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京都大学北部構内採集の石棒

千葉　豊　

　１　は　じ　め　に

　京都大学北部構内に所在する北白川追分町縄文遺跡は，文学部考古学教室の濱田耕作が

１９２３年１０月，散歩の途中で磨製石斧を採集したことから試掘調査がおこなわれ，確認され

た遺跡である（図１００－１地点）（１）。石斧採集の直後，考古学教室によっておこなわれた試

掘調査では，縄文土器をはじめ石鏃・磨製石斧・切目石錘などが発見されるものの，それ

らは遺物包含層が工事によって削平されたために地上に散布したものと考えられた。そし

て，遺跡はすでに校舎建設にともなう地均し工事によって破壊されたと推測された〔梅原

１９２３，島田１９２４〕。

　遺跡発見の翌１９２４年には，藤本理三郎が石棒を採集して文学部陳列館に寄贈するなど

〔横山・佐原１９６０〕，北部構内では，縄文時代以降の遺物がおりに触れて採集されること

があり，遺跡の存在が注意されてきた（２）。しかし，正式な発掘調査はなされないまま時を

経てきていた。

　こうした状況を大きく変えたのが，本稿で取り上げる石棒の発見である（３）。石棒は，

１９７２年，校舎建設中に偶然採集されるが，この発見は長らくその存在が忘れられていたこ

の遺跡が地下に良好な状態で残っていることを改めて確認させる契機となり，大学構内に

おけるその後の埋蔵文化財行政のありかたに大きな影響を与えるものとなった。

　この石棒については，１９９１年，文学部博物館（現・総合博物館）で「先史時代の北白川」

という企画展がおこなわれたときにはじめて公開展示され，また写真や図が公表された

〔京都大学文学部博物館１９９１，千葉１９９２〕。しかしながら，採集の経緯などは十分に報告さ

れないまま今日に至っている。

　筆者は，１９９１年の企画展のさい，関係者の方から直接お話しをきくことができ，また今

回改めて当時関係されていた複数の方から新たな話しを聞くことができた。そこで本稿で

は，前半部分で石棒発見とその直後の状況を埋蔵文化財行政という観点から整理記述し，

後半部分では石棒そのもののもつ考古資料としての意義を再検討したい。

　なお文中，敬称は略させていただいた。ご寛恕願いたい。

 



　２　採集の経緯

　採集の経緯に直接関わる資料としては，都出比呂志が野帳に記したメモが存在する。都

出のメモによれば，石棒の採集年月は１９７２年６月３０日，採集場所は北部構内の南辺に位置

する農学部総合館新館の工事現場（図１００－５地点），採集者とおぼしき人物として「岡崎

・大野・浦野」の３名の名前が記されている。「岡崎」は，岡崎美彦（元・北九州市自然史

博物館），大野は，大野照文（京都大学総合博物館）であるが，「浦野」については調べが

つかなかった。岡崎，大野は当時，理学部地質学鉱物学教室に在籍する大学院生・学部学

生であった。

　今回，岡崎，大野に当時の状況を回想していただいたところ，両名とも石棒の存在は，

１６４

京都大学北部構内採集の石棒

図１００　京都大学北部構内における１９７７年度までの調査地点
　　　　（数字は，京都大学吉田キャンパスでおこなわれた調査の通し番号）
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はっきりと記憶しているが，直接の発

見者ではないとのことであった。岡崎

によれば，それが考古遺物である石棒

であることはわからなかったが，材質

が結晶片岩で在地の石材でないことか

ら，持ち帰ったのでないかという。地

質学鉱物学教室で保管されたことは大

野も鮮明に記憶しているので，大学院

生あるいは学部学生などの教室関係者

が発見し，教室へと運ばれたと想定す

るのが自然であろう。そして，採集さ

れた石棒は，地質学鉱物学教室の石田

志朗の手を経て，後述するような経緯

で文学部考古学教室へと移動した。

　そして，７月８日には，石田と文学

部考古学教室の都出比呂志が大学施設

部の職員とともに，石棒が採集された

という工事現場を訪れて確認作業をお

こなっている。その時，都出は工事現場の見取り図と北壁および南壁の堆積物の記録を残

している。図１０１－ａは，都出が作成した層位の記録を模式的に表現した層位図である。

　０．５杓の厚みをもつ表土（第１層）の下に，北断面では２杓前後，南断面では１杓前後の

黒く汚れた砂（第２層）が堆積している。その下位に，１．２～１．５杓前後の厚みをもつ砂層

（第３層）が堆積する。この砂層に覆われて０．４杓の厚みをもつ灰褐色粘土（第４層）が堆

積し，その下位は２杓の厚みをもつ砂混じりの礫層（第５層）が堆積して，さらに下位に

青灰色のシルト層（第６層）を確認している。また，第２層からは中世の土器片が出土し

たことも記録されている。

　この当時，地質学が専門の石田志朗は大学構内各所でおこなわれていた工事現場を訪れ

て，堆積物の観察をおこなっていた。石棒が発見される前年の１９７１年，図１００－４地点で弥

生前期土器を採集するのもこうした調査に付随したものであった。図１０１－ｂは，その弥

生土器を採集した地点における石田が記録した層位図である。

図１０１　５地点，４地点における層位模式図

採　集　の　経　緯



　上から，０．４杓の厚みをはかる表土（第１層），厚み０．６杓の黒褐色土（第２層），厚み１

杓の黄褐色花崗岩質の砂（第３層），厚み０．２杓の黒色～暗灰色の粘土（第４層），厚み１．４

杓の花崗岩質の砂～礫（第５層），厚み０．４杓の青灰色～暗灰色の粘土（第６層）となり，

さらに下位に砂層が続くことが記録されている。また弥生前期の土器は第４層の上面から

出土していることが層位図に記録されている。

　この２地点は直線距離で１００杓前後離れているが，よく似た層序が捉えられているとい

ってよいだろう。その後の発掘調査では，この第３層は弥生前期末ごろの洪水堆積物であ

ること，第２層は弥生中期以降歴史時代，第４層は縄文晩期～弥生前期の遺物包含層であ

ることが明らかになっている。

　採集された石棒がどの層準から出土したのかは不明であるものの，長い距離を移動した

形跡がないことから第５層以下とは考えにくく，弥生中期以降の堆積物である第３層以上

とも考え難い。第４層から出土したと考えるのがもっとも自然な解釈であろう。

　３　石棒発見のその後と大学構内の埋蔵文化財

　石棒は採集後，理学部地質学鉱物学教室の石田志朗のもとへ運ばれ，そこから文学部考

古学教室の小林行雄のもとへと移動したようである。石田は，前述したように石棒が採集

される前年（１９７１年），農学部総合館水産学教室の建物新営のさいに，工事現場の地質調

査をおこなって遺物（土器底部）を発見している（図１００－４地点）。発見された遺物は，

文学部考古学教室の小林行雄のもとへ運ばれ，弥生前期土器と同定されたという。石田

は，１９６１年の陶邑古窯跡群の調査の際，小林の依頼によって古窯跡群周辺の地質調査に携

わって以来，小林と親交をもつようになり，考古遺物の同定を依頼する関係になったとの

ことである。石棒の移動に関する石田の記憶には，はっきりしない部分があるものの，こ

うした経緯を勘案すれば，遺物を同定するために石棒が石田から小林のもとへと運ばれた

と考えるのは自然であろう。

　石棒はその後，文学部博物館（現・総合博物館）考古学資料部門で保管されることにな

った。これを受け入れたのは，当時文学部考古学教室で考古資料管理の実務にあたってい

た都出比呂志であり，都出が石田とともに現地を確認したことはすでにふれた。しかし，

石棒が採集されたという事実の公表は，しばらく差し控えられたようである。都出によれ

ば，これを公表すると調査をせずに大学が遺跡を破壊しているということで，騒ぎになる

ことを心配したという。
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　石棒が採集される前年の１９７１年秋には，向日市長岡京跡の発掘調査現場で調査が終了し

たとする京都府教育委員会にたいし，補助員として発掘に参加していた学生たちが調査は

まだ終了していないと抗議して，発掘事務所を占拠し「自主発掘」を続けたという出来事

がおこっていた〔乙訓の文化遺産を守る会１９７１，福山・中山・高橋１９８４〕。日本考古学協

会大会が開催された平安博物館に学生が「乱入」して，７９名が逮捕されたのは１９６９年１０月

のことであった〔福田２００７〕。騒ぎになることを心配したという都出の述懐の背景には，こ

のような社会的状況が存在していた。

　しかしながら，校舎建設中に石棒が出土した事実は時をそれほど経ずして京都市文化観

光局文化財保護課が知るところとなった。当時，文化財保護課で埋蔵文化財行政を担当し

ていた浪貝毅（故人）は，これを京都大学の関係者から伝え聞いたという。遺跡であれば，

事前の発掘調査などが必要となるため，浪貝は石棒の見学を考古学教室に頼んだが，見せ

てもらえなかったという。

　石棒見学が許されなかったことについて，浪貝は当時の京都市と大学の以下のような緊

張関係を指摘する。この石棒が採集される直前の５月に，嵯峨野にある清水山古墳という

前方後円墳が宅地造成で破壊されるという事件があった。清水山古墳は１９２２年，梅原末治

によって確認された全長６０杓の前方後円墳である〔梅原１９２２〕。これが土地所有者によって

届けがなされないまま宅地造成されて古墳が消滅してしまったのである。これは，新聞で

も取り上げられて大きな反響を呼んでいる（１９７２年５月２０日付朝日新聞など）。新聞には，

小林行雄や森浩一らによる市の文化財行政を批判するコメントが掲載された。浪貝によれ

ば，考古学研究者から市に対して直接抗議も受けたとのことである。

　京都市の文化財行政に対して厳しく批判をしていた大学が自らの足下で遺跡を破壊して

いた。このことが明るみになることを大学の恥であると考えたのではないだろうか，と浪

貝は述懐している。結局，浪貝は石棒を見ないまま，大学の建物を管理している施設部長

と会っている。そして，「周知の遺跡」の範囲内で，遺跡の破壊がおこなわれていることを

行政指導したとのことである。

　このときの京都市と大学のやりとりは，１９７２年７月２８日の朝日新聞夕刊で知ることが出

来る（図１０２）。「遺跡に無届で校舎建設」という見出しのもと，北部構内は１９２３年に発見さ

れた「周知の遺跡」で，「農学部構内遺跡」と通称されていることを解説し，１９７０年以降，

校舎の新築や改築が継続しておこなわれているにもかかわらず，文化財保護法に基づく届

け出がないまま校舎の建設がおこなわれているため，京都市文化財保護課が「所定の手続
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きをし，必要な場合は遺跡の発掘調査をするよう」指導した，という記事である。

　この記事には，石棒発見の事実は一言も触れられていないが，石棒の発見がこの記事の

きっかけとなったことは間違いないと浪貝は述懐している（４）。そしてこの記事には，「国の

機関である大学などは模範を示してもらいたい」という京都市文化財保護課長の談話とと
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図１０２　１９７２年７月２８日の朝日新聞（夕刊）の記事
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もに，大学施設部長の「理学部の建築計画があるので数日中に手続きする」という談話も

掲載された。

　この談話のとおり，北部構内南西辺で建築計画が進行中であった理学部事務棟の建設に

あたっては，文化財保護法に則った法的手続きがなされ，１９７２年１０月～１１月にかけて正式

な発掘調査が実施された（図１００－６地点）〔石田・中村徹・中村友１９７２，石田１９７３〕。１９２３

年に発見された遺跡が石棒の発見を契機として，じつに半世紀ぶりに正式調査されたので

ある。

　「周知の遺跡」で開発行為をおこなう場合，届け出が必要であることは１９５０年に制定さ

れた文化財保護法に拠っている（法令では，「周知の埋蔵文化財包蔵地」同法第９３条）。し

かし，ある遺跡が「周知の遺跡」であるためには，考古学研究者ばかりでなく広く社会一

般，とりわけ開発行為をおこなう事業者に知ってもらう必要がある。ある場所が「周知の

遺跡」であることを明示する遺跡台帳，遺跡地図は１９５９年頃から府県単位で作られはじめ

た。１９６０～６２年にかけては，文化財保護委員会が中心となって全国の遺跡調査が進めら

れ，その成果は１９６５年以降『全国遺跡地図』として順次刊行された。また，１９７５年の文化

財保護法の改正で「遺跡に関する整備と周知徹底のための措置を実施することが国と地方

自治体の義務」であるとされた。「それは具体的には遺跡地図や遺跡台帳の整備」をめざす

ものであったと理解されている〔田中１９８２〕。こうして都道府県教育委員会あるいは市町村

教育委員会でも独自の遺跡台帳が作成されて，遺跡の周知化がはかられた。

　京都市では，１９７２年の１１月に，文化財保護課によって『京都市遺跡地図』がはじめて刊

行された（５）。ここには，「昭和４７年８月１日現在」として，史跡・名勝・天然記念物と埋蔵

文化財包蔵地あわせて４１２がリストアップされ，３万分の１の地図上にその範囲が明示さ

れた。京都大学の構内では，北部構内の全域（「京大農学部構内遺跡」）と吉田キャンパス

最南端，熊野寮のある熊野構内（「白河北殿跡」）が「周知の遺跡」として登録された（図

１０３－ａ）。北部構内全域を遺跡の範囲とするにあたっては，石棒の発見がひとつの重要な

根拠となったことは疑い得ない。

　そしてはやくも２年後の１９７４年には改訂版が刊行され，１９７７年，１９８０年と矢継ぎ早に改

訂されている〔京都市文化観光局文化財保護課１９７４・１９７７，京都市文化観光局１９８０〕。こ

のような遺跡地図のたび重なる改訂は，都市再開発の波のなかで，遺跡の保護と周知徹底

を計ろうとした京都市文化財保護課の努力のあらわれと評価できるであろう。

　さて，１９７４年の改訂では，教養部構内（現・吉田南構内）にも遺跡が存在することが示
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され（図１０３－ｂ），７７年の改訂では，吉田キャンパスの構内のうち，西部構内を除いてす

べての構内に遺跡の存在が図示された（図１０３－ｃ）（６）。

　１９７２年からわずか５年のあいだで，学内の遺跡の発見・登録，すなわち遺跡の周知化が

急速に進んでいったことになる。こうした目覚ましい動きの要因としては，埋蔵文化財を

調査する学内組織の整備が進行していったことが指摘できる。

　さきに言及した石棒発見直後の発掘調査は，理学部教員の石田志朗が担当し文学部考古

学教室の大学院生であった中村徹也や中村友博，理学部地質学鉱物学教室などの学部学生

や大学院生らが調査の主力となり，文学部考古学教室の小林行雄，理学部人類学教室の池

田次郎が調査指導という体制でおこなわれたが，翌１９７３年４月には文学部に発掘調査担当

の教員が１名配属され，７月には京都大学遺跡保存調整委員会が設置されるなど，埋蔵文化

財調査の組織化の動きがはじまったとみてとることができる。そして，１９７５年３月１８日に

は埋蔵文化財調査室が設立されて職員２名が配置されるが，雇用をめぐる問題が生じたた

め，同年１２月１５日，埋蔵文化財調査室は閉室となっている（京大広報№１２０）。

　しかしこの間にも，学内の建物新営工事の計画が進行していたため，１９７６年６月には農

学部構内遺跡調査会が，９月には和歌山県白浜町の理学部附属瀬戸臨海実験所構内に所在

する瀬戸遺跡の調査のために瀬戸臨海実験所構内遺跡調査会が発足して，組織的な調査が

おこなわれた〔京大調査会１９７７〕。さらに，翌１９７７年７月には，学内組織として埋蔵文化

財研究センターが設立され，京都大学から委託を受けて発掘調査にあたる京都大学構内遺

跡調査会とともに，埋蔵文化財の調査・研究をおこなうようになったのである〔京大埋文

研１９７８〕（７）。

　こうして組織が整備されていくとともに，１９７６年度以降は吉田キャンパスの全構内にお

いて，建物新営や埋設管工事に伴なって，試掘調査や立合調査も実施されるようになり，

１９７６年度には７件の試掘調査と１４件の立合調査，１９７７年度には３件の試掘調査と５件の立

合調査がおこなわれた（吉田キャンパス外の調査は除外）。このような地道な調査の結果，

北部構内のみならず，吉田キャンパス全域にわたって，遺跡が存在することが明らかにな

ってきたのである。

　このようにみてくると，１９７２年の石棒の発見から１９７７年の埋蔵文化財研究センター設立

までの５年間は，学内における埋蔵文化財の調査・研究という点において，大きな転換期

であったといっても過言ではない。そして，この転換期の起点を作ったのが石棒の発見で

あった。
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図１０３　『京都市遺跡地図』にみる京都大学吉田キャンパスにおける遺跡の変遷
　　　　（梨地の部分が遺跡として周知された範囲）

石棒発見のその後と大学構内の埋蔵文化財



　４　石棒の観察

　前章まで，石棒の発見の経緯とそれに付随する学内の埋蔵文化財行政の展開についてみ

てきた。本章では，石棒そのもののもつ考古学的意義について検討したい。なお，本例と

関わりのある晩期の石棒は，１９７４年の発掘調査（図１００－１２地点）でも１点出土している

が〔中村１９７４〕，写真が示されたのみで周知されているとは言い難い。また，注３でふれ

た由来不詳の石棒についても今まで紹介されてこなかったので，最初にこれらの石棒につ

いて，実測図と写真を掲げて簡単な解説を加えたのちに，１９７２年採集石棒を取り上げるこ

とにしよう。

　⑴　由来不詳の石棒（図版３０，図１０４－１）

　北部構内でみつかったことは確かであるが，どのような経緯で当センターで保管するこ

とになったのか，不明な石棒である。形態・石材から，中期末の石棒と判断する。

　先端部，基部をともに欠く胴部破片。外面は研磨によって仕上げているとみられるが，

石材に由来すると見られる小さな凹みが多数認められる。現存長２１．６尺，現存幅１６．４尺。

　図で表現した外面の反対側は，被熱のため表面が半分強剥落している。復元した断面直

径は１６．６尺前後。近畿地方最大の石棒である綾部市葛禮本神社例〔小林編２００１〕の最大径

１８．６尺には及ばないが，それに匹敵する大きさである。葛禮本神社例が全長９３．５尺をはか

るので，それに近い長さに復元できるであろう。

　本例を含めて，注４で指摘した中期の石棒３点は，肉眼観察ではほぼ同一の石材とみら

れる。このうち発掘調査で出土した石棒基部〔京大調査会１９７７，図版４３〕については，石

材鑑定がおこなわれ珪長岩と同定され丹後半島の流紋岩溶岩の噴出口の岩石の可能性が高

いとされている〔京大調査会１９７７，p.２４〕。

　１９９３年，丹後半島の西側に位置する兵庫県城崎郡竹野町（現・豊岡市）見蔵岡遺跡で，

流紋岩質溶結凝灰岩を用いた中期末の石棒製作跡が発見された〔大下ほか１９９７〕。この整理

過程において，見蔵岡遺跡の石棒の材質と付近に所在する露頭の観察・分析をおこなった

垣田平治郎に，１９７６年出土の石棒基部を観察していただいたところ，見蔵岡遺跡のものと

は石質が異なり，豊岡市城崎町結地区の安山岩質凝灰岩に類似するという所見をいただい

た。見蔵遺跡のほかにも豊岡市辻遺跡で中期末に石棒を製作していたことが明らかとなっ

ており〔大下２００１ｂ〕，丹後半島の西側の地域ではこの時期，複数の遺跡で石棒の製作を

していた。本例もこうした遺跡の一つから，はるばるともたらされたものであろう。
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　中期末に編年できる類似した石材の大型石棒は，京都市上賀茂遺跡〔坂東１９６５〕をはじ

め，向日市南山遺跡〔秋山１９９０〕，京田辺市薪遺跡〔増田・柴２００７〕など京都南部の複数

の遺跡で発見されている。中期末でもその新しい段階に，近畿北部（日本海側）の「平式」

土器が近畿南部に進出してくる現象と石棒の流通を重ね合わせることも可能である。

　⑵　１９７４年出土の石棒（図版３０，図１０４－２）

　農学部総合館建設に伴う発掘調査（図１００－１２地点）で出土した石棒である。

　緑色を呈する片岩製の破片資料。現存重量１１９．４ｇ。現存最大長８．５尺を測り，基部側，

頭部側ともに欠損する。また，図で表現した外面の反対側は節理面に沿って中心部近くま

で破砕している。残存形態から判断して，刃部を作出しない石棒と理解する。断面形がほ

ぼ円形とみれば直径は４．２尺前後，やや楕円形を呈するとみれば，長径４．２尺，短径３．６尺前

後となる。外面には細かい研磨痕が長軸方向に観察される。小型の精製石棒である。

　この時の調査では，縄文中期・後期前葉・晩期末，弥生前期の遺物が出土している。そ

の後，周辺地区の調査も進行しているが，後期後葉～晩期前葉は遺跡の空白期となってい

る。利用されている石材や出土土器から判断すれば，晩期末の凸帯文期に属すると考える

のが自然であるが，凸帯文期にはこうした小型石棒は急速に消滅すると理解されており，

やや問題が残る。また，凸帯文期であれば，次に解説する１９７２年採集石棒とほぼ同時期と

なり，同一時期における精粗の２タイプの石棒という理解も可能となるが，時期差の可能

性も残されているので，結論は保留しておく。

　⑶　１９７２年採集の石棒（図版３０，図１０４－３）

　現在，石棒はほぼ中央部で２つに割れている。割れ面が新鮮であることから，工事の最

中，出土に際して割れたものであって，もともとは完形品であったとみてよい。結晶片岩

製で敲打によって整形された，いわゆる粗製大型石棒である。

　長さは６２．７尺。最大幅は７．８尺，最大厚は４．３尺，重量３．７８手をはかり，扁平な断面形と

なる。平面形は，両端部とも丸みをもっておさまる無頭の形態であるが，実測図下端側の

幅６．６尺，上端側の幅５．３尺で，下端側の膨らみが強い。使用に際して，上下が意識された

可能性も考えておきたい。

　続いて石棒の所属時期を検討しよう。工事中の不時発見であることから，出土状況や共

伴遺物からの検討はできない。ただし，本石棒が長い距離を移動したのでないと仮定すれ

ば，この石棒を包含していた地層は，第２章で記したように第４層の灰褐色粘土であった

可能性がもっとも高いと理解する。その後の調査で，この地層は，弥生前期末の土石流堆
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積物に覆われており，縄文晩期後半の凸帯文土器から弥生前期の遺物を包含していること

などが明らかになっている。したがって，この層位から出土したと仮定すれば，縄文晩期

後半～弥生前期ごろに年代を絞り込むことは可能であろう。

　このような想定は，石棒の型式学的検討からも追認できるであろうか。

　近畿地方では，晩期の前半には装飾をもつ精巧な石剣・石刀類が盛行するが，晩期終末

の凸帯文期には衰退し，かわって結晶片岩製の大型の粗製石棒が盛行することが１９８０年代

に明らかにされた〔泉１９８５，大下１９８８〕。しかし，その産地については結晶片岩という石

材から紀ノ川流域が想定されたが，石棒製作遺跡が見つかっていたわけではないので漠然

とした想定にとどまっていた。その後，１９９０年代にはいって，兵庫県と徳島県で重要な遺

跡の発見があった。神戸市大開遺跡〔前田編１９９３〕と徳島市三谷遺跡である〔勝浦１９９７〕。

　大開遺跡では，近畿地方においては弥生前期でも最古の環濠集落が発見されたが，ここ

から，結晶片岩製の粗製大型石棒が１２点みつかり，この時期まで石棒祭祀が継続していた

らしいことが明らかになった。三谷遺跡では，多量の凸帯文土器と少量の遠賀川式土器に

伴なって１８点にもおよぶ結晶片岩製の粗製大型石棒が出土した。

　三谷遺跡と三谷遺跡から南東３灼に位置する名東遺跡を再検討した中村豊は，両遺跡と

もに石棒の未製品が出土していること，両遺跡に隣接する眉山北麓から結晶片岩の中でも

特徴的な紅簾片岩が露頭や転石の状況で採集できることをつきとめた〔中村２００１〕。これに

よって，三谷遺跡や名東遺跡といった徳島市の眉山北麓の遺跡で生産された粗製大型石棒

が近畿一円に流通した可能性が高いこと，縄文晩期終末から弥生初頭という新来の文化が

到達しつつある変革期に，石棒を用いた伝統的な祭祀をおこなっていたことなどがわかっ

てきたのである〔中村２００５・２００９〕。

　北白川追分町遺跡採集の石棒は，その型式学的特徴から判断して，まさにこの時期のも

のであると理解できる。それは，上述した出土状況の想定とも矛盾しない。大きさについ

て付言しておくと，完形の遺存例は３例しかなく，徳島県三谷遺跡が６５．６尺，奈良県橿原

遺跡が６０．０尺，そして本例が６２．７尺である。完形例の少ない中で，３例ともに６０尺台のほ

ぼ前半にまとまることは，中村豊も指摘しているように〔中村２００１〕，規格性が存在して

いたことを示唆している。

　最後に，この石棒がどのように扱われたのか，について考えておこう。繰り返し述べて

いるように，工事中の発見のため，出土層位などは不明である。しかし，出土地点周辺に

おいてはその後の調査データを総合して弥生前期ごろの地形を復元する試みがなされてお
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図１０４　京都大学北部構内でみつかった石棒（１：採集年不明，２：１９７４年出土，３：１９７２年採集）
　　　　縮尺　１鍬４（１・３），１鍬２（２）
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り，出土地点がどのような環境に当時あったかをある程度類推することができる〔泉１９７８，

清水１９８５，冨井２００５〕。石棒が出土した地点は，弥生前期末ごろに，土石流の本流が流れ下

った地点の北辺にあたっている。居住域があったと想定できる微高地部から南側に下った

自然流路を望む斜面である。

　この時期の石棒の出土状況を整理した中村豊によれば，粗製大型石棒は墓域から出土す

る場合が多いが，旧河道内から単独で出土する例も多く，前者では細かく輪切り状に破砕

された例が多いのに対して，後者ではやや大型の個体が出土する例が多いとのことである

〔中村２０１０〕。

　出土地点や層位を正確には把握できないものの，現在までに復元されている地形復元で

出土地点が旧河道の岸辺あたりであるという点，また完形品であるというあり方から判断

して，墓域にともなった可能性よりも，旧河道との関係，すなわち水辺で石棒を用いた祭

祀が執りおこなわれ，そののちに遺棄ないしは埋納されたという状況を考えてみたい。

　石棒採集地点から西へ１５０杓ほど流れ下った地点には弥生前期の水田が構築されている

〔伊藤ほか２００５〕。また近年の調査では，晩期末凸帯文期にも遺跡内の微凹地を利用して水

田が営まれていた可能性も指摘されている〔冨井ほか２０１２〕。想像をたくましくすれば，水

辺で執り行われた石棒祭祀とは，水田耕作すなわち水利の維持・管理にかかわる儀礼の一

環であったのかもしれない。もしそうであるなら，縄文文化に深く根ざした石棒という祭

祀の道具を用いて，新来の技術の運用を祈念していたことになる。文化変容の具体的な姿

をここに認めることができるのかもしれない。

　５　小　　　結

　小稿では，１９７２年京都大学北部構内で工事中に偶然発見された石棒について取り上げ

た。前半部分では，石棒発見の経緯をふりかえりつつ，この発見が大学構内における埋蔵

文化財行政にどのような影響を及ぼしたのかを論じた。後半部分では，石棒そのものの考

古学的情報を記載し，この石棒の考古学的意義を検討した。あわせて，北部構内から出土

しているものの，未報告であったりあるいは紹介が十分ではない石棒２点についても写真

と実測図を掲げて解説を加えた。

　当該期の石棒の完形例は，本例を含めても３例に過ぎない。発見当時，速やかに公表さ

れていれば，完形の結晶片岩製石棒としては，奈良県橿原遺跡出土例につぐ２例目の発見

となり，帰属時期の問題も含めて注目されたに違いない。石棒が一般に公開されたのは発
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見から約２０年後の１９９１年，文学部博物館（現・総合博物館）でおこなわれた春季企画展

「先史時代の北白川」の時であった。その後は資料集成などでも取り上げられるようにな

り〔大下２００１ａ〕，その存在は広く知られるところとなったが，採集の経緯などについて

は十分な記載がなされてこなかった。小稿がその任を果たすことができれば，筆者の目的

の一端は達せられる。

謝　　辞　　石棒採集の経緯および石棒が採集された１９７０年代の埋蔵文化財をめぐる状況

について，以下の皆様から懇切丁寧なご教示をいただいた。

　石田志朗，泉拓良，入野健志，上原真人，大野照文，岡崎美彦，清水芳裕，樽野博幸，

都出比呂志，（故）浪貝毅。

　とくに，石田志朗先生，都出比呂志先生からは，当時の調査記録の使用をご許可いただ

いた。また，石棒研究の現状については大下明氏，中村豊氏からご教示を受け，１９７１年の

長岡京跡発掘調査については梅本康広氏から文献のご教示をいただいた。

　以上の諸先生・諸氏に末尾ながら，心からお礼申し上げます。

〔注〕
（１）　 京都大学北部構内に所在する遺跡については，現在，行政的には，北白川追分町遺跡と北白

川追分町縄文遺跡という２つの遺跡名が付されている〔京都市文化市民局２００７〕。
　　　　北部構内はもとは農学部構内と呼ばれていたところから，最初は京大農学部構内遺跡と呼ば

れるが〔横山・佐原１９６０〕，農学部構内が北部構内へと改称されたことに伴ない，京大北部構
内遺跡と呼ばれるようになった。その後，字名を遺跡名とするという方針から，２００３年におこ
なわれた京都市による遺跡地図改訂以降，北白川追分町遺跡と呼ばれている。こうした遺跡名
の変更とは別に，縄文時代の遺跡であることを強調して，北白川追分町縄文遺跡という呼称も
使用されている。

（２）　 角田文衛は，北部構内で採集されたという３点の巴文軒丸瓦を紹介しており〔角田１９７０〕，
また当センターには１９５６年に羽館易が北部構内（図１－３地点）で採集したとみられる縄文土
器が保管されている〔京大埋文研１９７８，第３表〕。石棒発見の前年にあたる１９７１年には石田志朗
によって，農学部総合館建設工事中に弥生土器が採集されている（図１－４地点）。

（３）　 北部構内で今までに調査で出土したか採集された石棒類は，本例を含めて９点を数える。大
型で凝灰岩製の３点は中期末，結晶片岩あるいはスレート製の６点〔本例，中村１９７４－図版Ⅹ
Ⅵ，京大埋文研１９８５－４４７，京都大学北部構内ＢＦ３１区調査班１９８７－Ⅰ８５～Ⅰ８７〕は晩期の石
棒とみられる。なお，結晶片岩製の石製品がもう１点出土しており，石棒の可能性も考えられ
ているが，打製石斧に類似する形状から断定は避けられている〔冨井ほか２００７，図版４６－Ⅲ
１１６〕。

　　　　３点の中期末石棒のうち，１９２２年藤本理三郎によって採集された石棒の頭部〔横山・佐原

小　　　　結



１９６０〕と１９７６年の発掘調査で出土した石棒の基部〔京大調査会１９７７，図版４３〕は，同一個体の
可能性が高い。もう１点は現在まで正式な紹介がなされてこなかった資料である。由来がはっ
きりしないが，泉拓良によれば，調査で出土したものではないとのことである。この石棒につ
いては，第４章で解説する。

（４）　 ３週間後の８月１７日付，産経新聞朝刊には，理学部校舎増築工事に伴ない発掘調査がおこな
われることになったという記事が掲載されている。この中で，農学部新館工事現場から「縄文
式石棒１点や弥生式土器片が多数出土し，“周知の遺跡”であることを裏づけた」と記しており，
石棒が出土していたことが明らかになっている。

（５）　 文化財保護委員会が刊行した『全国遺跡地図』の京都府版は１９６５年に刊行されている〔文化
財保護委員会１９６５〕。このなかの遺跡一覧表には，「農学部構内遺跡」が登録され，７万５千分の
１地図上に赤丸（埋蔵文化財包蔵地）でその位置が示された。この時点で，「周知の遺跡」とし
て明示されたとも言えるが，本文中で言及したように，当初の試掘調査では，遺跡はすでに削
平されて消滅したと推測されていたし，地図上の赤丸も範囲を図示したものではないので，ど
の範囲が遺跡であるのか，曖昧さを残すものであったともいえる。そうした観点からすれば，
１９７２年京都市によって作成された『京都市遺跡台帳』で，北部構内全域を遺跡の範囲として明
示したことは画期的であった。

　　　　なお，１９７２年には京都府教育委員会によっても京都府内の遺跡地図が刊行されている〔京都
府教育委員会１９７２〕。これには，京都大学構内の遺跡として，「京大農学部遺跡」が登録され，
２万５千分の１の地図上に，濱田耕作が遺物を採集した地点付近を遺跡の範囲として示してい
るが，これは前出の『全国遺跡地図（京都府）』を踏襲したものと推測できる。また，『全国遺
跡地図（京都府）』の改訂版が１９７５年に刊行されている〔文化庁１９７５〕。この例言には，『京都府
遺跡地図』（１９７２年）と『京都市遺跡地図』（１９７４年）を基礎にして若干の補訂を加えたとあり，
大学構内の遺跡としては，北部構内の「京大農学部遺跡」と旧・教養部構内の「京大教養部構
内遺跡」および熊野構内の「白河北殿跡」が掲載されている。

（６）　 西部構内は，１９８６年の改訂で遺跡の存在が図示された（図４－ｄ）。現在では，病院西構内
西半の地域を除いて，京都大学吉田キャンパスのほぼ全域が遺跡として登録されている〔京都
市文化市民局２００７〕。なお，病院西構内西半の地にも近世の耕作関連遺構や遺物包含層が広が
っていることが近年の調査で明らかになっている〔千葉・冨井２０１１〕。

（７）　１９９２年４月からは，構内遺跡の発掘調査も埋蔵文化財研究センターが担うようになった。ま
た，２００８年４月には埋蔵文化財研究センターは組織改編され，文化財総合研究センターとなっ
て現在に至っている。
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