未掲載資料約１０９４点である。掲載資料については，（図１０６）の段階区分に従って帰

属時期別の点数を示した。ただし，突帯など特徴的な属性が把握できる個体以外は，３ａ

～３ｃ段階の幅をもった時期認定としている。

　以上のなかから，種実由来と思われる圧痕５７点を検出し，レプリカを採取・観察したと

ころ，アワSetaria italica（L.）P.Beauv.の有ふ果４点，キビPanicum miliaceum L.の有ふ果９

点，キビ苞頴２点，イネOryza sativa有ふ果（籾）５点を同定した。（表５）に同定結果一

覧として，不明種実（種実であることは確実だが，遺存状態が悪くて同定できない資料）

および同定不能種実（遺存状態はいいのだがレファレンス不足で同定できない未知な資料）

も合わせた計３８例について，出土地点，報告掲載番号，種類と部位，胎土，時期，圧痕検

出部位，種実の状態，同定結果，遺存状態，写真番号をまとめているので参照されたい。

　以下，不明種実・同定不能種実を除いた資料の同定の根拠について説明する。

　＜２７６地点（ＢＣ２８区）出土資料＞

　ＫＤＫ−０００１　　Ｖ字刻みの突帯文深鉢口縁部〔伊藤ほか２００５　Ⅱ５３〕内面から採取さ

れたレプリカである。サイズや倒広卵形の背腹面観はキビに類似するが，内外頴の段差な

どは観察出来なかったため，キビ？とした。

　ＫＤＫ−０００３　　「生駒山西麓産」胎土の胴部小破片の内面から採取した（図１０７－１）。

紡錘形の側面観，内外頴組織で腹面，両側面，背面に各１本ずつ縦走する維管束による凹

凸，内外頴表皮細胞の顆粒状突起からイネ籾（有ふ果）と同定した。

　ＫＤＫ−０００４　　上記０００３と同一破片の同じく内面から採取した（図１０７－２）。楕円形

の背腹面観，内外頴の表皮細胞の乳頭状突起，内外頴の重なる部分の乳頭状突起が存在し

ない滑らかな三日月形部位からアワ有ふ果と同定した。

　ＫＤＫ−０００５・０００６　　それぞれ「生駒山西麓産」胎土の胴部破片から採取した。サイ

ズや倒広卵形の背腹面観はキビに類似するが，表面状態が悪く，内外頴の段差などは観察

出来なかったため，キビ？とした。

　＜２２０地点（ＡＯ２２区）出土資料＞

　ＫＤＫ−０００７　　おおぶりのＯ字状押捺を施した突帯を貼り付けた胴部で，復元される

傾きから深鉢ではなく壺形を呈すると認識する〔伊藤２００３　図１０９－１５３〕。破片の内面から
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採取した（図１０７－３）。楕円形の背腹面観，内外頴の表皮細胞の乳頭状突起，内外頴の重

なる部分の乳頭状突起が存在しない滑らかな三日月形部位からアワ有ふ果と同定した。

　＜５６地点（ＢＧ３１区）出土資料＞

　ＫＤＫ−０００８〜００１６　　報告で「表面に多数の刺突を施す」「土偶様の板状土製品」と記

載される資料で〔京大埋文研１９８５　図版１８－４７３〕。黄色砂下の第１１層（暗灰色砂質土層）

出土。「刺突」とされていた圧痕から，キビ有ふ果４点（ＫＤＫ－００１２・００１３・００１５・００１６），

キビ苞頴２点（ＫＤＫ－００１０・００１４）が同定された（図１０８）。有ふ果は，倒広卵形の背腹
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１９１

面観，内頴側と外頴側の両方が膨らむ側面観，アワのような乳頭状突起がない平滑な内外

頴表皮，果皮がアワより厚いための外頴が内頴を包み込む部分での明瞭な段差から，苞頴

は同じく倒広卵形の背腹面観，内頴側と外頴側の両方が膨らむ側面観とともに，長軸に沿

って放射状に縦走するシワ状の表面組織を基準に同定した。ＫＤＫ－００１１もキビ苞頴の可

能性がある。

　＜１８０地点（ＢＤ３３区）出土資料＞

　ＫＤＫ−００１７〜００２６　　生駒西麓産胎土の，口縁部を欠失した大型壺。土坑ＳＫ４から

押しつぶされた状態で破片がまとまって出土している〔浜崎・千葉１９９０　Ⅲ６１〕。底部付

近から集中してレプリカが採取され，底部外面からキビ有ふ果４点（ＫＤＫ－００２０・００２１

・００２２・００２５），底部近くの胴部外面からキビ有ふ果１点（ＫＤＫ－００２６）が同定された

（図１０９）。倒広卵形の背腹面観，内頴側と外頴側の両方が膨らむ側面観，アワのような乳

頭状突起がない平滑な内外頴表皮，果皮がアワより厚いための外頴が内頴を包み込む部分

図１０８　圧痕レプリカの対象資料と圧痕ＳＥＭ画像（その２）
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での明瞭な段差が同定の基準となった。ＫＤＫ－００１７～００１９もキビ有ふ果の可能性がある

が，外頴が内頴を包み込む部分での段差が認められなかったためキビ？とした。

　ＫＤＫ−００３５　　多数の破片に破損している２条の刻目突帯文深鉢で〔浜崎・千葉１９９０

　Ⅲ７３〕，そのうちの胴部破片の内面から採取した。卵状円形の背腹面観，内外頴の表皮細

胞の乳頭状突起，内外頴の重なる部分の乳頭状突起が存在しない滑らかな三日月形部位か

らアワ有ふ果と同定した（図１１１－２）。

　＜２１９地点（ＡＵ３０区）出土資料＞

　ＫＤＫ−００２７　　遠賀川式土器の壺底部〔千葉ほか１９９７　Ⅰ４４〕の外面から採取した。紡

錘形の側面観，内外頴組織で腹面，両側面，背面に各１本ずつ縦走する維管束による凹凸，

内外頴表皮細胞の顆粒状突起からイネ籾（有ふ果）と同定した（図１１０－１）。
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１９３

　ＫＤＫ−００２８　　遠賀川式土器の壺かとみられる径の小さな底部〔前掲書　Ⅰ４８〕外面

から採取した。乳頭状突起らしき組織も観察されたが，不鮮明なためアワ？とした。

　ＫＤＫ−００３０　　外面を縦位に条痕調整する底部～胴部下半にかけての資料で〔前掲書

　Ⅰ３７〕，底部に近い胴部の外面から採取した。紡錘形の側面観，内外頴組織で腹面，両側

面，背面に各１本ずつ縦走する維管束による凹凸，内外頴表皮細胞の顆粒状突起からイネ

籾（有ふ果）と同定した（図１１０－２）。

　ＫＤＫ−００３１　　無文・厚手で黄褐色を呈し外面に箆磨きがあることから，遠賀川式壺

の胴部とみられる破片資料で，その断面から採取した。紡錘形の側面観，内外頴組織で腹

面，両側面，背面に各１本ずつ縦走する維管束による凹凸，内外頴表皮細胞の顆粒状突起

からイネ籾（有ふ果）と同定した（図１１０－３）。

　＜１３５地点（ＢＦ３１区）出土資料＞

　圧痕が検出されたのはいずれも報告未掲載資料で，黄色砂下の黒色土１・黒色土２出土

図１１０　圧痕レプリカの対象資料と圧痕ＳＥＭ画像（その４）

同　　定　　結　　果



である。これらの層準は，縄文晩期後葉船橋式・長原式段階の土器が出土すると報告され

る〔ＢＦ３１区調査班１９８７〕。

　ＫＤＫ−００３３　　刻目突帯文深鉢の口縁部外面から採取した。一部外頴が内頴を包み込

む部分での段差も認められたが，全体の形状が不鮮明なためキビ？とした。

　ＫＤＫ−００３４　　粗製浅鉢とみられる素縁の口縁部内面から採取した。卵状円形の背腹

面観，やや狭い卵状楕円形の側面観，内外頴の表皮細胞の乳頭状突起，内外頴の重なる部

分の乳頭状突起が存在しない滑らかな三日月形部位からアワ有ふ果と同定した（図１１１－１）。

　＜２８８地点（ＡＲ２４区）出土資料＞

　ＫＤＫ−００３６　　遠賀川式の大型壺〔伊藤ほか２００６　Ⅱ１９１〕胴部下半の外面から採取し

た。紡錘形の側面観，内外頴組織で腹面，両側面，背面に各１本ずつ縦走する維管束によ

る凹凸，内外頴表皮細胞の顆粒状突起からイネ籾（有ふ果）と同定した（図１１１－３）。

　ＫＤＫ−００３７　　破片が一括出土し，ほぼ完形に復元できる遠賀川式の甕〔前掲書　Ⅱ

１９４〕胴部外面から採取した。非常に浅い圧痕であり，ＳＥＭ画像からは一部縦走する維管

束による凹凸らしきものも観察されたが，全体の形状が不明なためイネ？とした。

　５　考察と課題

　限られた観察資料点数であり，種レベルまで同定できた資料も少ないため，明確な結論

をここで述べることは難しいが，当初目標とした京都大学構内遺跡における栽培穀物の出

現期とその組み合わせを中心に，今回のレプリカ観察結果からの若干の考察と課題を述べ

てまとめとしたい。

　突帯文出現以前の縄文晩期中葉篠原式（本稿での第１段階に相当）や，後続する刻目突

帯文土器の滋賀里Ⅳ式（同第２段階に相当）の資料も含めて観察対象とし，レプリカ法調

査を実施したが，栽培種実が検出できたのは晩期後葉の船橋式・長原式（同第３段階に相

当）以降の資料に限られた。今回対象とした第１・第２段階資料の報告書掲載分は９６点に

過ぎず，第３段階の突帯文土器３９８点と比較して少ない。報告書未掲載資料については，時

期の特定しにくい無文破片も多いため帰属時期別の割合を計上していないが，おそらく似

たような割合となるものと推測される。そうした量的な偏りに配慮する必要はあるけれど

も，第１・第２段階の資料からは全く栽培穀物を検出できなかった点は，やはり特記して

おくべき結果と言えよう。なかでも，北部構内１８０地点（ＢＤ３３区）ＳＫ５出土資料は一

括性の高い滋賀里Ⅳ式資料と評価されているが〔浜崎・千葉１９９０〕，それらも含めたＢＤ
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図１１１　圧痕レプリカの対象資料と圧痕ＳＥＭ画像（その５）
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３３区の滋賀里Ⅳ式資料５０点いずれからも栽培穀物は検出できなかった。

　一方で，既往の型式でいう船橋式・長原式を含む第３段階の資料からは，イネ，アワ，

キビが同定された。近畿地方やその周辺の該期資料に対するレプリカ法調査では，前述の

通り，鳥取県智頭枕田遺跡の晩期末古海式資料〔中沢ほか２０１１〕や滋賀県上出Ａ遺跡の滋

賀Ⅲ期資料からも同じくイネ，アワ，キビの組み合わせで同定されている〔遠藤２０１２〕。そ

して，明らかに遠賀川式土器のみの構成となる第４段階の資料からは，イネのみが同定さ

れ，アワ，キビなどの雑穀は検出されなかった。こうしたイネに集中する状況は，滋賀県

烏丸崎遺跡の弥生前期土器〔前掲遠藤２０１２〕，や，名古屋市西志賀遺跡の弥生前期土器〔遠

藤・高瀬２０１２〕のレプリカ法調査でも共通する傾向である。ただしこの結果から「弥生時

代に入って雑穀栽培が途絶え，稲作に特化した」と単純に解釈するのは早計だろう。製作

技術で系譜の異なる縄文土器から弥生土器への移行によって，土器圧痕の形成に何らかの

変化が加わり，それが同定結果に影響を及ぼしている可能性もある。

　また，これは考古学側の課題でもあるが，今回３ｃ・３ｄ段階と仮定したような，縄文

晩期突帯文土器系譜の土器と弥生前期遠賀川式土器の並存・移行期間と想定できる状況を，

空間的にも時間的にもどれほど安定したものとして設定するかによっても，移行期の理解

には当然大きな違いが生じよう。今回のレプリカ法調査の成果で言えば，既往の型式名で

確実に長原式の範疇に入るであろう３ｂ段階の資料から雑穀が検出されている。そして，

遠賀川式が多数を占める３ｄ段階では，条痕文系も含めてイネが目立つ結果となってい

る。ただし，前述したように，細別段階そのものは仮定的なものであって，これが長期に

わたる漸移的な過程を反映しているのか，短期間の同時進行に近い状況なのか，が決定づ

けられているわけではない。今後多面的な検証をふまえた議論が，さらに求められよう。

　最後に，個別資料に関しても幾つか言及しておきたい。

　資料番号ＫＤＫ－０００８～００１６を検出した５６地点（ＢＧ３１区）第１１層出土の土製品は，概

報時に「不整円形の粘土板の両脇を一部凹ませたもので，厚さは１．２尺，表面には刺突を施

し」と報告されている資料である〔泉・宇野１９８０〕。この刺突を肉眼で観察したところ，

サイズの異なる圧痕が密接して残存しており（図１０８），穂に付いたままの状態の種実圧痕

ではないかと予測された。そこでレプリカを採取して観察してみると，キビ苞頴やキビ有

ふ果が同定された。レプリカで観察される種実は通常ほとんどが内外頴に包まれた有ふ果

の状態で，その外側の苞頴の残った状態は非常に珍しいが，脱穀前の穂についたままの状
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態であったため苞頴が観察されたと考えられる。したがって有ふ果で観察される通常の圧

痕とは異なる圧痕形成過程が予測される。なお先述したが，この土製品が出土した第１１層

は，黄色砂直下で突帯文土器と弥生前期新段階までの土器が混在して包含されるため，細

別段階を特定することは難しい。

　資料番号ＫＤＫ－００１７～００２６を検出したのは，１８０地点（ＢＤ３３区）ＳＫ４出土の長原

式とされる大型壺からで，この土坑からは１点のみが単独で出土している。この土器の胎

土については「角閃石を多量に含む，いわゆる生駒西麓産の土器の特徴を有している」と

の報告があり，この土器が搬入品である可能性を示唆しているものと思われる。したがっ

てこの土器から同定されたキビについても，現地性の低い資料である可能性が高い。イネ

とアワを同定したやはり生駒西麓産胎土の小破片（資料番号ＫＤＫ－０００３～０００４）につい

ても，同様の可能性がある。こうした特有の胎土をもった土器に圧痕の検出がいささか偏

っているかのようにもみられるが，在地の胎土とみられる突帯文土器３例（資料番号ＫＤ

Ｋ－０００１・００３３・００３５）からもアワやキビないしその可能性のあるものが検出されている

ので，穀物の栽培情報がこうした生駒西麓産の土器を介して拡散したかどうかは即断でき

ない。ただ，興味深い傾向であるとはいえ，今後の周辺地域のレプリカデータの蓄積をは

かり，検討を深める必要があろう。

　那須浩郎は，近年調査された北部構内３５５地点（ＢＨ３１区）の大型植物遺体分析から，

「縄文時代晩期～弥生前期移行期には，湿地林と撹乱の多い湿地環境があり，水田遺構を

伴わないが，人為的な干渉の強い湿地にイネが栽培されていた可能性」「湿地の周辺の微高

地ではおそらく雑穀のアワの畑栽培があった」可能性を指摘している〔冨井ほか２０１２　

pp.２０９－２１４〕。今回のレプリカ法調査成果もその結果ときわめて調和的であり，京都大学

構内遺跡において縄文時代晩期末にはイネや雑穀など栽培穀物が出現していたことは確実

といえる。那須の調査ではイネとアワが検出されたが，今回のレプリカ法調査でキビもそ

のパッケージに加わった。なお，那須はフローテーション法で検出した炭化アワ頴果を使

って炭素１４年代測定を実施し，２５３０±２０ＢＰという値を得ている。

　レプリカ法で明らかにできるのは，その遺跡内の植物利用のごく一部に過ぎない。また，

方法論の整備，とくに圧痕の形成過程やタフォノミーを明らかにするなど課題も多いが，

時期と同定精度の高い考古資料であり，本文で対象とした縄文／弥生移行期の初期農耕開

始過程を議論するうえでも基礎的資料と考えている。今後もデータの蓄積を続けていきた

い。 

考　察　と　課　題
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表４　地点別観察資料点数内訳

表５　同定結果一覧（種実と認定できるもののみ）



１９９

〔引用文献：京都大学構内遺跡報告関連・地点別〕（『年報』＝『京都大学構内遺跡調査研究年報』）
・６地点（ＢＡ３０区）
伊藤淳史　１９９９　「北白川追分町弥生時代遺跡の展開―京都大学北部構内ＢＡ３０区（追分地蔵地点）
の出土資料―」『年報　１９９５年度』
・５６地点（ＢＧ３１区）
泉拓良・宇野隆夫　１９８０　「京都大学北部構内ＢＧ３１区の発掘調査」『年報　昭和５４年度』
京都大学埋蔵文化財研究センター　１９８５　『京都大学埋蔵文化財調査報告Ⅲ―北白川追分町縄文遺跡
の調査―』
・１３５地点（ＢＦ３１区）
ＢＦ３１区調査班　１９８７　「北白川追分町遺跡の発掘調査」『年報　昭和５９年度』
・１８０地点（ＢＤ３３区）
浜崎一志・千葉豊　１９９０　「京都大学北部構内ＢＤ３３区の発掘調査」『年報　１９８７年度』
・２７６地点（ＢＣ２８区）
伊藤淳史・冨井眞・外山秀一・上中央子　２００５　「京都大学北部構内ＢＣ２８区の発掘調査」『年報　
２０００年度』
・２１９地点（ＡＵ３０区）
千葉豊・伊藤淳史・古賀秀策　１９９７　「京都大学本部構内ＡＵ３０・ＡＶ３０区の発掘調査」『年報　１９９３
年度』
・２８８地点（ＡＲ２４区）
伊藤淳史・梶原義実・土屋みづほ　２００６　「京都大学吉田南構内ＡＲ２４区の発掘調査」『年報　２００１年度』
・２２０地点（ＡＯ２２区）
伊藤淳史　１９９９　「京都大学総合人間学部構内ＡＯ２２区の発掘調査」『年報　１９９５年度』
外山秀一　２００２　「京都大学構内遺跡におけるプラント・オパール分析Ⅰ―ＡＯ２２区発掘調査―」『年
報　１９９７・１９９８年度』
伊藤淳史　２００３　「比叡山西南麓における縄文から弥生―京都大学構内遺跡出土資料の紹介と検討を
通じて―」『立命館大学考古学論集Ⅲ』
・３５５地点（ＢＨ３１区）
冨井眞・伊東隆夫・金井いづみ・佐々木尚子・杉山淳司・高原光・辻本裕也・那須浩郎・藤井裕之・
村上由美子・Mechtild MERTZ　２０１２　「京都大学北部構内ＢＨ３１区の発掘調査」『年報　２００９年度』

引　　用　　文　　献

表５　つづき



・ａ地点（京都市埋蔵文化財研究所調査）
長戸満男・竜子正彦・尾藤徳行　１９９７　「京都大学構内遺跡」『平成７年度京都市埋蔵文化財調査概報』
・ｂ地点（京都市埋蔵文化財研究所調査）
竜子正彦　１９９９　「７　京都大学北部構内遺跡」『京都市内遺跡立会調査概報平成１０年度』
〔その他引用文献・五十音順〕
丑野　毅・田川裕美　１９９１　「レプリカ法による土器圧痕の観察」『考古学と自然科学』２４　日本文化
財科学会
遠藤英子　２０１１　「愛知県豊川下流域における縄文時代晩期後半の雑穀」『日本植生史学会第２６回大会
講演要旨集』
遠藤英子　２０１２　「西日本の縄文晩期から弥生前期遺跡を対象としたレプリカ法の実践―栽培種子の
検出を目指して」『高梨学術奨励基金年報　平成２３年度研究成果概要報告』（財）高梨学術奨励基金
遠藤英子・高瀬克範　２０１１　「伊那盆地における縄文時代晩期の雑穀」『考古学研究』５８－２
遠藤英子・高瀬克範　２０１２　「レプリカ法による愛知県西志賀遺跡出土土器の研究」『明治大学博物館
研究報告』１７
佐藤由紀男　２００６　「条痕紋土器圏における稲作をどの様に考えるか」『考古学論究』１１
滋賀県教育委員会　２００６　『松原内湖遺跡』
滋賀県教育委員会　２００８　『烏丸崎遺跡・津田江湖底遺跡』第２分冊
中沢道彦　２００９　「縄文農耕論をめぐって―栽培種植物種子の検証を中心に―」『弥生時代の考古学５
食糧の獲得と生産』
中沢道彦　２０１２　「氷Ⅰ式期におけるアワ・キビ栽培に関する試論―中部高地における縄文時代晩期
後葉のアワ・キビ栽培の選択的受容と変化」『古代』１２８
中沢道彦・丑野　毅　１９９８　「レプリカ法による縄文時代晩期土器の種子状圧痕の観察」『縄文時代』９
中沢道彦・丑野　毅　２００９　「レプリカ法による山陰地方縄文時代晩期土器の種子状圧痕の観察」『ま
なぶ』２　吉田学記念論文集刊行会
中沢道彦・佐々木由香・那須浩郎・米田恭子・竹原　学　２０１０　「長野県松本市石行遺跡出土縄文時
代晩期末氷Ⅰ式土器のアワ圧痕とその評価に向けて」『日本考古学協会第７６回総会研究発表要旨集』
中沢道彦・濱田竜彦・佐々木由香・木田　真　２０１１　「レプリカ法による鳥取県智頭枕田遺跡出土土
器の種実圧痕の調査」『日本植生史学会第２６回大会講演要旨集』
中沢道彦・松本泰典　２０１２　「レプリカ法による愛知県大西貝塚出土土器の種実圧痕の観察と派生す
る問題」『縄文時代』２３
中村健二　２００２　「滋賀県における凸帯文土器の編年」『環瀬戸内海の考古学』上巻
中村直子・寒川朋枝・真邉　彩・大西智和・福井俊彦・栞畑光博　２０１１　「宮崎県都城市縄文時代晩
期土器の圧痕調査からみた食用植物」『日本植生史学会第２６回大会講演要旨集』
中山誠二・佐野　隆　２０１２　「縄文時代終末期のアワ・キビ圧痕―山梨県屋敷平遺跡の事例」『山梨県
考古学協会誌』２１
比佐陽一郎・片多雅樹　２００５　『土器圧痕レプリカ法による転写作業の手引き』福岡市埋蔵文化財セ
ンター
家根祥多　１９８２　「縄文土器」『長原遺跡発掘調査報告』Ⅱ（本文）
家根祥多　１９９４　「篠原式の提唱―神戸市篠原中町遺跡出土土器の検討―」『縄文晩期前葉～中葉の広
域編年』（平成４年度科学研究費補助金（総合Ａ）研究成果報告書）
〔付記〕本稿における遠藤の報告部分については，平成２４年度三菱財団人文科学助成「レプリカ法に

よる，農耕開始期の栽培穀物の研究」（遠藤英子）の研究成果の一部である。 
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