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第３章　京都大学北部構内ＢＨ３１区の発掘調査

冨井眞・伊東隆夫１・金井いづみ２・佐々木尚子３・
杉山淳司２・高原光４・辻本裕也５・那須浩郎６・
藤井裕之７・村上由美子８・Mechtild MERTZ２

　１　調査の概要

　調査地点は，京都大学北部構内の北辺中央に位置し，北白川扇状地の末端にあたる（図

版１－３５５）。ここに物理学研究棟の改築が計画されたため，これまでの周辺の調査成果を

勘案し，建物予定地の全域の発掘調査を２００９年７月６日～１２月２１日に実施した。調査面積

は８００釈である。

　本調査区は，北白川追分町遺跡に含まれる。調査区周辺では，先史時代を中心に様々な

成果が上がっているが，縄文時代の早期以前の地表面（２９９地点），中期の建物跡（１２３・

２９９地点），晩期の貯蔵穴（２２９・２９７地点）や埋没林（５６・１３５・２２９・２９７地点），弥生時代

の前期末の水田（２７６地点）や土石流通過痕跡（１０９・２９７・３２０地点），中期前葉の方形周

溝墓（５４・２２９地点）が，特筆される。また，歴史時代では，南方では鎌倉時代初期の火

葬塚が（５４地点），東方では室町時代の砂取穴群（２２１・２９９地点）が，それぞれ検出され

ている。そこで，今回の調査でもこれらに関連する遺跡の広がりが予想された。

　発掘調査の結果，中近世の鋤溝群，室町時代の砂取穴，弥生時代前期の土器片敷き遺構，

縄文時代晩期後半の加工痕のある樹幹と低湿地，縄文時代早期の旧地表面などを検出し

た。遺物は，縄文時代から近代におよび，整理箱６０箱を数える。

　発掘調査は冨井と笹川尚紀が担当し，発掘と整理を通じて，磯谷敦子，長尾玲，下坂澄

子，中西聡子，中西常雄，田邉貴子，高木康裕，川崎雅尚，白川靖祐，新田和央，樋口裕

樹が補助した。放射性炭素年代測定は，（株）加速器分析研究所がおこなった。本章は，第

１～３・１１節を冨井，第４節をMERTZ，第５節を藤井，第６節を辻本，第７節を杉山・

金井・伊東，第８節を村上，第９節を那須，第１０節を佐々木・高原が，それぞれ執筆し，

編集を冨井がおこなった。 （冨井） 

　１本学名誉教授　２本学生存圏研究所　３総合地球環境学研究所　４京都府立大学
　５パリノ・サーヴェイ株式会社　６総合研究大学院大学　７奈良文化財研究所　８本学総合博物館



　２　層　　　位

　現地表は平坦で標高６２杓をはかるが，厚さ１杓前後の表土を除去すると，旧地形が西下

がりだったことを認識できる（図７３～７５）。すなわち，表土直下の地層は，調査区西壁際

では，残存層厚２０尺の近代の遺物包含層（第１層）が標高６１．１杓であらわれ，調査区東辺

のＹ＝２５９０前後では，かろうじて残っている近世の遺物包含層（第２層）が標高６１．３杓で

認められ，調査区東壁中央付近では，標高６１．０杓ですでに縄文中期以前の灰白色砂礫層（第

６１層）となる。このように，本調査区は，白川の形成した扇状地の末端にあたり，Ｙ＝２５９０

前後にその傾斜変換点があったことがわかる。

　１　歴史時代の地層（図７３～７５）

　白砂混黒褐色土（第１層）は，ガラスやレンガの破片を含む京大買収以前の明治期の包

含層。灰褐色土（第２・３層）は，断面では色調から明瞭に２層に分離できるが，平面掘

削では，１枚の地層として掘削した。土師器には１段撫で手法のＦ類が目立つが，時期を

特定できるもっとも新しい陶磁器には１８世紀のものが含まれる。茶褐色土（第４層）は，

少量ながらも土師器Ｆ類を包含しているので，１５世紀と判断する。これらの層の下面は平

坦である。黒褐色土（第５層）は，土師器に１段撫で手法のＦ類を含まずに１段撫で素縁

手法のＥ類が出土するので，１４世紀である。なお，調査区東壁際で検出される砂取穴は，

埋土は茶褐色土ではないが，北辺で第５層を切っていることを確認している。

　第５層以下は，調査区東辺では，中世の砂取りの対象となった縄文時代中期以前の堆積

物である灰白色の砂や砂礫が分布しているが（第６１・６２層），それ以西では，砂層と土層

とが互層になっている（第６～１４層）。第６・１０・１３層の砂層は，いずれも，花崗岩粒か

らなる白川系流路の堆積物だが，東辺流路の埋土となっている部分とその西側数杓以外で

は，ラミナを確認しがたい。この層群の最下部の茶褐色粘土Ⅰ（第１４層）からその直上の

灰白色細砂（第１３層）へと上方粗粒化する氾濫性堆積の後にも，たびたび出水・滞水・離

水を繰り返していたと判断されるが，第１４層からも１段撫で素縁手法のＥ類が出土するの

で，この層群も１４世紀と判断できる。そしてこの層群の直下には，土壌化の著しい暗黒褐

色土（第１５層）が広く分布する。

　２　先史時代の地層（図７３～７６）

　暗黒褐色土は，傾斜変換点付近から傾斜上位までは砂質土（第１５’層）で，傾斜がほと

んどなくなる調査区西半は粘質土（第１５層）である。先史時代の遺物しか包含せず，もっ
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図７３　調査区壁面の層位１　縮尺１鍬１００

層　　　位
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図７４　調査区壁面の層位２　縮尺１鍬１００
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図７５　調査区壁面の層位３　縮尺１鍬１００

層　　　位



とも新しいものは弥生時代中期に帰属する。この層の掘削中に弥生前期の土器片敷き遺構

ＳＸ１を検出しているので，南方１００杓の５６地点でも確認されている弥生前期末の土石流

は，本調査区にはおよばなかったことになる。暗黒褐色土の下位には，傾斜変換点付近で

は，ラミナが認められる花崗岩粒からなり，部分的には鉄分の沈着が認められて黄褐色を

呈する，白川系流路の自然堆積層（第１６層）が分布する。それ以西では，シルト質土群

（第１７～１９層）が分布する。上部が青灰色を呈して下部は黄灰色を呈するところもあり，

特に調査区西部および北部には青灰色シルト質土（第１７層）が黄灰色シルト質土（第１９層）

よりも目立つ。また，傾斜変換点付近の南北流路の東には，南北流路に接して，土壌化が

進んで褐色がかった暗灰色シルト質土（第１８層）が局所的に堆積する部分があった。シル

ト質土群の下位には，砂質土群（第２０～２４層）が広く認められ，その下位には，ラミナの

明瞭な部分の多い灰白色砂Ⅱ（第２５層）が厚く堆積する。砂質土群の下部，灰白色砂Ⅱの

直上には，傾斜変換点より西にはやや土壌化した暗黄灰色砂質土（第２３層）などが介在し，

傾斜変換点の東には，土壌化の進んだ暗黒褐色砂質土Ⅱ（第２４層）がある。

　これら第１５・１７～２５層の層群は，およそ上方細流化の傾向がうかがえるので，第２５層を

もたらした水流が完全に離水していくまでの過程で形成されたと判断できる。遺物は，第

１５層，第１７層，第１９～２２層，第２３層，第２４層で区分して取り上げており，しっかりと土壌

化した第１５層からは弥生中期までの遺物が出土するのに対し，それ以下のシルト質土と砂

質土上部からは弥生前期以前の遺物までしか出土しない。第２５層直上では，砂質土下部で

ある第２３層と第２４層では，両者は分布域が異なるので直接的な堆積の前後関係はないもの

の，西側に分布のある前者からは弥生前期の土器が出土している一方で，東側にしか分布

しない第２４層からは弥生土器が出土していない。

　第２５層は，西辺ではラミナが不明瞭になるが，調査区中央付近から東側の壁面でラミナ

を観察すると，基本的には複数の単位の堆積物から成る（図版３３－６）。流向は，基本的

に東北ないし東北東からである。この層からは弥生土器は出土していない。第２５層の直下

には，部分的に細砂（第２６～２８層）が認められるところもあるが，厚さ５尺程度の粘土

（第２９～３２層）が堆積している部分が広い。この粘土層は色調に変化があり上位から順に，

黄白色粘土（第２９層），茶褐色粘土Ⅱ（第３１層），オリーブ灰色粘土層（第３２層）となって

いて，粘土層の下位に腐植土Ⅰ（第３３層）が広がる。この粘土層群の形成は，腐植土Ⅰの

上面での植物質の分解の程度の違いを反映したと思われるが，その上位の細砂群（第２６～

２８層），そして粗砂層（第２５層）へと，上方粗粒化を指摘できる。
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　第２６～３２層の細砂・粘土層群からは遺物の出土はなかったが，人の足跡が粘土上面で確

認された。第３２層には，希に広葉樹の葉が遺存していたので，年代測定を実施している。

そして，粘土層群の下位には，腐植土Ⅰ・Ⅱ（第３３・４３層）が広がる。腐植土については

後述するが，堆積時期は晩期末の滋賀里Ⅴで，多量の有機質資料が遺存していた。腐植土

Ⅱは，傾斜変換点以西の調査区ほぼ全域に広がる。そして，調査区西南部以外では腐植土

Ⅰと接している部分が多い。腐植土Ⅰと腐植土Ⅱの間には，調査区西南部では，粗砂や砂

質土や部分的に腐植した細砂なども堆積し（第３４～３９・４１層），また，調査区北辺中央や

南辺中央付近では，青緑色粘土（第４２層）が介在し，さらに分布域東端の傾斜変換点のや

や上方では，黄灰色ないし暗灰色の粗砂（第４０層）を確認できる。腐植土Ⅱの木材に対し

ては，周辺植生の解明および後述する加工痕をもつ樹幹との有機的関係を意図した試料採

取をして，樹種同定をおこなった（第７節参照）。

　腐植土Ⅱの下位は，調査区西半では，西辺中央から南辺中央付近にかけて帯状に青緑色

の粘土（第４４層）が堆積しているところもあるが，基本的には，紫灰色粘土（第４５層），

青灰色粘土（第４７層）と続く。紫灰色粘土と，青灰色粘土の上部１０尺程度は，滋賀里Ⅴの

遺物を包含する。それ以深の青灰色粘土では，晩期の土器は出土せずに，後期後葉の元住

吉山Ⅱ式や後期中葉の北白川上層式３期の，ほとんど摩滅していない土器が出土するが，

上部約３０尺以深は遺物量が急減するので，掘削はこの層で終えた。なお，調査区中央付近

には，紫灰色粘土と青灰色粘土の間に，混礫青灰色粘土（第４６層）が分布し，分布東縁で

はその下位に灰色砂礫（第５６層）や灰白色粗砂（第６０層）が広がる。灰白色粗砂からは，

ほとんど摩滅していない中期末の北白川Ｃ式が出土した（Ⅱ２２５）。そして傾斜変換点の東

側の緩斜面では，暗灰色粗砂質土（第４８層），暗黒灰色粘質土（第４９層），暗褐灰色粗砂質

土Ⅰ（第５０層），暗褐灰色粗砂質土Ⅱ（第５２層）が堆積している。このうち，暗灰色粗砂

質土は，腐植土Ⅱの分布域より東側では，掘削時には腐植土Ⅱの上位の暗灰色粗砂（第４０

層）と分層できなかったので，出土遺物は最終的に第４０層に含めた。また，これらの土壌

化層は，必ずしも明確な分層によって掘削できたわけではないが，出土遺物の傾向として

は，暗黒灰色粘質土の下半あたりからそれより下位の暗褐灰色粗砂質土Ⅱまでは，元住吉

山式より新しい土器は出土していない。

　青灰色粘土（第４７層）は，調査区西端の断ち割りで，８０～１００尺の厚さになることを確認

している。その一方で，分布域の東縁でその直下の黄灰色や灰白色を呈する砂（第５７・６０

層）の上面が東方に向かって標高を高くしていくことから，青灰色粘土はこの砂層群を東
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肩とした淀みに堆積したことがうかがえる。その砂層群と傾斜変換点の間には，幅狭で南

北方向に展開するさらに小さな窪地があり，腐植土Ⅲ（第５１層）や腐植土Ⅳ（第５９層）の

ほか，青灰色シルト（第５４層）や灰色砂礫（第５６層）など，粒径や土壌化の程度の様々な

堆積物が，傾斜変換点の上方から分布が広がってくる砂質土や粘質土（第５０・５２・５３・５５

層）と，互層を成している。

　調査区西端での青灰色粘土の下位には，粒径１尺程度の黄褐色粗砂が介在する部分もあ

るものの，基本的には人頭大の礫を含む黄褐色砂礫層が広がる。しかし，調査区中央付近

の東西方向の断ち割りでは，その黄褐色砂礫層よりは粒径の小さい礫から成る，黄灰色を

呈する砂礫層が厚く堆積しており，そこでも，青灰色シルトや腐植土を確認した。黄灰色

を呈する砂礫層は，北壁のＹ＝２５８５付近の堆積と同様に，第５７・６０層などと一連のものと

思われる。なお，この断ち割りでＹ＝２５８３辺りで確認した腐植土は，縄文中期の摩滅した

土器片１点を包含していたが（Ⅱ２２４），層序的には腐植土Ⅳに対応するだろう。

　調査区東辺　　第５層以下では，上述の土層に先行して堆積していて中世の砂取りの対

象となった灰白色の砂や砂礫（第６１・６２層）が，残りの良い部分で２杓ほどの厚みで堆積

している。角礫を含む花崗岩主体の砂礫（第６１層）や，ラミナの明瞭な砂（第６２層）から

成る水成堆積層である。調査区東端でその標高は，調査区西端の中世の遺物包含層よりも

高い。そのさらに下位には，黄褐色シルト（第６３層），黄色粘土（第６４層）と続く。粘土

層の直下には，旧地表となっていた黒色土（第６５層）が，わずかに南西方向に傾斜しつつ

もほぼ水平に広がる（図版３４－６，図８８）。この土壌化層からは人工遺物が出土しなかった

ので，堆積時期を検討するために，炭化木片を２点採取して放射性炭素年代をおこなった。

測定値は，１２８４０±５２ＢＰと１２３４５±５３ＢＰである（誤差はいずれも１σ）。黒色土の上位

（第６１～６４層）は上方粗粒化していく一連の堆積と判断できるので，縄文早期以降で中期

末以前に，大規模な河川氾濫による流路変動があったと思われる。

　黒色土の下位には，いくぶん褐色がかった砂質土も含む砂質土群（第６６～６８層）が広が

り，その下位には灰白色粗砂（第６９層）が堆積している。第６５～６９層では，粗砂をもたら

した自然堆積層が，安定環境下になって土壌化していった様子がうかがえよう。なお，こ

れらの砂質土群の中には，お互いに貫入するような状況を呈する部分もあるので，堆積後

に，地震などによって変形を受けている可能性が高い。また，調査区北半で確認できた黒

色土・黄色粘土・黄褐色シルトの分布域西端での西方への急激な落ちは（図７４・７５），河

川の側方浸食ないし断層状の地層変形を物語っている可能性がある。 （冨井）

層　　　位



　３　遺構と遺物

　１　歴史時代の遺構と遺物（図版３２，図７７～８０）

　歴史時代の遺物では平安時代のものが多いが，その時期に限定できる遺構は確認できな

かった。遺構面は４面確認したが，いずれにおいても，遺構や包含層の年代を特定する遺

物で図化できるものが微量なので，遺物に関しては，年代決定根拠とした遺物の品目列記

にとどめる。白砂混黒褐色土を除去した灰褐色土Ⅰ上面では，水口状の切り込みをともな

う畦を確認した（図版３２－１，図７７）。水田跡と判断する。埋土の白砂混黒褐色土はガラス

破片を含むので，この水田は，京都大学がこの一帯を買収する以前の明治期のものであろ

う。その下位では，灰褐色土，茶褐色土，黒褐色土，を埋土として直交する鋤溝群を，そ

れぞれ茶褐色土，黒褐色土，明灰色砂質土・灰白色砂の上面で検出した（図版３２－２～４，

図７８～８０）。出土遺物はほとんどが細片だが，もっとも新しい時期の遺物を抽出すれば，そ

れぞれ，１８世紀の磁器，１５世紀の土師器（１段撫で手法のＦ類），１４世紀の土師器（１段

撫で素縁手法のＥ類），となるので，それに依拠して年代を決定した。また，茶褐色土上面

では，東西方向にはしる土手状の高まりを検出した（図７８）。中世に築かれたこの高まり

は，江戸時代には野壺ＳＥ１をともない，その後も明治期まで踏襲される（図７７）。

　調査区東辺では，茶褐色土除去後に，茶褐色土とは異なる埋土だが黒褐色土を切ってい

る砂取穴群を確認した（図８０）。出土遺物には縄文土器なども含まれるが，もっとも新しい

ものは，Ｅ類の土師器なので，１４世紀以降の掘削と判断する。出土遺物の型式学的特徴は，

本調査区南東１００杓に位置する２９９地点の砂取穴群のそれに符合する〔冨井２００８〕。

　人為的な遺構ではないが，暗黒褐色粘質土（第１５層）の上面で，偶蹄類の足跡を含め多

数の動物の足跡と思われる５尺前後の不整形のくぼみを確認した（図版３２－６）。埋土は

砂・細砂で深さは，３尺程度のものから１０尺近いものまで，まちまちである。

　このほかに，調査区東辺で自然流路（東辺流路）を，調査区東南辺や北壁で地震による

液状化と思われる痕跡を，それぞれ確認した。東辺流路は，後述する先史時代の南北流路

を踏襲した位置・流向である（図版３３－６）。液状化痕跡は，北壁の異なる層序において

複数箇所で確認できる（図７５）。大きな地震が複数回あった可能性はあるが，各々の年代を

特定することは難しい。

　２　先史時代の遺構（図版３１～３５，図８１～８８）

　ＳＸ１　　調査区東辺の暗黒褐色砂質土（第１５’層）を掘削中に，南へ流れる南北流路
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１２１

図７８　灰褐色土Ⅱ除去後の遺構　縮尺１鍬４００

図７７　白砂混黒褐色土除去後の遺構　縮尺１鍬４００
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図８０　黒褐色土除去後の遺構　縮尺１鍬４００

図７９　茶褐色土除去後の遺構　縮尺１鍬４００



１２３

の起点と思われる部分のやや北側で検出された，弥生時代前期の土器片敷き遺構（図版３３

－２）。底面には，内面上向きで口縁を南西方向に向けた，胴部下半まで残存する約３０尺長

の甕の大型破片があり（Ⅱ２），底部側の縁には，壺の胴部最大径部の破片が，甕の破片

と組み合うように立位で据えられている（Ⅱ１）。ともに，破断面は摩滅している。甕の胴

部下半の直上には直径１０尺程の円礫があった（Ⅱ２４９）。標石だったと思われる。

　ＳＤ２１４　　灰白色粗砂Ⅱ（第２５層）上面で調査区西辺で検出された，北北東から南南

西にはしる直線的な溝状のくぼみで（図版３３－４），埋土はやや土壌化している砂質土（第

２３層）である。幅２０尺前後で深さは５尺程度をはかる。出土遺物は，縄文中期ないし後期

と思われる土器の細片が１点のみだが，層準からは弥生時代前期と判断できる。

　加工痕をもつ樹幹　　調査区東辺の灰白色粗砂Ⅱ（第２５層）の下部を掘削中に，樹径５０

尺以上，残存長６杓以上で，上面や根元を中心に加工痕をもつ大木を確認した（図版３４・

３５，図８３）。樹種はコナラ節で（第４節参照），加工痕には複数の種類がある（図版３５－２

～６）。東西方向に横たわり，東が根元だが，全体に捻れている。西端では，上面にオリー

ブ灰色粘土（第３２層）がこびりつき，下部は腐植土の下位の青灰色粘土（第４７層）に達し

ている。根元では，暗灰色砂質土（第４８層）の直下，暗褐灰色粗砂質土Ⅰ（第５０層）直上

に，ヘドロ状に朽ちた木質が層状に堆積していたので，堆積層序は第５０層より上位と判断

図８１　暗黒褐色土掘削中・除去後の遺構　縮尺１鍬３００
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するが，樹幹上面が完全に露出したのは腐植土Ⅱ（第４３層）の掘削中である。

　周辺からは樹皮が多く出土した。特に大木の西辺が高密度だったので，試料採取に反映

させた。樹幹中央付近の南側では，樹幹に近接して腐植土Ⅰ（第３３層）から摩滅していな

い滋賀里Ⅴと思われる土器片が立位のものも含めまとまって出土した（Ⅱ３）。それらは，

大木よりも下位の腐植土Ⅲ（第５１層）から出土した同一個体の口縁部破片と接合するが，

接合面には摩滅を認められない。なお，樹幹から剥がれずに残っていた樹皮をサンプルと

し，２試料の放射性炭素年代測定をおこなった。測定値は，２６０１±２９ＢＰと２５６１±２７ＢＰ

だった（誤差はともに１σ）。加工痕跡については第８節で詳述する。

　足　跡　　遺構とは言いがたいが，調査区西端の灰白色砂Ⅱを除去した黄白色粘土（第

２９層）上面と，調査区南辺中央の灰白色砂Ⅲ（第３５層）を除去した腐植土Ⅱ（第４３層）上

面で，滋賀里Ⅴの時期のヒトの足跡を確認した。粘土質の面に砂が埋積していたので発見

が容易であった。黄白色粘土上面では，東へ向かった数歩の並びなど足取りを復原できる

ほどに数が少なく，また，残存している足跡のサイズは，２５尺程度である（図版３３－５）。

腐植土Ⅱ上面では，多数の足跡が入り乱れている（図版３４－２）。

　以下は，遺構ではないが，特徴的な自然地形や自然現象の痕跡について説明する。

　腐植土（図８５～８７）　 　傾斜変換点から西に分布し，分布域の東辺は有機質の遺存状態
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図８２　灰白色粗砂Ⅱ上面検出の遺構　縮尺１鍬３００
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が良く，腐植土の厚みもある。腐植土は便宜的にⅠ～Ⅲに分離した。腐植土Ⅰ（第３３層）

は，第２５～３２層の水成堆積層に覆われていて，調査区北西部には分布しない（図版３１－２）。

上面は砂や粘土に覆われた旧地表面となる部分が多い。調査区南辺のＹ＝２５６５～８０辺りで

は，最上部から５尺前後に炭化物の薄層が断続的に認められる。

　腐植土Ⅱ（第４３層）は，腐植土分布域のほぼ全域に認められ，東辺を中心に多くの木材

が出土した（図版３４－２）。東北部には，被熱材も目立つ。分布域の西半には腐植土Ⅰとの

間に灰白色粗砂Ⅲ（第３５層）が堆積しいているが，東半では上部は腐植土Ⅰと接しており，

明確な分層は困難である。また，下部は落ち込み状になって腐植土Ⅲと接する。

　腐植土Ⅲ（第５１層）は，傾斜変換点付近にしか分布せず，腐植土Ⅱとの間に砂質土が介

在する分布域東縁を除けば，腐植土Ⅱ落ち込みとの明確な分離は困難である。ここから

は，長軸がおよそ南北方向になる多数の樹木・枝が出土している（図版３４－５）。

　これら３つの腐植土層から出土したもっとも新しい土器は，縄文晩期で，腐植土Ⅰでは，

２条突帯の深鉢破片がまとまって出土した（Ⅱ７）。腐植土Ⅱでも，２条突帯の滋賀里Ⅴが

確認できる。そして腐植土Ⅲは，樹幹の傍らで出土した１条突帯の深鉢と接合した，滋賀

里Ⅴと同時期と思われる深鉢破片が出土しており（Ⅱ３），同様の時期と判断する。

　このほか，北壁東辺と，調査区中央の東西断ち割りトレンチの東辺には，腐植土Ⅲの下

位にも腐植土が点在する。どちらでも面的広がりを十分には確認できなかったが，とも

に，腐植土Ⅲの下位ということで，腐植土Ⅳ（第５９層）として把握した。また調査区西南

には，腐植土ⅠとⅡの間に，砂層に挟まれる細砂混じりの腐植土ⅠＢ（第３８層）がある。

　腐植土については，堆積環境が徐々に変わりながら結果的にシート状に腐植土が分布し

たのか，調査区のかなりの部分で同時に腐植土が形成されたのか，手がかりを得るために

放射性炭素年代測定をおこなった。試料採取にあたっては，腐植土の分布域に照らして，

南壁を東西方向に採取することを基本としたが，傾斜変換点付近では，南壁面では採取し

づらかったので，東西畔および杭柱（Ｘ＝２２９０／Ｙ＝２５８０）を用いた。試料は，できる限

り，広葉樹の葉としたが，分解が進んでいるところでは，種子も用いた。測定値は，腐植

土Ⅰは，東から順に２５４９±２９ＢＰ（東西畔：葉），２４９０±３０ＢＰ（杭柱：葉），２５９２±３２Ｂ

Ｐ（南壁：葉），２４７３±３０ＢＰ（南壁：葉）であり，腐植土ⅠＢは２４８６±３１ＢＰ（南壁：

葉），腐植土Ⅱは，東から順に２５５０±２７ＢＰ（東西畔：葉），２５２５±２６ＢＰ（杭柱：葉），

２５２４±２６ＢＰ（南壁：種子），２４９１±２８ＢＰ（南壁：葉）で，腐植土Ⅲは最下部で２７２３±３１

ＢＰ（東西畔：葉），腐植土Ⅳは２９２５±３１ＢＰ（北壁：葉）である（誤差はいずれも１σ）。

１２６

京都大学北部構内ＢＨ３１区の発掘調査



１２７

また，腐植土直上のオリーブ灰色粘土では，東から順に２５３３±２８ＢＰ（東西畔：葉），

２５７０±３２ＢＰ（杭柱：葉）で，紫灰色粘土では，東から順に２６６６±３２ＢＰ（杭柱：種子），

２５６７±３０ＢＰ（南壁：葉ないし小枝表皮）である。

　腐植土の掘削は，通常の人為発掘でおこない，土壌回収や篩がけなどはしなかったが，

クルミなどの堅果類を数多く回収できた。堅果類は，Ｙ＝２５７５以東から多量に出土した

が，狭小な面積に集中するわけではなく，密度の高いところでも５０個／１釈程度である。

種別では，クルミが圧倒的で，回収した個体数約４０００点では堅果類全体の９割を超え，そ

のうちヒメグルミは数点で９９％程度がオニグルミである。オニグルミについては，回収分

の約４０００点のうち２２００点余に対して，最大長・最大幅の計測をおこなった。その平均値は，

長軸２７．８勺・短軸２３．０勺である。また，ヒトや動物によると思われる破砕痕跡の有無も，

その２２００点余について確認した。腐植土Ⅲおよび腐植土Ⅱ落ち込みでは全体の４割前後だ

が，腐植土Ⅰ・Ⅱでは完形・半完形のものとの比率が逆転して６割程度になる。腐植土か

らは，このほかに石器や被熱した樹木破片や加工痕跡のある木片，昆虫遺体なども出土し

ているが，人骨や獣骨は確認できなかった。

　流　路　　先史時代の自然流路については，大小様々なものを確認しているが，ある程

度の面的広がりをとらえたものは以下の２つである（図８１）。調査区東辺の傾斜変換点付近

では，北北東から南南西への流路を確認した（南北流路）。南北流路は，北壁断面でもか

すかに確認できるものの面的にはすぐに途切れ，再びＸ＝２３００辺りに深みのように出現し

た後は，二股に分かれながら厚い砂層（第１６層）を堆積させる。歴史時代の東辺流路とは，

断面観察では分層可能なので呼び名を分けたが，平面掘削時には層の境界を見分けられな

かった。もっとも新しい部分（第６層）では，１４世紀以降の堆積層である第８層の黒褐色

細砂質土を切っているが，もっとも古い部分（第１６層）は，暗黒褐色土の下位のシルト質

土群と同様の時期と思われ，弥生時代前期までさかのぼる（図版３３－６）。

　暗黒褐色土の下位のシルト質土上面で，暗黒褐色土を埋土としてやや蛇行しながら西北

西方向にのびる，東辺流路から分岐したようなくぼみを検出した（ＳＲ１）。弥生中期の土

器が出土している（Ⅱ４）。自然地形は基本的に北東方向から南西方向への傾斜をとるのに

対してＳＲ１はそれに直交するような方向をとることから，導水を意図した人為的な掘り

込みの可能性もあるが，暗黒褐色土上面ではＳＲ１の南側にＳＲ１と並行するような高ま

りがある（図８４）。なお，埋土は暗黒褐色土で，流水の痕跡は認められない。

　地震痕跡　　これも人為的な遺構ではないが，複数の地震痕跡を確認している。東辺に
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図８５　腐植土Ⅰ上面　縮尺１鍬３００

図８４　暗黒褐色土上面　縮尺１鍬３００
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図８７　腐植土Ⅱ・Ⅲ除去後　縮尺１鍬３００

図８６　腐植土Ⅱ上面　縮尺１鍬３００
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分布する黒色土（第６５層）の上面で，北東から南

西方向の地割れ状の砂脈を確認した（図８８）。南壁

の堆積の観察によれば，黒色土の下位の砂質土群

も堆積後に変形を被っていると思われる（図７４）。

黒色土の形成が，含有炭化物の放射性炭素年代値

が示す１２５００年前頃とすれば，縄文時代早期頃に

相当するので，これらの痕跡を残した地震の時期

は，層序的にみて，早期から中期末の間におさま

る可能性が高い。

　腐植土Ⅰの上面では，噴砂と断層状の地層のず

れを確認した（図版３３－３，図８５）。断層状の地層

のずれは，調査区中央付近をおよそ南北方向には

しる（図版３１－２）。噴砂は調査区西南隅のものが明瞭で，北北西から南南東にはしる（図

版３３－４，図７４）。腐植土Ⅰの上面で判然としたこれらの地震痕跡のうち，中央付近のもの

は，暗黒褐色土上面で検出していた浅い溝状のくぼみとほぼ一致することが発掘後に判明

したので（図８４），この痕跡をもたらした地震は弥生時代中期よりも新しい時期のものと判

断する。また，西南隅のものも，暗黒褐色土除去後の青灰色シルト質土の上面で確認して

いた不定形な溝状の落ち込みとほぼ一致していたことが発掘後に判明した（図８１）。暗黒褐

色土の上面ではそうした痕跡がないことから，この痕跡をもたらした地震は弥生時代前期

頃と判断するが，第６節のＸ線写真観察によれば弥生中期の可能性が高い。

　３　先史時代の遺物（図版３６～４６，図８９～１１２）

　先史時代の遺物は，総数で３０００点前後出土している。そのうち，遺構に関わるものは，

Ⅱ１～Ⅱ３の土器とⅡ２４９の自然石である。

　土器・土製品　　Ⅱ１・Ⅱ２は，暗黒褐色砂質土（第１５’層）で検出した土器片敷き遺

構ＳＸ１を構成する弥生土器。Ⅱ１は壺の胴部。外面はミガキで，内面はナデ調整と思わ

れるが摩滅している。Ⅱ２は甕で，外面は頸部の２条沈線以下では，ハケメを完全にナデ

消していると思われるが，２条沈線の上方には，ナデ消されずに残った横位のハケメを認

められる。Ⅱ３は，樹幹のすぐ横で腐植土Ⅰ（第３３層）からまとまって出土した１条突帯

の突帯文土器で，破片の中には立位で出土したものもある。口縁部から下がったところを

めぐる突帯は，断面が三角形で，刻みはＯ字形。口唇部の面取りはなく，外面は全体的に
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図８８　黒色土上面　縮尺１鍬３００
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横方向のナデ調整でケズリ痕跡は見られない。肩部に突帯がめぐらないものの，突帯の位

置や形状や刻み，口縁部や胴部の形状から判断して，滋賀里Ⅴに併行すると思われる。な

お，口縁部のもっとも大きい破片のみ，数十尺下位の腐植土Ⅲ（第５１層）から出土してい

るが，接合面に摩滅はまったく認められない。

　Ⅱ４～Ⅱ６・Ⅱ９～Ⅱ４７は，暗黒褐色粘質土（第１５層）および暗黒褐色砂質土（第１５’

層）から出土した。Ⅱ４は近江系の弥生土器の壺で，頸部に横走する沈線がめぐるので，

中期前半の年代を与えられる。Ⅱ５は弥生土器の壺で，外面は口縁部付近まではハケで，

口縁部はそれをヨコナデが切っている。頸部に沈線が１条確認できるが，沈線の形状から

は篦描きか櫛描きかはわからない。器形や調整から前期と判断する。Ⅱ６は無刻みの突帯

文土器で，肩部には突帯がめぐらない。口唇部をつまむように撫でており，滋賀里Ⅴに併

行するだろう。

　Ⅱ９～Ⅱ３６は縄文土器。Ⅱ９～Ⅱ１２は早期前半の押型文土器で，いずれもあまり摩滅し

ていない。Ⅱ９・Ⅱ１０は大川式の市松文で，Ⅱ１１は神宮寺式と思われる舟形沈文。Ⅱ１２は

厚手の山形文なので，高山寺式よりは古い黄島式頃と思われる。Ⅱ１３は特殊突帯をもつ前

期の北白川下層Ⅲ式で，Ⅱ１４も北白川下層Ⅲ式ないし大歳山式併行だろう。本調査区から

は前期のこの時期の土器片が数十片出土しているが，押型文土器とは対照的に，ほとんど

が摩滅している。Ⅱ１５は中期後半の咲畑式と思われる。口唇を面取りし，外面もミガキ状

図８９　ＳＸ１出土土器（Ⅱ１・Ⅱ２弥生前期），加工樹幹にともなう土器（Ⅱ３縄文晩期）

遺構と遺物



１３２

京都大学北部構内ＢＨ３１区の発掘調査

図９０　暗黒褐色土出土土器１（Ⅱ４弥生中期，Ⅱ５弥生前期，Ⅱ６縄文晩期），腐植土Ⅰ出土土器１
（Ⅱ７縄文晩期），青灰色粘土出土土器１（Ⅱ８縄文晩期）
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の調整である。Ⅱ１６～Ⅱ１８は中期末の北白川Ｃ式。Ⅱ１６は大波条口縁の波頂部左側だろ

う。Ⅱ１９・Ⅱ２０は，北白川Ｃ式ないし後期前葉の北白川上層式１期の胴部破片で，前者は

条痕地，後者は縄文地に，それぞれ沈線で意匠を描く。Ⅱ２１は，幅狭の口唇部文様帯があ

り外面側に刻みがめぐるので，後期の縁帯文成立期と思われるが，口縁外面をはしる多重

沈線は４条を数える。Ⅱ２２～Ⅱ２６は，Ⅱ２６は突帯が剥離しているが，いずれも晩期の突帯

文土器の口縁部破片である。５点とも，口唇をまたぐようにつまんで撫でつけているので，

滋賀里Ⅴと判断する。Ⅱ２７の頸部破片は，形状やそれに対応した調整の違いから滋賀里Ⅲ

図９１　暗黒褐色土出土土器２（Ⅱ９～Ⅱ１２縄文早期，Ⅱ１３・Ⅱ１４縄文前期，Ⅱ１５～Ⅱ１８縄文中期，Ⅱ
１９～Ⅱ２１縄文後期，Ⅱ２２～Ⅱ３１縄文晩期，Ⅱ３２～Ⅱ３６無文土器，Ⅱ３７～Ⅱ３９弥生前期，Ⅱ４０～
Ⅱ４７底部）　 縮尺１鍬３
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ｂ式ないし滋賀里Ⅳ式と判断するが，胴部は二枚貝条痕が横走する痕跡をもつ。Ⅱ２８～Ⅱ

３１は，肩部に突帯をもつ滋賀里Ⅴ。Ⅱ３２～Ⅱ３６は無文土器の口縁部。断面形状から，Ⅱ３２・

Ⅱ３３は，中期末から後期前葉と思われる。Ⅱ３４は波状口縁だが，口唇が面取り状なので，

後期後葉の元住吉山式かもしれない。Ⅱ３５は，ナデ調整だが口唇が面取りされているの

で，元住吉山式の可能性がある。Ⅱ３６は，口縁が外反気味で滋賀里Ⅲｂ式かもしれない。

　Ⅱ３７～Ⅱ３９は弥生土器。Ⅱ３７は壺の肩部で突帯をもつ。Ⅱ３８は壺の肩部付近で，３条以

上の篦描き沈線がめぐる。Ⅱ３９は甕の胴部。Ⅱ４０～Ⅱ４７は先史土器の底部で，Ⅱ４５は，胎

土に角閃石ないし輝石を含み暗茶褐色を呈する。
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図９２　青灰色シルト質土出土土器（Ⅱ４８・Ⅱ４９弥生前期），シルト質土群出土土器（Ⅱ５０・Ⅱ５１縄文
中期，Ⅱ５２～Ⅱ５４縄文後期，Ⅱ５５～Ⅱ５７縄文晩期，Ⅱ５８・Ⅱ５９無文土器，Ⅱ６０～Ⅱ６５弥生前期，
Ⅱ６６～Ⅱ６９底部），暗黄灰色砂質土出土土器（Ⅱ７０弥生前期），暗黒褐色砂質土Ⅱ出土土器（Ⅱ
７１～Ⅱ７６縄文晩期）　 縮尺１鍬３
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　Ⅱ４８・Ⅱ４９は，第１７層（青灰色シルト質土）から出土した。ともに弥生前期の土器であ

る。Ⅱ４８は，２条の篦描き沈線が肩部をめぐる壺で，Ⅱ４９は３条以上の篦描き沈線がめぐ

る甕の胴上部。

　Ⅱ５０～Ⅱ６８は，第１９～２２層からの出土で，主に第１９層（黄灰色シルト質土）から出土し

た。Ⅱ５０・Ⅱ５１は北白川Ｃ式で，Ⅱ５２は北白川Ｃ式ないし北白川上層式１期の胴部。Ⅱ５３

は，内面肥厚の成立期縁帯文土器。Ⅱ５４は縁帯文土器の胴部だろうか。Ⅱ５５～Ⅱ５７は滋賀

里Ⅴの肩部。Ⅱ５８・Ⅱ５９は無文土器。Ⅱ６０～Ⅱ６５は弥生前期の土器。Ⅱ６０は外反口縁の壺

で，Ⅱ６１は無頸壺。Ⅱ６２～Ⅱ６４は壺の胴部と肩部で，Ⅱ６２・Ⅱ６３は，胎土に角閃石ないし

輝石を含み暗茶褐色を呈する。Ⅱ６５は甕。Ⅱ６６～Ⅱ６９は縄文・弥生土器の底部。弥生土器

と思われるⅡ６９は，調査区東辺の暗灰色砂質土Ａ（第２１層）からの出土。

　Ⅱ７０は，暗黄灰色砂質土（第２３層）から出土した弥生土器で，甕と思われる。厚手で，

外面の調整は撫でである。口唇に刺突をもち，頸部には２条以上の円形の列点がめぐる。

弥生土器が出土するのは暗黄灰色砂質土までで，これより下位には認められない。

　Ⅱ７１～Ⅱ７６は，暗黒褐色砂質土Ⅱ（第２４層）からの出土。Ⅱ７１～Ⅱ７３は，口唇をまたぐ

ようにつまんだ成形の突帯文土器で，滋賀里Ⅴと思われる。Ⅱ７４は，滋賀里Ⅲｂ式ないし

滋賀里Ⅳ式の肩部で突帯は認められない。Ⅱ７５・Ⅱ７６は，肩部に突帯のめぐる滋賀里Ⅴ。

　Ⅱ７７は，灰白色粗砂Ⅱ（第２５層）から出土した広瀬土抗４０段階の口縁部片。口唇部の内

面側に刻みが施されている。

　Ⅱ７・Ⅱ７８は腐植土Ⅰ（第３３層）から出土した。Ⅱ７は滋賀里Ⅴで，破片が比較的まと

まって出土した。Ⅱ７８は無文土器。

　Ⅱ７９～Ⅱ８３は暗灰色粗砂（第４０層）からの出土。Ⅱ７９・Ⅱ８０は北白川Ｃ式の口縁部。Ⅱ

８１・Ⅱ８２は無文土器。

　Ⅱ８４～Ⅱ８６は青緑色粘土（第４２層）から出土した。Ⅱ８４は後期の北白川上層式３期と思

われる口縁部片。Ⅱ８５は突帯文土器で，突帯の頂部が剥離しているものの，口唇部が尖り

気味なので，口唇をまたぐように２本指で摘んだ整形をしたと思われる。滋賀里Ⅴと判断

する。外面付着炭化物の放射性炭素年代測定値は，バインダー処理しているが，２５０４±２６

ＢＰである（誤差は１σ）。Ⅱ８６は無文土器で，滋賀里Ⅲｂ式の可能性もある。

　Ⅱ８７～Ⅱ９６は腐植土Ⅱ（第４３層）から出土した。Ⅱ８７は，特殊突帯文をもつ北白川下層

Ⅲ式ないし大歳山式で，くびれる器形の頸部下半である。Ⅱ８８～Ⅱ９０は，口唇をまたぐよ

うにつまんだ整形の突帯文土器。滋賀里Ⅴだろう。Ⅱ８８・Ⅱ９０の外面には，厚く煤がこび
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りついている。Ⅱ９０の外面付着炭化物の放射性炭素年代測定値は，バインダー処理してい

るが，２５１３±２３ＢＰである（誤差は１σ）。Ⅱ９１は，頸胴部の境界に刻み目をもち，それよ

り上位の頸部はナデ調整で下位の胴部は横方向のケズリ調整なので，滋賀里Ⅲｂ式頃のも

のと思われる。Ⅱ９２は，肩部に突帯のめぐる滋賀里Ⅴの胴部。Ⅱ９３は，外面ケズリ調整の

胴部破片で，外面には厚く煤がこびりついている。晩期である。Ⅱ９４は，撫で調整の無文

土器の胴部だが，Ⅱ３と同様に，乾いた状態での横位方向なので，突帯文土器と併行する

時期と思われる。Ⅱ９５は無文土器。口唇の面取りがあるので元住吉山式かもしれないが，

器面の摩滅によって条痕調整などは確認できない。

　Ⅱ９７～Ⅱ１００は青緑色粘土下部（第４４層）からの出土。Ⅱ９７は北白川Ｃ式から北白川上

層式の間の時期で，Ⅱ９８は，後期中葉の北白川上層式３期。Ⅱ９９・Ⅱ１００は無文土器。

　Ⅱ１０１～Ⅱ１０６は，紫灰色粘土（第４５層）から出土した。Ⅱ１０１・Ⅱ１０２は北白川上層式２

期の頸部から胴部で，Ⅱ１０３は滋賀里Ⅲｂ式の頸部。Ⅱ１０４・Ⅱ１０５は無文土器で，Ⅱ１０６は
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図９３　灰白色粗砂Ⅱ出土土器（Ⅱ７７縄文後期），腐植土Ⅰ出土土器２（Ⅱ７８無文土器），暗灰色粗砂出
土土器（Ⅱ７９・Ⅱ８０縄文中期，Ⅱ８１・Ⅱ８２無文土器，Ⅱ８３底部），青緑色粘土出土土器（Ⅱ８４
縄文後期，Ⅱ８５縄文晩期，Ⅱ８６無文土器），腐植土Ⅱ出土土器（Ⅱ８７縄文前期，Ⅱ８８～Ⅱ９４縄
文晩期，Ⅱ９５無文土器，Ⅱ９６底部）　 縮尺１鍬３
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底部。

　Ⅱ１０７～Ⅱ１１４は，混礫青灰色粘土（第４６層）からの出土。Ⅱ１０７・Ⅱ１０８は北白川下層式

で，Ⅱ１０９・Ⅱ１１０は北白川Ｃ式。Ⅱ１１１・Ⅱ１１２も北白川Ｃ式と思われる。Ⅱ１１３は無文土器。

Ⅱ１１４の底部は，北白川Ｃ式から北白川上層式３期におさまると思われる。

　Ⅱ８・Ⅱ１１５～Ⅱ１９１は，青灰色粘土（第４７層）からの出土。Ⅱ８は滋賀里Ⅴで，破片が

レベル差をもちながら散漫な分布で出土したが，胴部破片には１０杓以上離れて出土したも

のも接合している。破片の出土層位は，青灰色粘土，紫灰色粘土，青緑色粘土下部だが，

もっとも多く出土したのは紫灰色粘土である。Ⅱ１１５～Ⅱ１１７は，深鉢口縁部で北白川Ｃ式

と思われる。Ⅱ１１８も北白川Ｃ式と思われる深鉢の口縁部付近。Ⅱ１１９～Ⅱ１２３は，櫛歯状

工具による施文が胴部に認められる頸部から胴部にかけての破片で，Ⅱ１２０・Ⅱ１２２・Ⅱ１２３

は茶褐色を呈して角閃石が含まれる。これら５点は北白川上層式２期と判断する。

　Ⅱ１２４～Ⅱ１４５は北白川上層式３期。Ⅱ１２４～Ⅱ１２７は縁帯文深鉢の口縁部で，Ⅱ１２８～Ⅱ

１３１は縁帯文深鉢の胴部文様帯の破片。磨消縄文意匠のⅡ１２４・Ⅱ１２６・Ⅱ１２８～Ⅱ１３１は，

いずれも１段左撚りの縄文。Ⅱ１３２は，口縁外面に１段左撚りの縄文を施した後に器面を

丁寧に撫でた深鉢で，沈線をもたない。Ⅱ１３３は，内面に２条の細沈線がめぐる。バケツ形

図９４　青緑色粘土下部出土土器（Ⅱ９７縄文中期，Ⅱ９８縄文後期，Ⅱ９９・Ⅱ１００無文土器），紫灰色粘土
出土土器（Ⅱ１０１・Ⅱ１０２縄文後期，Ⅱ１０３縄文晩期，Ⅱ１０４・Ⅱ１０５無文土器，Ⅱ１０６底部），混
礫青灰色粘土出土土器（Ⅱ１０７・Ⅱ１０８縄文前期，Ⅱ１０９～Ⅱ１１２縄文中期，Ⅱ１１３無文土器，Ⅱ
１１４底部）　 縮尺１鍬３
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の深鉢と思われる。Ⅱ１３４・Ⅱ１３５は注口土器。前者は頸部で，櫛歯状工具による施文の後

者は胴部。Ⅱ１３６～Ⅱ１４５は同一個体の破片が多いものをまとめた。Ⅱ１３６・Ⅱ１３７・Ⅱ１３９

はいずれも磨消縄文意匠の縁帯文深鉢で，縄文は１段左撚りである。Ⅱ１３９は，胎土に角閃

石ないし輝石を含み暗茶褐色を呈する。内湾口縁になる３単位の波状口縁深鉢だろう。な

お，Ⅱ１３９は破片数が多いので，口縁部から底部付近までをａ～ｅとして区分した後に枝番

を振っている。Ⅱ１３８も磨消縄文意匠の縁帯文深鉢と思われる頸部から胴部の破片。Ⅱ１４０

１３８
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図９５　青灰色粘土出土土器２（Ⅱ１１５～Ⅱ１１８縄文中期，Ⅱ１１９～Ⅱ１３８縄文後期）　 縮尺１鍬３
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図９６　青灰色粘土出土土器３（Ⅱ１３９縄文後期）　 縮尺１鍬３
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図９７　青灰色粘土出土土器４（Ⅱ１３９・Ⅱ１４０縄文後期）　 縮尺１鍬３



１４１

は内外面を丁寧に磨いたバケツ形の深鉢で，口縁の，内面の深い沈線と外面の横位展開で

単純な磨消縄文意匠と口唇の刺突，といった特徴から，関東地方の加曽利Ｂ１式の系譜に

位置づけられる。やや摩滅しているⅡ１４１も，バケツ形の深鉢と思われるが，内面の沈線を

確認できない。Ⅱ１４２は皿形で内面はミガキ。Ⅱ１４３～Ⅱ１４５は注口土器。Ⅱ１４３・Ⅱ１４５は櫛

歯状工具による施文で，Ⅱ１４４は巻貝擬似縄文による磨消縄文意匠。

　Ⅱ１４６～Ⅱ１５３は，元住吉山Ⅱ式の凹線文深鉢ないし鉢の口縁部と胴部。いずれの破片も

図９８　青灰色粘土出土土器５（Ⅱ１４１～Ⅱ１４５縄文後期）　 縮尺１鍬３
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粒径の小さい長石が特徴的な胎土である。Ⅱ１４６・Ⅱ１５０には巻貝の扇状圧痕を施すための

円形貼付文がある。

　Ⅱ１５４～Ⅱ１８０は無文土器の口縁部。口縁が肥厚するⅡ１５４・Ⅱ１５５は北白川上層式１期な

いし２期と判断する。Ⅱ１５６は，口唇部に面をもちⅡ１３９とまったく同様と思われる胎土な

ので，北白川上層式３期と思われる。Ⅱ１８１は内外面が細密な条痕調整の無文土器胴部。

Ⅱ１８２～Ⅱ１９１の底部では，Ⅱ１８２は中期末の北白川Ｃ式，Ⅱ１９０は晩期後半の突帯文土器，

とそれぞれ判断できるほか，Ⅱ１９１は浅鉢ないし皿形になると思われるが，それ以外のもの

は，中期から後期までの可能性がある深鉢だろう。

　Ⅱ１９２～Ⅱ１９９は，調査区南半の傾斜変換点上位にしか分布しない暗黒灰色粘質土（第４９

層）からの出土だが，そのうち，Ⅱ１９２～Ⅱ１９６は粘質土の上半から出土し，Ⅱ１９７～Ⅱ１９９

は下半から出土した。Ⅱ１９２は北白川Ｃ式の有文浅鉢と思われる。Ⅱ１９３・Ⅱ１９４は，突帯文

土器の口縁部で，ともに口唇部をまたぐようにつまんだ整形で，滋賀里Ⅴだろう。Ⅱ１９５は

肩部に突帯のめぐる滋賀里Ⅴの胴部。Ⅱ１９６は無文土器。口縁部の外反とやや強めの横位

ナデ調整などの特徴に照らせば，滋賀里Ⅲｂ式かもしれない。下半から出土したⅡ１９７～

Ⅱ１９９はいずれも無文土器だが，Ⅱ１９７は，器形と口唇の面の取り方から中期末考えられ，

Ⅱ１９８は，口縁部が肥厚する縁帯文土器で北白川上層式１期ないし２期である。暗黒灰色

１４２
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図９９　青灰色粘土出土土器６（Ⅱ１４６～Ⅱ１５３縄文後期）　 縮尺１鍬３
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図１００　青灰色粘土出土土器７（Ⅱ１５４～Ⅱ１８１無文土器，Ⅱ１８２～Ⅱ１９１底部）　 縮尺１鍬３

遺構と遺物



粘質土では，明らかに晩期と思われる個体は上半にしか認められない。

　Ⅱ２００～Ⅱ２０９は，暗褐灰色砂質土Ⅰ（第５０層）から出土。Ⅱ２００は，大川式の押型文土

器で，口唇には斜方向の刻みをもつ。同時期のⅡ９・Ⅱ１０と同様，あまり摩滅していない。

Ⅱ２０１・Ⅱ２０２は北白川Ｃ式。Ⅱ２０２ａは大波条口縁の波底部。Ⅱ２０３は，粒の大きい縄文を

地にして沈線で文様を描く，北白川Ｃ式ないし北白川上層式１期の胴部。Ⅱ２０４・Ⅱ２０５は

１４４
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図１０１　暗黒灰色粘質土出土土器（Ⅱ１９２縄文中期，Ⅱ１９３～Ⅱ１９５縄文晩期，Ⅱ１９６～Ⅱ１９９無文土器），
暗褐灰色砂質土Ⅰ出土土器（Ⅱ２００縄文早期，Ⅱ２０１・Ⅱ２０２縄文中期，Ⅱ２０３縄文後期，Ⅱ２０４・
Ⅱ２０５無文土器，Ⅱ２０６～Ⅱ２０９底部）　 縮尺１鍬３
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無文土器。Ⅱ２０６～Ⅱ２０９は底部。Ⅱ２０６は，外面に撚糸文を確認できるので里木Ⅱ式であ

り，Ⅱ２０７は，内外面ともにナデ調整で底径の小さい凹底なので，元住吉山式だろう。

　Ⅱ３・Ⅱ２１０～Ⅱ２１３は，腐植土Ⅲ（第５１層）からの出土。Ⅱ３は，口縁部破片１点のみ

が腐植土Ⅲからの出土で，ほかの破片は加工痕のある樹幹の脇からの出土である。Ⅱ２１０・

Ⅱ２１１は北白川Ｃ式。Ⅱ２１２は，櫛歯状原体による施文の胴部破片で，北白川Ｃ式ないし北

白川上層式２期と思われる。Ⅱ２１３は，内外面に煤が付着しているが，外面にはケズリが確

図１０２　腐植土Ⅲ出土土器（Ⅱ２１０・Ⅱ２１１縄文中期，Ⅱ２１２縄文後期，Ⅱ２１３縄文晩期），暗褐灰色砂質
土Ⅱ出土土器（Ⅱ２１４縄文早期，Ⅱ２１５～Ⅱ２１７縄文中期，Ⅱ２１８～Ⅱ２２１縄文後期），黄灰色砂
出土土器（Ⅱ２２２縄文前期，Ⅱ２２３無文土器，Ⅱ２２５縄文中期），腐植土Ⅳ出土土器（Ⅱ２２４縄文
中期）　 縮尺１鍬３
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認でき，晩期の胴部であることがわかる。

　Ⅱ２１４～Ⅱ２２１は，暗褐灰色砂質土Ⅱ（第５２層）からの出土。Ⅱ２１４は黄島式併行の押型

文土器。Ⅱ２１５～Ⅱ２１７は，中期末の北白川Ｃ式。Ⅱ２１８は，福田ＫⅡ式に併行する２本沈線

磨消縄文帯をもつボウル形の鉢。Ⅱ２１９・Ⅱ２２０は胴部破片で，北白川Ｃ式ないし北白川上

層式１期と思われる。Ⅱ２２１は，巻貝と思われる原体による条痕地の無文土器で，元住吉山

式と思われる。

　Ⅱ２２２～Ⅱ２２５は，腐植土Ⅲよりの下位の黄灰色ないし灰白色の砂（第５８・６０層）および

そこにレンズ状に堆積する腐植土Ⅳ（第５９層）からの出土。Ⅱ２２２・Ⅱ２２３は，腐植土Ⅳよ

り上位の第５８層からの出土で，どちらも器面が摩滅している。前者は北白川下層式と思わ

れ，後者は，口縁部に面取りのある無文土器で，北白川Ｃ式から元住吉山式におさまるだ

ろう。Ⅱ２２４は，調査区中央で黄灰色砂層群を断ち割りしたときに面的に検出したレンズ

状堆積の腐植土Ⅳ（第５９層）からの出土。内外面ともやや摩滅している。半裁竹管による

施文だが，器壁はあまり薄くないので，里木Ⅱ式頃のものと思われる。Ⅱ２２５は，腐植土Ⅳ

より下位の第６０層から出土した北白川Ｃ式で，ほとんど摩滅していない。

　Ⅱ２２６～Ⅱ２４８は，歴史時代の層位から出土したもののうちで，特徴的なものを集めた。

Ⅱ２２６～Ⅱ２４３は縄文土器で，Ⅱ２２６～Ⅱ２３７は北白川下層式から大歳山式，Ⅱ２３８・Ⅱ２３９は

北白川Ｃ式，Ⅱ２４０は北白川上層式２期。Ⅱ２４１は，口唇に面をもつ滋賀里Ⅳ式。Ⅱ２４２は無

刻みの突帯文土器だが，口唇の面取りから，滋賀里Ⅳ式の可能性もある。Ⅱ２４３は無文土

器。Ⅱ２４４・Ⅱ２４５は弥生前期の土器。Ⅱ２４６は，全体的にナデ調整で，縄文晩期から弥生

前期の土製品と思われる。長原式頃の土偶の腕部だろうか。Ⅱ２４７・Ⅱ２４８は弥生後期の壺

の口縁部で，畿内第Ⅴ様式ないし庄内式と判断する。

　石　器　　先史時代の石器は，礫石器は４０点前後出土しており，磨石・敲石類と石皿・

台石類が多い。剥片石器は，砕片を含めて約２５０点を回収した。石材には，サヌカイトのほ

かに，赤茶色のチャートや濃青色のチャートもあるが，チャート剥片は東辺流路の砂層中

からの出土が多い。回収した剥片等の重量は，サヌカイトは約４３０ｇ，赤茶色チャートは約

１３０ｇ，濃青色チャートはⅡ２７０の石核も含めて約５００ｇである。

　Ⅱ２４９は，土器片敷き遺構ＳＸ１の直上から出土した。加工や使用の明瞭な痕跡を認め

がたく，自然石と思われるが，出土状況から，標石として機能していたと判断する。砂岩

で１８３１ｇをはかる。Ⅱ２５０～Ⅱ２５７は磨石・敲石類。Ⅱ２５０は花崗斑岩製と思われ，６１４ｇを

はかる。Ⅱ２５１の敲石は２４４ｇをはかる。頁岩製と思われる。Ⅱ２５２は花崗閃緑岩製と思わ

１４６
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１４７

れ，現状で４２０ｇをはかる。Ⅱ２５３は砂岩製で，現状で２４０ｇをはかる。Ⅱ２５４・Ⅱ２５５は花

崗斑岩製と思われ，前者は２９９ｇ，後者は４０６ｇである。Ⅱ２５６は閃緑岩製と思われ，６１０ｇ

をはかる。器面には，被熱したと思われる黒化部分が認められる。Ⅱ２５７は花崗閃緑岩製

と思われ，７８ｇをはかる。Ⅱ２５０・Ⅱ２５１は暗黒褐色粘質土から，Ⅱ２５２・Ⅱ２５３は黄灰色シ

ルト質土から，Ⅱ２５４・Ⅱ２５５は紫灰色粘土から，Ⅱ２５６・Ⅱ２５７は青灰色粘土から，それぞ

れ出土している。

　Ⅱ２５８～Ⅱ２６３は，いずれも頁岩製の石錘で，Ⅱ２５９以外には切り目が認められる。Ⅱ２５８

は暗灰色粗砂，Ⅱ２５９は黄灰色シルト質土，Ⅱ２６０は腐植土Ⅰ，Ⅱ２６１は腐植土Ⅱ，Ⅱ２６２は

紫灰色粘土，Ⅱ２６３は青灰色粘土から，それぞれ出土した。Ⅱ２６４～Ⅱ２６６は石斧。Ⅱ２６４は，

図１０３　歴史時代包含層等出土土器・土製品（Ⅱ２２６～Ⅱ２３７縄文前期，Ⅱ２３８・Ⅱ２３９縄文中期，Ⅱ２４０
縄文後期，Ⅱ２４１・Ⅱ２４２縄文晩期，Ⅱ２４３無文土器，Ⅱ２４４・Ⅱ２４５弥生前期，Ⅱ２４６土製品，
Ⅱ２４７・Ⅱ２４８弥生後期）　 縮尺１鍬３
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図１０４　石器１（Ⅱ２４９標石，Ⅱ２５０・Ⅱ２５１磨石・敲石類）　 縮尺１鍬３
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図１０５　石器２（Ⅱ２５２～Ⅱ２５４磨石・敲石類）　 縮尺１鍬３
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図１０６　石器３（Ⅱ２５５～Ⅱ２５７磨石・敲石類）　 縮尺１鍬３
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図１０８　石器５（Ⅱ２６４～Ⅱ２６６石斧）　 縮尺１鍬３

図１０７　石器４（Ⅱ２５８～Ⅱ２６３石錘）　 縮尺１鍬３
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２５２ｇをはかる粘板岩製の打製石斧で，黄灰色シルト質土から出土した。Ⅱ２６５は，現状で

１０８ｇをはかる頁岩製の石斧状の石器で，混礫青灰色粘土からの出土。Ⅱ２６６は，現状で２３

ｇをはかる。白色を呈しており，風化した凝灰岩と思われる。垂直割れを起こした打製石

斧が楔へ転用されたと理解している。青灰色粘土から出土した。Ⅱ２６７～Ⅱ２６９は石皿・台

石。Ⅱ２６７は砂岩製で，重量は１５７１ｇ。暗黒褐色粘質土から出土した。Ⅱ２６８も砂岩製で，

現状で約２２５０ｇをはかる。腐植土Ⅱからの出土。Ａ面は，対象物に対する両極打撃の際に

割れたと思われる。Ⅱ２６９は，凝灰岩製と思われ，現状で６３９ｇをはかる。青灰色粘土から

出土した。

　Ⅱ２７０は，剥片石器の石核で，暗黒褐色砂質土からの出土。重量は４２２ｇ。石材は濃青色

を呈するチャートで，節理に沿って割れたと思われる自然面を打面としている。５勺以上

の段差となる階段状剥離が見られるので，打面の縁辺より数勺以上奥を直接打撃で強く加

撃していたと思われるが，剥離面の大きい薄い剥離ができずにその後の加撃を断念したと

思われる。Ⅱ２７１も濃青色を呈するチャートで，紫灰色粘土から出土した。３４．６ｇをはか

る。刃器の可能性もあるが，主要剥離面を見いだせなかったので，形状から，石核を想定

している。Ⅱ２７２は，サヌカイト製で５３．８ｇをはかる。青灰色粘土から出土した。主要剥

離面を見いだせなかったので残核の可能性も否定しきれないが，形状から，打点部を同時

割れによって欠失した剥片と判断する。Ⅱ２７３は，暗灰色シルト質土に相当する南北流路

際のシルト質土から出土したサヌカイトの大型の剥片で，重量は２８．１ｇ。原礫面を認めら

れず，主要剥離面の剥離は，サヌカイトよりは硬質のハンマーでの直接打撃と思われる。

先行剥離は２面を確認でき，新しい剥離は主要剥離面と同様の方向からの加撃である。古

い剥離は，剥離軸が主要剥離面の剥離軸とはおよそ直交する，ウートルパッセ気味の強い

加撃である。この剥片は，原礫面を確認できないのに強い加撃がおこなわれていたことか

ら，剥離される前の石核は１０尺を超える大きさだったと思われる。

　Ⅱ２７４～Ⅱ２７６は刃器。Ⅱ２７４は，暗黒褐色砂質土から出土した，片麻岩と思われる素材

で，不定形の片面調整石器。現状で４２．４ｇをはかる。基部が欠損した打製石斧の可能性も

あるが，刃部の剥離が片側のみなので刃器と判断した。Ⅱ２７５は，紫灰色粘土から出土した

サヌカイト製の縦型石匙で，重量は１５．５ｇ。縦長剥片を素材にしていると思われるが，背

面は，直交方向からの加撃による先行剥離面や大きな原礫面からなる。Ⅱ２７６は，青灰色粘

土から出土した粘板岩製の刃器。現状で１２．７ｇ。Ａ面左側から長軸方向への加圧で折れて

いるが，意図的なのかはわからない。
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図１０９　石器６（Ⅱ２６７～Ⅱ２６９石皿・台石類）

遺構と遺物
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図１１０　石器７（Ⅱ２７０・Ⅱ２７１石核，Ⅱ２７２・Ⅱ２７３剥片）　 縮尺１鍬２
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図１１１　石器８（Ⅱ２７４～Ⅱ２７６刃器，Ⅱ２７７～Ⅱ２８６石鏃）　 縮尺１鍬２

遺構と遺物



　Ⅱ２７７～Ⅱ２８６は石鏃で，出土層位は，Ⅱ２７７～Ⅱ２８１は暗黒褐色土（図版３３－１），Ⅱ２８２・

Ⅱ２８３は黄灰色シルト質土，Ⅱ２８４は腐植土Ⅰ，Ⅱ２８５は腐植土Ⅱ，Ⅱ２８６は腐植土Ⅲ。石材

は，粘板岩製の磨製石鏃であるⅡ２８１のほかは，Ⅱ２８６が赤茶色を呈するチャートで，それ

以外はサヌカイト。Ⅱ２７７は尖頭部が折れてしまったために，Ⅱ２８６は背面側の稜をうまく

除去できなかったために，それぞれ途中で製作を断念したと思われる。重量は前者が４．６ｇ

で，後者は４．８ｇ。暗黒褐色土出土の完形品であるⅡ２７８～Ⅱ２８１の重量は，それぞれ１．５ｇ，

１．９ｇ，５．５ｇ，４．３ｇ。法量や形態などから，弥生時代中期に帰属する可能性が高く，層

位的にも矛盾はない。Ⅱ２８２は薄手で，重量は０．５ｇをはかる。ほぼ完形だが端部を部分的

に欠損しているⅡ２８３～Ⅱ２８５の重量は，順に０．７ｇ，０．９ｇ，１．１ｇ。

　Ⅱ２８７は弥生時代の石庖丁未製品だが，中世の砂取穴の埋土から出土している。粘板岩

製で，重量は５６．１ｇ。Ａ面は原礫面で，板状にＢ面を剥離した後に，背部になるＣ面を挟

み撃ちによって剥離したと思われる。

　このほかに，石錘と同じ頁岩素材で同様の形状・法量の河原石を１５点ほど回収している。

青灰色粘土などの粘土層からも出土しているので，自然堆積ではなく人為的に持ち運ばれ

たものと理解しているが，縁辺に打撃痕跡や擦り切り痕跡を認められなかったので，石錘

の素材の可能性あるものの，図化はしていない。また，暗黒褐色土の掘削中に，３尺四方で

厚さ１尺以上をはかる黒曜石を回収している。加撃痕跡の明瞭な剥離面のみで構成されて

いるとは言い難く，また，パティナが認められるので，図化はしていない。 （冨井）

　４　樹幹の樹種同定

　京都大学北部構内の北辺に位置する今回の調査地点は，北白川追分町遺跡に含まれるが，

この地点からは，板材を剥ぎ取るために楔を打ち込んだ痕跡をはじめとして木材加工の痕

跡をよく残している縄文晩期の樹幹が出土した。この大木は，砂とシルトや泥炭の互層が

形成されていく環境下で埋没したが，混交林に由来する大小の枝など植物遺体を良好な遺
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図１１２　石器９（Ⅱ２８７石包丁）　 縮尺１鍬３
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存状態で包含する腐植土層Ⅱの掘削中に，上半が完全に露出した。試料木片は，杉山淳司，

村上由美子，佐々木尚子，冨井眞の４氏の立ち会いのもとで，２００９年１１月１９日に，大木の

表面の数尺分をカッターナイフで採取した。

　同定方法　　顕微鏡観察用に，試料木片から両刃カミソリで木口・柾目・板目の３断面

の薄切片を切り出して，それぞれをガムクロラールで封入し，合計３点のプレパラートを

作製した。光学顕微鏡（オリンパスＢＸ５１）で各プレパラートを４０～４００倍で観察すると

ともに，デジタルカメラ（オリンパスＤＰ７０）で写真撮影もおこなった。

　観察所見（図１１３）　 　試料は暗褐色を呈し，多量の水分を含んでいた。大木は，低湿

性遺跡で本来の形状を保ってはいたものの，非常に軟らかくて脆弱な状態であった。そし

て，発掘以前に進行していた有機質の腐朽・組織崩壊によって樹幹自体が傷んでいたこと

は，試料木片から樹種同定用に切片を作成するときにも実感できた。

　木口断面によれば，年輪界の明瞭な環孔材。道管は単せん孔。孔圏外小道管の配列は斜

線状または放射状で，薄壁で角張っている。柾目断面では，道管状／周囲仮導管を確認で

き，放射組織は平伏細胞。菱形結晶が平伏細胞，また鎖状の軸方向柔細胞に認められる。

板目断面は，二つの特徴的な放射組織，すなわち単列放射組織と広放射組織をもつ。

　以上，北白川追分町遺跡で発掘された縄文晩期の大木を顕微鏡観察した結果，コナラ属

コナラ節（Quercus subgen. Prinus）であることが明らかとなった。この樹種は，ブナ科の

広葉樹である。なお，埋没時点の組織崩壊が進んでいたこともあって，写真に示したよう

に，細胞壁は損失している。 （MERTZ：原文英語。杉山・藤井の助力を得て冨井が翻訳。）

図１１３　樹幹の試料木片の顕微鏡写真

遺構と遺物



　５　樹幹の年輪調査

　今回出土した伐採と製材の痕跡が残る樹幹（コナラ節）の周囲では，同時に多くの木片

が集中して見つかっており，それらは発掘当初，製材時に生じたものである可能性が指摘

されていた。このような木片と樹幹の関係を明らかにするには，年輪年代法の原理を応用

することも一つの方法であろう。また，年輪をくわしく調べることにより，樹幹の樹齢や

伐採（枯死）の季節などについても明らかにできる可能性がある。そこで，年輪が持つさ

まざまな情報を引き出すことを目的として，樹幹の年輪調査をおこなった。

　試料と方法　　試料は円盤状の輪切り材２枚で，それぞれ円盤１，２と番号をつけた。

樹幹から３杓の間隔をおいて切り出したもので，１が末側，２が元側にあたる（図１１４）。

　年輪を計測する際に設定する帯状の範囲のことを測線とい

う。測線は，円盤１の末側の面，円盤２の元側の面で任意に

設定した。計測に先立ち，測線の表面を刃物で平滑に整えた

ほか，胡粉を塗り込み，年輪の境界を明確にした。

　年輪データの計測は年輪幅についておこない，専用の年輪

読取器（総合地球環境学研究所）を使用し，測線沿いに各層

ずつ，０．０１勺単位で記録した。

　年輪データの照合については，BaillieとPilcherの方法

〔Baillie and Pilcher １９７３ pp.７－１４〕によった。これは数値計

算による相関分析手法のうち，年輪年代法において一般的に

使われているもので，指標はｔ値である。今回は同一樹幹に

よる試料であることから，ｔ値５．０以上，グラフの目視点検に

矛盾がないことを照合成立の目安とした。一連の照合作業に

際しては，年輪分析ソフトウェアPAST4（オーストリア

SCIEM社製，奈良文化財研究所）を使用した。PAST4におけ

るｔ値算出法はノーマル設定を選択した。

　計測結果　　円盤１から測線１Ａ～Ｄ，円盤２からは測線

２Ａ～Ｃの，合計７本の測線を計測できた（図１１５，表４・５）。

　円盤は２枚とも偏心していたほか，部位により年輪幅の粗

密の差が大きく，年輪年代法の計測試料としては良好とはい
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図１１４　円盤の採取位置
　　　　縮尺１鍬６０
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表４　年輪幅の計測値（円盤１）

樹幹の年輪調査
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表５　年輪幅の計測値（円盤２）



１６１

えなかった。また，材の腐朽も著しく，すでに失われた部分が多かった。とくに測線１Ｂ

と１Ｃの場合，現存する最外年輪層と樹皮の間には土が入り込んでおり，樹皮直下付近の

年輪はなくなっていた。中心付近は，事前の調整作業によっても年輪が観察しにくいまま

であったため，測線１Ｂと１Ｃを除き，髄までとおして計測できなかった。測線２Ａにつ

いては，環孔材としては年輪幅が極端に詰みすぎている部分が含まれており，そこで計測

が正しくおこなえていない可能性がある。

　照合による知見（図１１６，表６）　 　計測した年輪データは総当たり方式で照合し，互

いの年輪データがどのような関係にあるか検討した。その結果，円盤１の測線２本（１Ｂ

と１Ｃ）と円盤２の測線１本（測線２Ｃ）に関して互いに照合が成立した。また，前述の

目安には達しなかったが，ｔ値およびパターンの推移からみて測線１Ｂ－１Ｄ間でも照合

が成立しており，合計４本の測線で年輪データの同期が確認できた。４本のうち，もっと

も古い年輪は測線２Ｃに含まれていた。また，測線２Ｃの開始年輪を１と数えた場合，も

っとも新しかったのは測線１Ｃで，その最外年輪は１０２層目であった。

　これら４本の位置関係を出土状況に照らしてみると，円盤１の３本は倒れた樹幹の地際

寄り，測線２Ｃは天端寄りにあり，立木に見立てた場合の位置関係にはねじれがある（図

表６　照合の結果　（年は，測線２Ｃを基準に表した各測線最外層の相対年）

図１１５　円盤の形状と測線の配置　（上が出土時の天端）

樹幹の年輪調査



１１４）。にもかかわらず円盤間で同期しているのが確認できたことは，樹幹全体で共通する

何らかの年輪パターンが存在していることを示唆している。また，測線１Ｂと１Ｃでは，

髄の部分まで年輪データを計測することができたが，測線２Ｃにはそれよりもさらに古い

年輪が１２年分含まれていた。年輪数は樹高が高くなるにつれ逓減するので，円盤１が末側

で円盤２が元側という，出土時に観察した樹幹の向きが年輪からも裏づけられる。

　このように同期した樹幹の測線４本から平均値パターンを作成し，周辺で出土した木片

試料との照合にそなえたが，最終的に適当な木片試料は得られなかった。

　樹齢について　　今回は樹皮直下から髄までとおして計測できた測線はなく，樹皮付き

で伐採（枯死）年の理解と直接結びつく測線２Ｂや，もっとも多い年輪を数えた測線２Ａ

の年輪データは，いずれも他の測線との同期を確認できなかった。測線間の対応関係につ

いても円盤上で十分に確認が取れなかったので，現在のところ樹幹の樹齢を具体的に述べ

ることは難しい。しかし，実際の円盤上におけるおおまかな位置関係からすると，測線２

Ｂで数えた１３９年を大きくは上回らないものと推察される。

　伐採（枯死）の季節　　測線２Ｂの樹皮と木部の境界付

近から徒手切片法によって材の組織を採取し，最外年輪の

形成状況を検討した。木口面の切片観察によると，最外年

輪では孔圏部道管が小道管に移行して間もなく，成長が停

止している（図１１７）。このことから伐採（枯死）は春～夏

頃のことと推察されるが，時期についてさらに踏み込んだ

考察をおこなうには，今後現生木による対照データを蓄積

していく必要がある。 （藤井）
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図１１６　同期できた測線の年輪パターングラフ　（縦軸は対数プロット）

図１１７　測線２Ｂ最外年輪部の
　　　　顕微鏡写真（４０ｘ）
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　６　先史時代の堆積相解析・植物珪酸体分析

　１　調査の目的

　今回の分析調査では，北白川追分町遺跡に位置する本調査区の，縄文時代晩期から弥生

時代にかけての土地利用状況に関する情報を得ることを目的としている。そこで，Ｘ線写

真撮影・土壌薄片作製鑑定・植物珪酸体分析をそれぞれ実施してみた。

　２　調査の方法

　分析調査は，調査区西側の氾濫低地に設定した４箇所の地点について，不撹乱柱状試料

を採取し実施した。各地点の層相および分析層準を模式柱状図として図１１８に示しておく。

　Ｘ線写真撮影　　不撹乱柱状試料について，まず，厚さ１尺まで板状に成形する。それ

から，湿潤状態のまま，管電圧５０ｋｖｐ，電流３ｍＡ，照射時間２７０秒のＸ線強度条件におい

て，Ｘ線写真撮影を実施した。撮影にあたっては，財団法人元興寺文化財研究所の協力を

得た。

　土壌薄片作製鑑定　　不撹乱柱状試料から薄片作製用試料を採取し，樹脂による固化を

おこなった。その後，ダイヤモンドカッターにより直方体に切断して薄片用のチップとし

た。切断したチップをスライドガラスに貼り付けて，＃１８０～＃８００の研磨剤を用いて研磨

機上で厚さ０．１勺以下まで研磨した。さらに，メノウ板上で＃２５００の研磨剤を用いて，正確

に０．０３勺の厚さに調整した。そして，スライドガラス上で薄くなった薄片の上にカバーガ

ラスを貼り付け完成とした。

　薄片観察は，メソスケール・ミクロスケールでの観察をおこなう。メソスケールでの観

察は，主に実体顕微鏡下でおこない，堆積・土壌構造の記載をおこなう。

　植物珪酸体分析　　各試料の乾燥重量を秤量した後，過酸化水素水・塩酸処理，沈定法，

重液分離法（ポリタングステン酸ナトリウム，比重２．５）の順に物理・化学処理をおこな

い，植物珪酸体を分離・濃集する。これを一定量をカバーガラス上に滴下・乾燥させる。乾

燥後，プリュウラックスで封入してプレパラートを作製する。４００倍の光学顕微鏡下で全

面を走査し，その間に出現するイネ科葉部（葉身と葉鞘）の葉部短細胞に由来した植物珪

酸体（以下，短細胞珪酸体と呼ぶ）および葉身機動細胞に由来した植物珪酸体（以下，機

動細胞珪酸体と呼ぶ）を，近藤（２０１０）の分類を参考に同定し，計数する〔近藤２０１０〕。

　結果は，堆積物１ｇあたりの植物珪酸体含量（同定した数を堆積物１ｇあたりの個数に

換算し，１００単位で示す）の一覧表，および層位分布図として示す。

先史時代の堆積相解析・植物珪酸体分析
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図１１８　調査地点の位置・層序および分析層準
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　３　Ｘ線写真観察の結果

　各地点の試料・Ｘ線写真を図１１９～１２１に示す。試料写真の数字は，発掘調査時の層序区

分番号を示し，アルファベットは肉眼・Ｘ線観察により細分された層区分を示している。

Ｘ線写真の明色部分は礫や酸化マンガンや酸化鉄の結核など高密度物質を示し，暗色部分

は植物遺体や炭などの有機物など低密度物質を示している。ここでは，１・３・４地点の堆

積物の垂直方向の３つの範囲で確認された，地震動による変形構造について述べ，層相か

らみた堆積環境については，後述の薄片観察結果と合わせて考察で述べる。

　試料中で確認された変形構造のうち，中位・下位のものは，Matsuda（２０００）により定

義されている，水底下の堆積物にみられる地震動による変形構造に相当する〔Matsuda 

２０００〕。Matsuda（２０００）によると，１回の地震動によって変形した堆積物の垂直範囲を変

形ゾーン（Deformation zone）と呼び，上から順に　１水と堆積物が乱流によって混ざり

合い，ほとんど塊状を呈する液層の流動変形ユニット（liquidized deformation unit），２上

部で，変形に際して引きずり上げられた下位層の羽毛状，火焔状（ただしフレーム構造と

は別種）の流線パターンや細粒の中礫サイズ以細のブロックの散乱，下部に下向きに凸な

形に変形した葉理から構成されるロード構造をなす含水塑性変形ユニット（hydroplastic 

deformation unit），３下向きのフィッシャーや微小断層がみられる脆性変形ユニット

（brittle deformation unit），から構成される。また，地震イベントの年代は変形ゾーン上

端直上および直下の堆積物の年代によって決まる〔Matsuda ２０００〕。今回の調査区で確認

された変形構造を下位よりＤＺ－１・２・３と呼ぶ。

　ＤＺ－１は，１・３地点の第４３層（腐植土Ⅱ）上部，および第４２層（青緑色粘土）上部の

泥層形成期に発生した地震イベントにより形成された変形ゾーンである。１地点では，第

４３ｈ層中に下位の第４５層（紫灰色粘土）に由来するブロックが流線状に引きずり上げられ

ている状況が確認される。上記の含水塑性変形ユニットに対比される。この上位の第４３ｇ

層では葉理構造が水平後方に流動変形している状況が確認される。上記の液性流動変形ユ

ニットに対比される。３地点では，相対的に高い場所にあるため，液性流動変形ユニット

が明瞭でないが，含水塑性変形ユニットが確認される。４地点では含水塑性変形ユニット

とその上位に液性流動変形ユニットが確認されるが，含水組成変形ユニットの構造は植物

遺体が多く混じるため１・３地点と多少異なる変形を示している。

　ＤＺ－２は，第１５層（暗黒褐色土）最上部の泥層形成期に発生した地震イベントにより

形成された変形ゾーンである。第１５層以深の堆積物が垂直方向に流動変形しており，含水

先史時代の堆積相解析・植物珪酸体分析
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１６９

塑性変形ユニットに対比される。第１５層最上部形成期には調査地点の水位が上昇し，水没

したことが窺える。

　ＤＺ－３は，上述のＤＺ－１・２とは異なる変形構造で，１地点の第１３層（灰白色細砂）

最下部，３地点の第１５ａ層と第１１層（明灰褐色シルト質土）の層界（矢印で示した層準）

で確認される，水平方向の剪断された構造である。これは上述した下位層準で確認された

水底下の堆積物で認められる含水塑性変形などと異なる変形構造である。発掘調査時に

は，縄文時代晩期の第４３層上面において垂直変異を伴う地割れが確認されているが，この

剪断応力とＤＺ－３の剪断応力の方向性は一致している。地割れを形成した地震イベント

はＤＺ－３を形成した地震イベントに対応する可能性が高く，第１１層より上位層準の形成

期に起こっていることが推定される。

　４　土壌薄片観察の結果

　各地点の土壌薄片写真を図１２１右に示す。１地点（第４３層上部）は，３～５勺の細粒砂～

中粒砂の薄層が挟在する有機質に富む極細粒砂混じりのシルトで構成される。層内では，

平行葉理が発達し，板状や短冊状をなす鉱物片が水平方向へ強い配向を示す。孔隙は，面

状孔隙が形成され，これらがクラック状構造を形成する。滞水域で形成された堆積物で有

機物は再堆積したものと推定される。

　２地点（第４３層上部）は，極細粒砂混じりのシルトで構成される。チャンネルおよびバ

グ孔隙がわずかに認められる。層内には，幅１～５勺前後の砕屑物で充填された通路状ペ

ドフィチャーが発達する。土壌生成が進行する堆積環境が推定される。

　３地点（第１１層～第１７層）では，第１５ａ層・第１１層は，中粒砂で密に充填されており，

壁状構造をなす。層内を構成する砕屑物には，配向性が認められない。第１５ｂ層は，最下

部の細粒砂～極粗粒砂を非常に多くに含むシルトから上部の極細粒砂～中粒砂を多く含む

シルトへ上方細粒化する。微細構造は壁状をなす。層内には，微細な炭化材片を非常に多

く含み，幅１～５勺前後の砕屑物で充填された通路状ペドフィチャーが発達する。第１７層

（青灰色シルト質土）は，上部に比べ含まれる砂分の割合が高まる。層内は，シルト混じ

りの細粒砂～極粗粒砂となる。微細構造は壁状をなす。層内には，幅１～３勺前後の砕屑

物で充填された通路状ペドフィチャーが発達する。これらの構造から，第１５ｂ層形成期は

土壌生成が進行する堆積環境にあり，第１５ａ層形成期に水位上昇に伴い泥が堆積する環境

へ変化していることが推定される。なお，本地点の第１５ａ層は１・４地点の第１４～１２層に

相当する可能性がある。
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　５　植物珪酸体分析の結果

　植物珪酸体分析の結果を表７，図１２２に示す。各試料からは植物珪酸体が検出されるも

のの，保存状態が悪く，表面に多数の小孔（溶食痕）が認められる。植物珪酸体の産状は，

地点間で多少含量密度に違いが認められるものの，概ね類似した層位変化を示す。縄文時

代晩期後半の第４３層ではメダケ属を含むタケ亜科の含量密度が高く，ヨシ属，ススキ属，

イチゴツナギ亜科などを低密度で伴っている。また，栽培植物のイネ属の珪酸体も僅かで

あるが産出する。これに対して，弥生時代中期の第１５層ではタケ亜科の含量密度が低く，

大型の抽水植物であるヨシ属が比較的高密度を示す。また，栽培植物のイネ属の含量密度

も高い。

　６　考　　察

　ここでは調査地点の堆積層の層相観察結果，および上述の分析結果に基づいて，縄文時

代晩期後半～弥生時代にかけての，北白川追分町遺跡における本調査区の環境変遷につい

て検討する。

１７０
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１７１

　縄文時代晩期（第４７層～４３層形成期）　 　縄文時代晩期の第４７～４３層下部形成期は，氾

濫堆積物が堆積する氾濫低地の堆積環境であった。第４３層下部（第４３ｂ層）から第４５層上

部にかけては，試料およびＸ線写真において顕著な生物擾乱が確認されることから，第４３

層下部（第４３ｂ層）形成期になると，調査区は離水し，土壌生成が進行する堆積環境に変

化したことが推定できるだろう。試料中で確認される擾乱には，植物根痕のほか，亜角で

ブロック状を呈する偽礫も確認されることから，人為的擾乱の影響を受けている可能性も

ある。

　発掘調査時に確認されている立木は，下記する第４３層上部の堆積環境を踏まえると，土

壌生成が進行する時期に生育していたものと判断される。また，第４３層下部の植物珪酸体

組成から，開けて乾いた場所に生育するメダケ節・ネザサ節を含むタケ亜科も土壌生成が

進行する時期に調査区近辺に生育していた可能性がある。なお，タケ亜科の植物珪酸体は

他のイネ科と比較して風化に強く，また生産量も多く〔近藤１９８２，杉山・藤原１９８６〕，実

際の植生量に比較して過大評価されている可能性がある。

　第４３層上部形成期になると，調査区の基準面が何らかの理由により上昇傾向に転じる。

その結果，調査区内は相対的に低い場所から湿地～池沼のような堆積環境に変化し，有機

物遺体が集積するようになる。分析調査をおこなった３地点・２地点は１地点に比較して，

図１２２　各地点の植物珪酸体層位分布図
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遅れて水没している。このように第４３層形成期には調査区の氾濫低地は水域へと変化して

おり，この時期に大規模な地震が発生している。第４３層上部の植物珪酸体は，このような

堆積環境を踏まえると，集水域より再堆積したものと判断される。

　ところで，第４３層上部・下部堆積物からは，栽培種のイネ属に由来する植物珪酸体が産

出する。その含量密度は，多くても４００個／ｇ程度と少ない。第４３層上部については再堆

積の可能性が高いが，第４３層下部については当時生育していたものに由来する可能性があ

る。畿内でおこなわれた弥生時代の水田遺構における植物珪酸体の産状をみると，イネ属

の含量密度が高くなるのは弥生時代中期以降であり，弥生時代前期の水田では低密度の場

合が多い〔辻本・辻２００７〕。京都大学北部構内ＢＤ２８区の弥生時代前期末の土石流堆積物

に覆われた水田耕作土でも同様に含量密度は低い〔冨井ほか２００７〕。このように弥生時代前

期以前の水田ではイネ属植物珪酸体の産状は低密度であることが特徴として認識される。

そのため，今回の第４３層下部のイネ属の含量密度についても慎重な評価が必要である。２

地点の第４３層上部の土壌薄片による微細構造観察では，水田耕作土の特徴は認められない。

今後第４３層下部について土壌微細形態学的検討をおこない，縄文時代晩期の調査区内での

水田耕作の可能性について検討していきたいと考える。

　縄文時代晩期～弥生時代中期（２１層形成期）　 　第３５～１５層形成期は氾濫堆積物や洪水

堆積物が堆積する不安定な堆積環境が継続する時期であるが，第２１層（暗灰色砂質土）の

ように短期間にせよ土壌生成が進行する時期を挟在していることが層相からうかがえる。

第２１層の植物珪酸体分析結果をみると，含量密度が著しく少なく，長期にわたる土壌生成

の進行がなかったことが示唆される。

　弥生時代中期（第１５層形成期）　 　第１５層は氾濫堆積物を母材とする黒色腐植質土壌か

らなる。このような層相変化から，第１５層形成期には調査区の広い範囲が離水し，土壌生

成が進行する領域へと変化する。堆積物中には炭化物も多く取り込まれており，調査地点

周辺での人間活動の影響が推定される。また，植物珪酸体組成をみると，湿潤な場所に生

育するヨシ属の産出が目立つことから，第１５層の土壌生成期にはヨシ属などが繁茂する時

期を挟在していることも推定される。さらに栽培植物のイネ属が３地点で短細胞珪酸体約

７００個／ｇ，機動細胞珪酸体約１，１００個／ｇと比較的多く産出していることから，稲作地と

して利用された時期も挟在している可能性がある。 （辻本）

１７２
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１７３

　７　樹　種　同　定

　縄文時代晩期後半（約２６００年前）の木器素材切り出し痕跡のある樹幹が見つかるなど，

貴重な考古学的資料となった大型木材を含む，泥炭質層（腐植土Ⅱ＝第４３層）から出土し

た２００点の木材について調査した結果を報告する。

　１　分析方法

　調査した木材は，含水状態を保持しながら，文化財総合研究センターで整理されサンプ

リングされたものである。各サンプルから安全カミソリを用いて薄切片を作成し，ガムク

ロラールに封入した。サンプリングの時期によっては，乾燥による過度の劣化，収縮が見

られるものもあったが，そのような場合は，エポン８１２樹脂に包埋して薄切した。総計２００

点の出土木材（図１２３～１２８）について樹種同定を行ったが，それらの試料番号，樹種，整

理番号（生存圏研究所識別データベース番号）を表８にまとめた。また同定された樹種の

光学顕微鏡写真を図版４７～５２に，さらに，腐植土Ⅱにおける木材分布について，樹種ごと

にまとめたものを図１３１～１３７に，それぞれ示す。

　２　同定結果

　樹種同定に際して根拠となった各樹種の特徴は以下の通りである。図版４７～５２に準じて，

順に記載する。

　アカガシ亜属：放射孔材。木口面では大きさがほぼ等しく，壁の厚い孤立した道管が放

射状に配列する。単列の放射組織と，広放射組織をもつ。

　コナラ節：環孔材。木口面では大型の道管が年輪界に沿って並ぶ。晩材部の小道管は壁

が薄く，集合して対角状，斜状に配列する。単列の放射組織と，広放射組織をもつ。

　フジ属：環孔材。孔圏道管が非常に大きい（～３００μ杓）。孔圏外道管は散在し，単せん

孔を有する。小道管は層階状に配列する。放射組織は同性で１～１０列。柔組織は層階状に

配列する。

　オニグルミ：散孔材。道管の大きさは中庸で分布は多い。道管は単せん孔をもち，内壁

にらせん肥厚が認められる。放射組織は同性／異性の両方があり，結晶を含む。

　クリ：環孔材。孔圏部の幅は広く，道管の径も極めて大きい。孔圏外の小道管は急に大

きさを減じ，薄壁で角張った細胞が火炎状に集合・配列する。放射組織はすべて同性で単

列である。

　ヤマグワ：環孔材。道管は単せん孔。小道管は数個が不規則に複合したものが散在する。

樹　種　同　定
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１７５

図１２４　腐植土Ⅱの木材出土状況２　縮尺１鍬３０
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図１２５　腐植土Ⅱの木材出土状況３　縮尺１鍬３０
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図１２６　腐植土Ⅱの木材出土状況４　縮尺１鍬３０

樹　種　同　定
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図１２７　腐植土Ⅱの木材出土状況５　縮尺１鍬３０
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図１２８　腐植土Ⅱの木材出土状況６　縮尺１鍬３０

樹　種　同　定
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表８　樹種識別結果総表

樹　種　同　定
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１８３

小道管内壁にらせん肥厚が見られる。放射組織は異性で１～５列。

　サクラ属：散孔材。道管は多数分布し，複合まれに塊状で５以上となる。木口面では斜

配列となる傾向がみられる。単せん孔を有し，内壁にらせん肥厚，内部にガム状の着色物

質が認められる。分野壁孔は小さい。放射組織は同性～異性Ⅲ型で１～３列。

　イヌエンジュ：環孔材。孔圏道管はやや大型。孔圏外は散在・集団し，単せん孔，小道

管の内壁にらせん肥厚が認められる。放射組織は同性で１～８列。柔組織は顕著で，周囲

状・翼状・年輪界では帯状となる。木繊維や軸方向柔細胞が層階状に配列する。

　カエデ属：散孔材。木口面で木繊維が雲紋状を呈する。道管は単独ないし２～３個複合

する。単せん孔。内壁にらせん肥厚あり。放射組織は同性で１～６列。

　ガマズミ属：散孔材。道管（径～５０μ杓）は多数分布する。道管の複合は４以下，階段

せん孔，らせん肥厚をもち，道管相互壁孔は階段壁孔である。分野壁孔は小～中，しばし

ば階段状。放射組織は異性Ⅰ・Ⅱ型，１～４列。木繊維にらせん肥厚がある。

　ヒノキ：針葉樹。年輪の移行はゆるやかで，晩材幅が小さい。軸方向柔細胞は晩材部に

接線状に見られる。分野壁孔はヒノキ型。

　エノキ：環孔材。孔圏道管径は比較的大きく，単～多列に並ぶ。孔圏外は集団となる。

単せん孔，小道管の内壁にらせん肥厚がある。放射組織は異性Ⅱ・Ⅲ型，さや細胞が顕著

である。柔組織は周囲状またはターミナルである。

　コクサギ：紋様孔材。直径のきわめて小さい道管が集団をなして斜線状あるいはＸ字状

に配列する。道管は単せん孔を有し，側壁にはまばらな有縁壁孔がみられる。道管の内壁

にらせん肥。軸方向柔細胞は少ない。放射組織はほぼ同性で通常は単列であるがときに２

列となる。

　サルナシ：環孔材。孔圏道管は大きく，不完全な孔圏を形成する。孔圏外では道管径は

急に減じ，単独で出現する。道管は単せん孔を有し，道管側壁には階段壁孔が見られるこ

とがある。放射組織は異性で１～６列。

　センダン：環孔材。孔圏道管は大きく，多列となる。その周囲に小道管も見られる。孔

圏外道管は散在・集団する。単せん孔で，小道管内壁にらせん肥厚が認められる。放射組

織は同性～異性Ⅲ型。１～４列。軸方向柔組織は翼状・連合翼状となる。

　ハイノキ属：散孔材。極めて小さい道管が単独ないし，２～４個複合し，均一に分布す

る。道管は階段数の多い階段せん孔を有し，内壁にらせん肥厚が認められる。放射組織は

異性。

樹　種　同　定



　ムクノキ：散孔材。壁が厚く，大きさが中庸よりやや大きい道管が散在する。単せん孔。

軸方向柔組織の配列は連合翼状または帯状となって接線方向に連なる。放射組織は１～６

列で異性。

　散孔材：変形が激しく，組織の詳細を観察することができないが道管が散在しているの

が確認できるので散孔材とした。

　樹皮：由来が不明なので単に樹皮と表記した。

　３　考　　察

　今回の調査で出土した木材のうち，樹種同定した２００点について，結果を図１３０に示す。

ブナ科の樹木が６０％近くを占める結果となった。比較的実のなる樹木が多く出土したこと

は，人が積極的に利用した森の一部だったことを示すものかも知れない。

　各樹種の分布については，図１３１～１３７の発掘地点の分布図を参照されたい。３点以上観

察された木材の分布を見る限り，概ね樹種ごとに特徴のある分布が見いだされた。ブナ科

のアカガシ亜属，コナラ節については，石斧による木器素材切り出しが認められた大型木

材近傍，特に北側の地点に集中して認められた。一方，同じブナ科のクリは逆に南側に散

在していた。

　樹皮については１３点ほど観察されたが，分布地点から判断すると，ブナ科のアカガシ亜

属，コナラ節が大半を占めると予想されたが，木材組織からの識別を行わなかったので，

個々の同定は現時点では行わず，樹皮と報告することとする。 （杉山・金井・伊東）
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図１３０　同定木材の樹種別出土件数



１８５

図１３１　樹種別出土分布図１　縮尺１鍬３００
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図１３２　樹種別出土分布図２　縮尺１鍬３００



１８７

図１３３　樹種別出土分布図３　縮尺１鍬３００
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図１３４　樹種別出土分布図４　縮尺１鍬３００



１８９

図１３５　樹種別出土分布図５　縮尺１鍬３００
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図１３６　樹種別出土分布図６　縮尺１鍬３００



１９１

図１３７　樹種別出土分布図７　縮尺１鍬３００
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　８　先史時代の出土木材の分析

　１　資料の概要

　北白川追分町遺跡では，これまでの調査で多くの有機質遺物が出土しており，大型植物

遺体の分析や花粉分析，樹種同定の結果を踏まえて縄文時代の植生や埋没林の様相が復原

されてきた。そのなかで木材については，樹種のほか根材／幹材の区別，出土状況の検討

はなされてきたが，加工の有無や木取り，材の太さなどについては不明であった。今回の

調査区では器種名のつく製品は確認できなかったが，伐採痕のある大木をはじめ，縄文時

代晩期末の木材が多く出土した。その点数は，腐植土Ⅱ（第４３層）で大木を含めて４０５点，

腐植土Ⅱ落込・腐植土Ⅲ（第４３層下部・第５１層）で１９７点，合計６０２点を数える。ここでは

当時の京都盆地における木材利用の状況について基礎的な情報をえることを目的として，

木材に残る加工の痕跡や木取りについて検討し，加工のみられない自然木と加工木との比

較をおこなった。

　２　大木に残る加工痕（図１３８）

　大木は調査区の東側で東から西にむけて倒れた状態で出土した（図８３）。出土状況につい

ては，本章第３節を参照されたい。現存長は６２０尺，幹の最大径は７５尺を測る。樹種はコナ

ラ節と同定された（本章第４節参照）。伐採した季節は春～夏頃と推定され，樹齢は１３９年

を大きくは上回らないと推察されている（本章第５節参照）。

　顕著な加工痕は，根元と先端側の２ヶ所にみられる。大木の根元には尖り気味の伐採痕

が残存する（図１３８－１・２）。一部には斧の刃跡がうろこ状に残る状況も確認できた。刃

跡は石斧の曲面と伐採時の斧の動きを反映して横方向，縦方向ともに丸みのある凹面を呈

し，最大で長さ５．２尺，幅３．８尺を測る。大木の根元は曲がっているが，樹径と伐採痕の長

さから尖度〔新潟県埋蔵文化財調査事業団２００４〕を算出したところ，１．３４であった。そし

て西側に位置する大木の先端側には幅約２０尺，長さ約２杓に及ぶ平面があり，木が倒れた

状態で材を割り取った跡とみられる。平面の側縁には幅３．２尺，長さ４．５尺の圧痕が１ヶ所

あり，材を割り取る際に北側から水平方向に入れた楔の痕跡と考えられる（図１３８－３・

４）。楔痕は深さ０．４尺程度の窪みとなっており（図１３８－５），コナラ節の材を板目方向に

分割するためにかなり強く楔を打ち込んだ結果，材の表面にこのような痕跡が残ったのだ

ろう。楔は石製か木製とみられるが，今回の調査区ではそれに該当する遺物は見つかって

いない。
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１９３

図１３８　大木に残る加工痕
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　大木には伐採痕の部位以外にも斧を入れた跡とみられる痕跡が何ヶ所かあり，とくに根

元周辺に多い。こうした斧の痕跡は大木出土時の上面にのみ確認できた。保存処理前に天

地を反転させて出土時の裏面（図１１４）を検出した際には，大木表面は樹皮に覆われ，伐

採痕以外には斧を入れた痕跡は見出せなかった。そのため出土時の上面に残る斧の刃跡

は，伐採後に木が寝た状態のときについた痕跡である可能性が高い。楔痕周辺の部位を材

として採取した跡以外にも，倒れた大木から材をえるなどの目的で人々が何らかの働きか

けをおこなっていたことを示すものとみられる。

　根元から４．２杓の位置には分枝部があり，太さ１０数尺の大枝がここから伸びていた。そ

の分枝部周辺にも窪みがあり，加工痕の可能性があるが斧の刃跡は確認できない（図１３８－

６）。分枝部は大木の先端にもあり，ちょうど分枝の位置が大木の西側の端となる。この

先端も加工痕は残存していない。このほか大木の根元から約１．２杓の位置には幅約１尺，

長さ２０尺に及ぶ亀裂のような痕跡がある（図１３８－７）。加工痕とみる見解と，大木が倒れ

た際の衝撃で横方向に入った亀裂とみる見解の双方がある。

　３　自然木と加工木（図１２３～１２９・１３９～１４２，表９～１３）

　大木以外の出土木材もできるだけ回収し，出土位置を記録したものについては，Ｗ１～

Ｗ６０１の番号をつけた（図１２３～１２９・１３９～１４２）。このうち，Ｗ１～Ｗ１１０の１１０点について

は取り上げ時に樹種同定用のサンプルのみを採取した。それらとＷ１１１～Ｗ２００をあわせた

計２００点の樹種同定結果については，本章第６節を参照されたい。Ｗ１１１以降の４９０点につ

いては，洗浄して加工の有無を確認したのち木取りの観察と計測，原木径の復原，メモ写

真の撮影をおこない，特徴的な加工のみられた２０点については，追加で樹種同定を依頼し

た。この４９０点は，現場から取り上げる段階で製材データの収集を意図して，樹皮が多めに

採取されていた。以下，加工（分割ないし切削）の確認できた材を加工木，加工が確認で

きなかった材を自然木と呼ぶ。

　４９０点中，加工木は１９９点，自然木は２８７点を数えた（保留・不明は３点）。このほか，広

義のサルノコシカケが１点含まれていた。自然木のうちの１００点は，樹皮のみの状態であ

った。自然木と加工木の点数を層位別に示したものが表９である。樹皮は，樹種同定のみ

おこなったＷ１１０以前の資料にも１３点含まれていたので（図１３０・１３７上），今回の調査区の

腐植土から回収した材合計６０２点のうち，樹皮は合計１１３点となって，回収した木材の２割

近くを占めることとなる。樹皮の出土場所には偏りがあり，腐植土Ⅱ（第４３層）の大木西

側に位置する，図１２９の範囲やその周辺では，出土材１８４点中８１点をかぞえ，樹皮の割合が
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図１４０　腐植土Ⅱ落込・腐植土Ⅲの木材出土状況２　縮尺１鍬３０



１９７

図１４１　腐植土Ⅱ落込・腐植土Ⅲの木材出土状況３　縮尺１鍬３０

先史時代の出土木材の分析
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図１４２　腐植土Ⅱ落込・腐植土Ⅲの木材出土状況４　縮尺１鍬３０



１９９

きわめて高いことがわかる。樹皮そのものには明瞭な加工痕はなく，すべて自然木に含め

た。

　樹皮をのぞく自然木１８７点は，すべて木取りが芯持丸木で，直径が１．０～２６．０尺の間に分

布する（表１０）。樹皮を含む２８７点中３７点については，樹種同定をおこなった。アカガシ亜

属が１４点（３７．８％）と最も多く，以下コナラ節８点（２１．６％），樹皮６点（１６．２％），フジ

属３点（８．１％），クリ２点（５．４％），サルナシ・カエデ属・散孔材・ヒノキ各１点（各

２．７％）と続く（表１１）。同定した点数は３７点と少ないながらも，本章第６節の樹種組成

（ｎ＝２０２）と概ね合致し（図１３０），全体の傾向に即した結果といえる。そのなかでは，

自然木ではコナラ節の占める割合が，第６節の樹種組成での１６％（３３点）と比べてやや高

い点で，差異を見いだすことができる。樹種を同定した自然木３７点については，表１２に一

覧を示した。

　加工木は分割ないし切削の加工が確認できた材で，１９９点が該当する。加工の種類によ

る内訳は，分割のみが１７１点，切削のみが１１点，双方とも確認できたものが１７点であった。

分割された材（計１８８点）の木取りをみると，多い順に板目（６１点），半割（３４点），みか

ん割（３３点），柾目（２３点）となる。分割には楔と槌を用いたとみられるが，材の分割面

に明瞭な楔痕は確認できなかった。切削の痕跡がある材は計２８点あり，端部に切断の痕跡

を留めるものや表面に削りの痕跡を留めるものがある。木片としたのは，加工時に生じた

チップなどの可能性がある小片である。

　加工木１９９点のうち７２点について樹種同定をおこなった。その結果，アカガシ亜属４７点

（６５．３％）が突出して多く，以下コナラ節とオニグルミ８点（各１１．１％），クリ・ガマズ

ミ属・エノキ各２点（各２．８％），フジ属・ムクノキ・カヤ各１点（各１．４％）となる。樹

表９　出土層位別にみた加工木／自然木の点数

先史時代の出土木材の分析



種を同定した加工木７２点は表１４の

とおりである。

　加工木のうち原木径が復原でき

たのは１０５点である。その直径階

を表１０に示した。自然木の直径階

と比較すると，自然木は直径４尺

以下の小径木が６割以上を占める

のに対して加工木はそれよりもや

や太い直径４～１６尺程度の木を多

く選び，分割・切削をしたことが

わかる。原木の直径を復原しえな

かった９４点は，木取りが板目のも

のが５４点と最も多く，幅が２０尺を

超える材も５点含まれており，こ

の点からも周辺植生からえられる

木の中でも太いものを選んでおも

に分割の加工をおこなっていたこ

とがうかがえる。

　４　まとめと考察

　出土層位による傾向差　　加工

木と自然木の割合は表９にみるよ

うに腐植土Ⅱ（第４３層），腐植土Ⅱ

落込・腐植土Ⅲ（第４３層下部・第

５１層）とも自然木のほうが比率は

やや高い。しかし，これは自然木

に樹皮を含めた値による比率であ

り，樹皮を除くと腐植土Ⅱ落込・

腐植土Ⅲでは依然として自然木の

ほうが多いのに対し，腐植土Ⅱで

は加工木が１９９点中１１１点（５５．６％）
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表１０　加工木／自然木の直径階

表１１　加工木／自然木の区分と樹種同定結果
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となって，自然木より卓越する。すなわち，大木の上半を露呈した層位でもある腐植土Ⅱ

のほうでは加工木がやや多く，腐植土Ⅱ落込・腐植土Ⅲでは自然木がやや多い，という差

異がみられる。

　樹種に関しては，大木の上面を露呈したのと同じ層位での樹種組成をみることを念頭に

置いたため，腐植土Ⅱ落込・腐植土Ⅲ出土材１９７点については加工木９点（表１３）を同定

したに過ぎない。オニグルミが３点のほかエノキ２点，アカガシ亜属・ムクノキ・カヤ・

樹種不明が各１点を数える。アカガシ亜属が卓越した腐植土Ⅱとは加工木の樹種組成が異

なる可能性があるが，同定点数の少ない現状では可能性の指摘にとどめておく。

　アカガシ亜属について　　樹種組成のなかで加工木・自然木ともに高い割合を占めたの

は，アカガシ亜属である（表１１）。周辺植生において優占し，かつ加工に際しても多く選

択されたことがわかる。加工内容は分割や切削で前者が多く，加工木のうちの９割以上が

分割された材であり，切削の痕跡がある材は２割に満たない（表１３）。自然木には直径４尺

以下の木が多く，分割に際してはそれよりもやや太い直径４～１６尺程度の材が多く選ばれ

た。この傾向は，アカガシ亜属と同定された材のみをみた場合にも，同定していないもの

も含めて樹種を問わず全体をみた場合にも共通する。

　アカガシ亜属と同定された加工木４７点の木取りをみると，板目材が１７点と最も多く，つ

いで柾目材・みかん割材が１５点，半割材が７点と続く。板目材の多さは特徴的であり，柾

目材・みかん割材を多用する弥生時代以降のアカガシ亜属の利用法とは異なるあり方がう

かがえる。板目材とはいえ，分割の方向をみると放射方向である。通常の鋭角のみかん割

材と異なるのは分割角度であり，元来は１５０°程度の鈍角の扇形であったものが再加工や

土圧などによって扁平となり，板目状になったとみられる。

　コナラ節について　　加工木・自然木とも，アカガシ亜属についで多いのはコナラ節で

ある。今回の調査区で出土した材のうち，法量のうえで傑出していた大木もコナラ節であ

るため，加工木の材積比ではアカガシ亜属を上回る可能性もある。大木先端側には，材を

割り取った跡とみられる平面があったことから，大木の年輪を測定し，周辺出土材と比較

して大木から割り取った材の判定を試みた。しかし，周辺出土材には十分な幅・年輪数の

あるコナラ節の材が確認できず，大木と同材関係にある材の抽出には至らなかった。木取

りや法量の検討をおこなっていないＷ１～Ｗ１１０のコナラ節１９点のなかに，大木と同材関

係にある材が含まれる可能性は残るものの，今回は検討できていない。

　アカガシ亜属の材は従来の調査でも多く出土していたのに対し，コナラ節の材は北白川
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追分町遺跡で今回初めて確認された。おそらく大木の存在と関連して，局地的な傾向とい

える。広域的にはアカガシ亜属が優占する植生が広がり，本調査区のあたりでは樹齢１５０

年程度のコナラ節の樹木が生育しえるような二次林が成立していた可能性が考えられる。

コナラ節の自然木８点はすべて直径が４尺以下であり，加工木同じく８点はやや太い４～

８尺の材を多様な木取りに分割している点において，アカガシ亜属を主体とする全体の傾

向と差異はない。

　樹皮について　　取り上げの段階で樹皮を意図的に多く採取したこともあり，出土材の

うち２割近くを樹皮が占めることとなった。とくに大木の西側で多くの樹皮がみられ，今

回出土した樹皮１１３点のうち８割近くが図１２９の範囲やその周辺に集中していた。大木は根

元から６．２杓の位置に先端があるが，樹径からすれば１０杓以上の樹高であったと想定され，

伐採当初はさらに数杓西側まで木が続いていた可能性が高い。大木の先端は磨滅しており

明瞭な切断痕は認められなかったものの，伐採後に直径３０尺以下のやや細い部分のみを利

用し，大木の側は一部を分割して材を採取したのみで，あとは使わずに伐採したまま放置

したような状況が想定される。樹皮にコナラ節が多いという前提のもとさらに推測すれ

ば，樹皮は大木の切断・解体の際に剥がれ落ちたという過程が復原しえる。そして，今回

の調査区の腐植土Ⅱに大木が倒れていた状態で，解体作業がおこなわれ，樹皮やコナラ節

の加工材が周辺に散らばったと考えられる。

　縄文時代晩期西日本の木材利用について　　当時の生活や加工技術に即すると，大径木

よりも細い木のほうが加工・使用の双方において扱いやすく，有用な材であったと考えら

れる。とくにクリに比べて分割・切削ともやりにくいアカガシ亜属やコナラ節の場合には，

自然木よりやや太い程度の木を選んで丸木のまま，あるいは分割して用いることが理にか

なっていたのだろう。弥生時代以降のように大径木を鋭角に分割する技術はまだ確立して

おらず，直径１６尺に満たない程度の太さの木からなるべく幅広い材をえるために，鈍角に

分割していた状況がうかがえた。西日本における縄文－弥生移行期の木材利用を考えるう

えで貴重な事例となる。

　ただし，今回の調査では製品が見つかっていない。したがって，アカガシ亜属やコナラ

節の加工材がどのような目的や意図をもって分割・切削されたかは不明であり，この点は

今後の調査課題といえる。 （村上）
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　９　大型植物遺体分析

　１　はじめに

　本報告は，大型植物遺体（種子・果実・葉など）の分析により，縄文時代晩期－弥生時

代前期移行期と近世における農耕と植物利用を復原しようとするものである。北白川追分

町遺跡を含む京都大学構内遺跡群では，縄文時代から明治時代までの様々な遺構が発見さ

れ，この地域が縄文時代よりほぼ継続的に利用されてきたことが明らかになっている。既

往の発掘調査でも，各時代の生業や古環境に関する情報が蓄積されているものの〔京大埋

文研１９８５，南木ほか１９８５，外山２００２，冨井ほか２００７〕，いまだ十分に解明されたとは言えな

い。本節では，今回の調査で新たに分析した大型植物遺体の情報を追加し，当地域の農耕

と植物利用について再考察をおこなう。なお，本研究では，縄文時代早期～明治時代まで

の堆積物を分析したが，縄文―弥生移行期と近世の堆積物の２時期の堆積物で保存状態が

良好な大型植物遺体を確認できたので，この２時期について詳しく復原する。

　２　分析地点と層序

　大型植物遺体分析の実施に際しては，Ａ～Ｉの９地点を選定した（図１４３・１４４）。Ａ，

Ｂ地点は調査区南壁，Ｃ，Ｄ地点は調査区西壁断面にある砂質ローム層で，それぞれ上位

から１～５層に区分した。１層（＝白砂混黒褐色土）は明治時代，２～３層（＝灰褐色土

Ⅰ・Ⅱ）は近世，４～５層（＝茶褐色土・黒褐色土）は中世の堆積物であることが包含遺

物で確認されている（本章第２節）。このうち，２層では植物遺体の保存が良好だったため，

Ｃ地点とＤ地点の中間にＩ地点を設け，ここからさらに分析用の試料を採取した。

　Ｅ，Ｆ地点は調査区西壁断面にあり，それぞれＣ，Ｄ層の下位にあたる。これらは６～

１５層に区分でき，第２節で説明された第１５層から第４７層までに対応する。６～１２層までは

弥生時代の洪水に伴う砂層，１３層は縄文晩期－弥生前期移行期の泥炭層（＝腐植土Ⅱ），

１４～１５層（＝紫灰色粘土・青灰色粘土）は縄文時代晩期の粘土層である。特に，１３層に関

しては植物遺体の保存が良好だったため，西壁の南から１．５杓，５杓，７．５杓，１１杓，１５．５杓

地点について面的に試料を採取した。これらの面的試料は，同じ１３層でも堆積物の様子が

変化し，１．５杓～７．５杓までは泥炭質の堆積物であるが，１１杓～１５．５杓では粘土質の堆積物

になる。

　Ｇ地点は調査区南東にある堆積物である。明るい色調の上部を１層（＝黄色粘土），下部

の黒褐色を呈する粘土層（＝黒色土）を２層として，ブロック試料を採取した。黒色土は，
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包含する木炭の放射性炭素年代測定値から，縄文早期の堆積物と考えられる。

　Ｈ地点は，調査区南辺中央の斜め畔の南西断面で，埋没木材が多数見られる付近に位置

する。弥生前期以前の砂層直下のシルト質粘土層を１層（＝オリーブ灰色粘土）とし，こ

れ以下の泥炭層を２層（＝腐植土Ⅰ・Ⅱ）とした。泥炭層は２－１から２－４層までに区

分して採取した。この泥炭層からは，発掘中にクルミ，フジ，ハクウンボクなどの保存状

態の良い大型植物遺体が見られた。

　この他に，調査区東辺のＢＩ３１区ａ４南西部（北壁際のＹ＝２５８０地点の試掘坑）の縄文

晩期～弥生前期移行期に相当する腐植土Ⅰ・Ⅱを試掘した時に，現地で取り上げられた大

型種子試料が保管されていたので，これについても種類の同定を行った。

　３　分析方法

　大型植物遺体の分析方法は，那須・百原〔２０１０〕に従い，水洗選別法と簡易フローテー

ション法を利用して行った。明治から中世までの試料は，Ａ－２地点，Ｃ－１地点，Ｄ－

２地点の１～５層について，各層２００呪の堆積物について，水洗選別法により０．２５勺までの
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図１４３　大型植物遺体分析試料採取地点（Ａ～Ｉ地点）
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図１４４　大型植物遺体分析試料採取層序断面
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大型植物遺体を同定・計数した。これらの分析により植物遺体の保存が良好だった２層に

ついては，Ｉ地点からさらに４０００呪の堆積物をフローテーション法により０．２５勺勺のふる

いで抽出して，種類の同定・計数を行った。

　縄文時代晩期～弥生時代の試料は，Ｆ地点で６～１４層までを１００呪ずつ水洗選別法によ

って０．２５勺のふるいで分析した。６～１２層までは砂層で炭化木片以外の植物遺体が見つか

らなかったため，Ｅ地点では１３～１５層のみを同様に分析した。１３層については，植物遺体

の保存が良好だったため，西壁南から１．５杓，５杓，７．５杓，１１杓，１５．５杓地点の面的試料を

１００呪ずつ分析した。Ｈ地点では，１層，２－１～２－４層までを２００呪ずつ同様に分析した。

　縄文早期の試料は，Ｇ地点の１層と２層を３００呪ずつ０．２５勺のふるいで水洗選別した。

　４　結　　果（図版５３・５４，図１４５～１４７，表１４～１６）

　中世～明治　　中世～明治の時期にあたる，Ａ－２地点，Ｃ－１地点，Ｄ－２地点，Ｉ

地点の分析結果から，林縁要素７種（高木２種，低木２種，草本３種），畑地・路傍・乾

燥要素５種（栽培植物１種，草本４種），畦畔・適湿要素１１種（草本１１種），水田・湿地要

素１０種（栽培植物２種，草本８種），生育環境不明２種の合計３５種が出土した（表１４，図１４５）。

　Ａ－２地点では，１層で畑地・路傍・乾燥要素のアカザ属炭化種子４点，畦畔・適湿要

素のノミノフスマ近似種炭化種子２点，カヤツリグサ属Ａ痩果２点，水田・湿地要素の炭

化イネ籾殻３点が出土した。それ以外の２～５層では，炭化木片だけしか出土しなかった。

　Ｃ－１地点では，１層で畑地・路傍・乾燥要素のアカザ属炭化種子１点が出土したのみ

だが，２層（＝灰褐色土Ⅰ）では，林縁要素のカヤ炭化針葉１点，畦畔・適湿要素のノミ

ノフスマ近似種種子１３点，アザミ属痩果２点，水田・湿地要素のイネ炭化籾軸５点，イネ

炭化籾殻破片１８点，コナギ種子１点が出土した。３～５層では，炭化イネと炭化木片のみ

が出土した。３層（＝灰褐色土Ⅱ）では，イネ炭化籾軸４点，イネ炭化頴果破片１点，４

層では，イネ炭化籾軸３点，イネ炭化頴果破片３点，５層では，イネ炭化籾軸２点，イネ

炭化籾殻破片１点，イネ炭化頴果破片１点が出土した。

　Ｄ－２地点では，１層で畑地・路傍・乾燥要素のザクロソウ種子１９点（炭化２点，未炭

化１７点），炭化イネ籾殻２点が出土した。２層では，畦畔・適湿要素のコハコベ種子１点，

ノミノフスマ近似種種子１点，ヘビイチゴ核２点，タネツケバナ属種子２点，カヤツリグ

サ属Ｂ痩果１点，水田・湿地要素のイネ炭化籾軸９点，イネ炭化籾殻破片４５点，イグサ属

種子１０点が出土した。３層では，コハコベ種子３点，イネ炭化籾殻破片３点のみが出土し，

４～５層では炭化木片のみしか出土しなかった。
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　Ｉ地点の２層では，４０００呪を分析した結果，多数の植物遺体が得られた。林縁要素では，

マツ属複維管束亜属（ニヨウマツ類）の炭化針葉３点，ヒサカキ種子１点，キイチゴ属核

４点，ミズ属近似種痩果１点，ヤブヘビイチゴ核７３点，キランソウ属種子１点，畑地・路

傍・乾燥要素では，オオムギ炭化頴果２２点，ザクロソウ炭化種子２点，アカザ属炭化種子

１点，エノキグサ種子２点，カタバミ種子１点，畦畔・適湿要素では，オオイヌタデ痩果

１点，イヌタデ近似種痩果３点，コハコベ種子４点（炭化３点，未炭化１点），ノミノフ

スマ近似種種子１２５点（炭化２点，未炭化１２３点），ヘビイチゴ核６点，タネツケバナ属８点，

ナス属種子３点，ヤエムグラ属種子２点（炭化１点，未炭化１点），タカサブロウ痩果１点，

アザミ属痩果１点，カヤツリグサ属Ａ痩果３点，水田・湿地要素では，イネ炭化籾軸７８点，

イネ炭化籾殻破片４３点，イネ炭化頴果破片１点，ゲンゲ種子１点，ボントクタデ痩果３点，

コナギ種子２点，サガミトリゲモ種子１点，イボクサ種子１点，ホタルイ属種子１点，ス

ゲ属Ｂ痩果１点，スゲ属アゼスゲ節Ｂ痩果２１点が出土した。

　縄文晩期～弥生前期移行期　　縄文晩期～弥生前期移行期にあたる，Ｅ地点，Ｆ地点，

１３層面地点，Ｈ地点，現地取り上げ試料からは，林縁要素２５種（高木１３種，低木３種，つ

る性植物３種，草本６種），畑地・路傍・乾燥要素５種（栽培植物２種，草本３種），畦

畔・適湿要素１３種（草本１３種），水田・湿地要素１４種（栽培植物１種，草本１３種），生育環

境不明６種の合計６３種が出土した（表１５・１６，図１４６・１４７）。

　Ｅ地点では，泥炭層の１３層と粘土層の１４，１５層で植物遺体が出土した。１３層（＝腐植土

Ⅱ）では，林縁要素でカジノキ核２点，マタタビ属種子６点，ミズ属近似種痩果２点，畑

地・路傍・乾燥要素で，ザクロソウ種子１点，畦畔・適湿要素で，シロバナサクラタデ近

似種痩果５点，コハコベ種子１８点，ヘビイチゴ核２点，タネツケバナ属種子１点，ナス属

種子１点，セリ科分果１点，アザミ属痩果９点，イヌビエ属／キビ属内外頴３点，カヤツ

リグサ属Ａ痩果６点，水田・湿地要素でイネ籾軸８点，イネ籾殻破片４点，ヒルムシロ属

種子８点，イグサ属種子７５点，ホタルイ属痩果２点，ハリイ属痩果２５点，スゲ属Ｄ痩果２

点，スゲ属Ｅ痩果１点，スゲ属アゼスゲ節Ａ痩果８点が出土した。１４層（＝紫灰色粘土）

では，林縁要素でカジノキ核２点，キイチゴ属核２点，マタタビ属種子２点，ミズ属近似

種痩果６点，畑地・路傍・乾燥要素で，ザクロソウ種子２点，水田・湿地要素でスゲ属Ｃ

痩果３点，スゲ属Ｄ痩果３点が出土した。１５層（＝青灰色粘土）では，林縁要素でミズ属

近似種痩果６点，水田・湿地要素でスゲ属Ｃ痩果２点が出土した。

　Ｆ地点では，砂層の６層～１２層までは炭化木片しか出土しなかったが，粘土層の１３層と
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１４層では植物遺体が出土した。１３層では，林縁要素でカジノキ核４点，マタタビ属種子２

点，ミズ属近似種痩果６点，畑地・路傍・乾燥要素で，カナムグラ種子１点，畦畔・適湿

要素で，ナス属種子２点，カヤツリグサ属Ａ痩果１０点，水田・湿地要素でスゲ属Ｃ痩果３

点，スゲ属アゼスゲ節Ａ痩果８点が出土した。１４層では，林縁要素でタラノキ種子１点，

マタタビ属種子２点，ミズ属近似種痩果２点，ヤブミョウガ種子１点，畑地・路傍・乾燥

要素で，クワクサ核１点が出土した。

　以上のように，Ｅ地点，Ｆ地点ともに１３層（＝腐植土Ⅱ）で多くの植物遺体が出土し，

Ｅ地点ではイネも出土したため，１３層のみを西壁南から１．５杓，５杓，７．５杓，１１杓，１５．５杓

地点について面的に分析した。その結果，１．５～７．５杓地点までの西壁南側と１１～１５．５杓地

点の西壁北側で，明らかに異なる種類組成が得られた。

　南側の１．５～７．５杓地点では，林縁要素でマツ属複維管束亜属針葉３点，カジノキ核２点，

タラノキ種子１点，ニワトコ種子２点，キイチゴ属核６点，マタタビ属種子４点，ブドウ

属種子２点，ミズ属近似種痩果３点，スミレ属種子２点，畑地・路傍・乾燥要素で，シソ

属分果１点，カナムグラ種子３点，畦畔・適湿要素で，イヌタデ近似種痩果４点，シロバ

ナサクラタデ近似種痩果３点，コハコベ種子２７点，ヘビイチゴ核５点，ナス属種子２点，

セリ科分果３点，アザミ属痩果２２点，ヤブタビラコ痩果１点，ツユクサ属種子２点，イヌ

ビエ属／キビ属内外頴１０点，カヤツリグサ属Ａ痩果８点，水田・湿地要素でイネ籾軸３８点，

イネ籾殻破片７９点，ヒシ果実刺２点，ミゾソバ痩果２点，ボントクタデ痩果２点，ヒルム

シロ属種子１５点，イグサ属種子１０６点，ホタルイ属痩果３６点，ハリイ属痩果４４点，スゲ属

Ｃ痩果１５点，スゲ属Ｄ痩果１点，スゲ属アゼスゲ節Ａ痩果１０点が出土した。

　一方，北側の１１～１５．５杓地点では，カジノキ核８点，タラノキ種子３点，ニワトコ種子

２点，キイチゴ属核５点，マタタビ属種子４点，ミズ属近似種痩果４点，畑地・路傍・乾

燥要素で，アワ炭化頴果１４点，クワクサ核１点，畦畔・適湿要素で，イヌタデ近似種痩果

１点，シロバナサクラタデ近似種痩果１点，コハコベ種子１０点，ヘビイチゴ核２点，ナス

属種子１点，アザミ属痩果３点，ツユクサ属種子４点，カヤツリグサ属Ａ痩果１０点，水田・

湿地要素でイグサ属種子４点，ホタルイ属痩果２点，スゲ属Ｃ痩果３点，スゲ属アゼスゲ

節Ａ痩果１８点が出土した。

　Ｈ地点では，粘土層の１層（＝オリーブ灰色粘土），粘土層と泥炭層の移行層２－１層

（＝腐植土Ⅰ）と，泥炭層の２－２，２－３，２－４層（腐植土Ⅱ）で異なる組成が見られ

た。１層，２－１層では，林縁要素でカヤ針葉３点，コナラ亜属殻斗破片１点，カエデ属果

２２０
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２２１

実１点，ヤマグワ種子８点，カラスザンショウ種子１点，フジ莢破片３点，フジ芽８点，

マタタビ属種子９点，ノブドウ種子８点，畑地・路傍・乾燥要素でカナムグラ種子１点，

クワクサ核５点，畦畔・適湿要素で，イヌタデ近似種痩果９点，イヌコウジュ属分果３点，

ナス属種子２点，ツユクサ属種子３点，水田・湿地要素でミゾソバ痩果２点，ホタルイ属

痩果２点，スゲ属Ｂ痩果３点，スゲ属アゼスゲ節Ａ痩果１点が出土した。

　一方，２－２，２－３，２－４層では，林縁要素でオニグルミ核半割２点，コナラ亜属殻斗

破片２３点，コナラ亜属幼果１０点，コナラ亜属堅果破片３点，コナラ属芽１９点，ミズキ核３

点，ハクウンボク種子１０点，ヤマグワ種子６２点，カジノキ核６点，タラノキ種子１８点，ニ

ワトコ種子１点，マタタビ属種子１７点，ノブドウ種子２５点，マルミノヤマゴボウ種子８点，

ヤマネコノメソウ種子７２点，ネコノメソウ属種子４点，ヤブミョウガ種子１点，畑地・路

傍・乾燥要素でクワクサ核４点，畦畔・適湿要素でセリ科分果２点，水田・湿地要素でミ

ゾソバ痩果２０点，ホタルイ属痩果３点，スゲ属Ａ痩果１３２点，スゲ属Ｂ痩果７２点が出土した。

　現地取り上げ試料（ＢＩ３１区ａ４の南西部）では，林縁要素のカヤ種子１点，オニグル

ミ核破片１５点，クリ堅果破片３点，アカガシ／ツクバネガシ堅果２５点，コナラ亜属殻斗破

片１点，コナラ亜属堅果７点，コナラ属堅果４点，トチノキ種子破片１２点，ハクウンボク

種子１３点が出土した。なお，Ｇ地点からは大型植物遺体は確認されなかった。

　５　考　　察

　ａ．中世～明治，特に近世水田の利用形態と環境

　中世～明治試料の分析結果から，まず，生業については，全地点ではないものの，１～５

層から少なくとも１地点からは炭化イネが出土していることから，中世～明治までは，遺

跡周辺でイネが継続的に利用されていたことを指摘することができる。

　特に２層（＝灰褐色土Ⅰ）は，出土人工遺物から１８世紀の層と考えられているが，出土

した草本植物の内容からは，周辺に水田が存在した可能性が指摘できた。すなわち，水田・

湿地要素ではコナギ，サガミトリゲモ，イボクサ，イグサ属，ホタルイ属，スゲ属が含ま

れ，それぞれの出土点数は少ないものの，いずれも水田内で生育する種類であり，近くに

水田があったことの指標となりうる。イネの炭化した籾軸や籾殻片，炭化頴果（炭化米）

の破片が出土していることからも，水田の存在を裏付けることができる。

　その一方で２層からは，イネだけでなく，炭化したオオムギの頴果も２２点見つかった。

このことは，水田付近にオオムギの畑があったか，あるいは同じ場所で水田裏作としてオ

オムギを栽培していた可能性を示唆する。畑地・路傍・乾燥要素の草本植物は，ザクロソ
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ウ，ノミノツヅリ，アカザ属，エノキグサ，カタバミなどが出土しているが，アカザ属や

ザクロソウに炭化したものが含まれていることを考慮すると，これらが水田周辺のオオム

ギ畑から，オオムギ頴果とともに流れ込んで堆積した可能性が考えられる。その一方で，

出土した草本植物の組成が，乾燥と湿地の中間の畦畔・適湿要素が最も多く，オオイヌタ

デ，イヌタデ近似種，コハコベ，ノミノフスマ近似種，ヘビイチゴ，タネツケバナ属，ナ

ス属，ヤエムグラ属，タカサブロウ，アザミ属，カヤツリグサ属などが見られた。これら

の出土傾向は，夏季に水田で稲作を行い，冬季に水田を畑地化してオオムギを栽培してい

たことを示しているのかも知れない。１８世紀の水田周辺にオオムギの畑があったのか，そ

れとも水田裏作として栽培されていたのか，現在のところ不明であるが，今後水田と畑地

雑草のタフォノミーを研究することで，解決したい。

　さらにこの水田では，水田裏作の可能性のある植物として，オオムギだけでなく，ゲン

ゲ（レンゲソウ）の種子が１点だが出土した。ゲンゲは水田に鋤き込む肥料として，休閑

期の水田で栽培されるマメ科の植物であるが，中国原産で江戸時代以前に渡来したと考え

られている〔清水ほか２００１〕。１８世紀の水田でも栽培されていた可能性は高く，ただ単にイ

ネを栽培していただけでなく，オオムギやゲンゲなどの多様な作物を栽培していたと考え

ることができる。このように，水田遺構や水田付近から畑作物のオオムギやアワが炭化し

た状態で出土する例は，神奈川県逗子市池子遺跡の近世水田遺構でも確認されており〔那

須２０１１〕，今回の結果は，江戸時代の水田周辺での穀物栽培が多様だったことを示す具体的

な証拠になる。

　この時期の周辺の森林環境は，炭化したニヨウマツ類とカヤの針葉が出土していること

から，アカマツかクロマツのマツ林にカヤを交えるような森林があったことが伺える。常

緑や落葉の広葉樹は少なく，周りはかなり開けていたと推察される。この結果は，花粉分

析や木材分析の結果と比較して検討したい。

　ｂ．縄文－弥生移行期の稲作とアワ作の栽培環境

　縄文晩期－弥生前期移行期の栽培植物として，イネとアワ，シソ属が見つかった。いず

れも西壁の１３層（＝腐植土Ⅱ）からの出土である。イネとシソ属は未炭化であり，西壁の

南側（１．５～７．５杓地点，Ｅ地点）から見つかっており，アワは炭化しており，西壁の北側（１１

～１５．５杓）で見つかった。１３層の西壁南側は泥炭質であり，北側は次第に粘土質の層へと

変化しており，出土する植物遺体からも環境の違いが確認できた。西壁南側は，明らかに

水田・湿地要素の植物が多く，西壁北側では水田・湿地要素の植物は少なかった。特に，
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南側でのみ見られる植物として，イネ，シソ属，ニヨウマツ類，スミレ属，カナムグラ，

コハコベ，セリ科，ヤブタビラコ，イヌビエ属／キビ属，ヒシ，ミゾソバ，ボントクタデ，

ヒルムシロ属，ハリイ属，スゲ属Ｄが挙げられ，現在の水田雑草にもなる種類が多く含ま

れていたことが明らかになった。この１３層からは水田遺構は見つかっていないが，このよ

うな湿地のような場所でイネが栽培されていた可能性を示唆する。

　一方で，北側のみに見られる植物は，アワとクワクサのみで，アワが炭化していること

と，１３層全体で畑地要素がほとんど見られないにもかかわらず，北側のみで畑地要素のク

ワクサが出土していることを考慮すると，アワは北側周辺の微高地で栽培されており，火

を受けて炭化したアワが何らかの原因で流れ込んでこの粘土層を形成した水域に堆積した

と考えられる。出土した炭化アワ頴果１３粒を使って，炭素１４年代測定を実施した。その結

果，２５３０±２０ＢＰの値が得られた。これを，Oxcal ４．１．１により暦年代較正すると，２σで

７９１ＢＣ～５５１ＢＣの年代が得られた。この時期はちょうど較正曲線のキャリブレーション

が悪い時期であるが，おおむね縄文時代晩期～弥生時代前期移行期の年代であることが確

かめられた。

　以上の結果から，北白川追分町遺跡の縄文時代晩期－弥生時代前期移行期には，西壁南

側の湿地においてイネの栽培が開始されており，同時に北側の微高地においてアワの栽培

が行われていたことが明らかになった。縄文時代晩期－弥生時代前期移行期のイネについ

ては，南木ほか〔１９８５〕でもイネ籾殻が報告されており，外山〔２００２〕でも縄文晩期末相

当の土器胎土からイネのプラントオパールが検出されているが，今回はそれを再確認し，

その栽培環境を復原することができた。さらに，アワの畑栽培も同時に存在していたこと

を新しく付け加えることができた。外山〔２００２〕も指摘しているように，扇状地扇端部の

微地形に応じて，イネやアワの栽培が行われていたと考えられる。

　ｃ．縄文－弥生移行期の栽培植物と利用植物

　遺跡中央のＨ地点では，イネやアワなどの栽培植物は見つかっていないが，木本植物の

堅果類が見つかった。コナラ節，ハクウンボク，ヤマグワ，マタタビ属，ノブドウなどが

多く見つかっているが，Ｈ地点上部の１層（＝オリーブ灰色粘土）と２－１層（＝腐植土

Ⅰ）では，カヤ，カエデ属，カラスザンショウ，フジ，カナムグラ，イヌタデ近似種，イ

ヌコウジュ属，ナス属，ツユクサ属，スゲ属アゼスゲ節Ａが見られ，特に草本では，イネ

が見られた西壁地点の１３層との共通種が見られる。一方，下位の２－２層～２－４層（＝

腐植土Ⅱ）では，オニグルミ，ミズキ，タラノキ，ニワトコ，マルミノヤマゴボウ，ヤマ
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ネコノメソウ，ネコノメソウ属，ヤブミョウガ，スゲ属Ａが見られ，特に草本ではヤブミョ

ウガ以外は西壁付近では見られなかった種類が出土した。この結果は，Ｈ地点の２－２層

以下の泥炭層は，稲作がはじまる前の湿地の状態を示しており，２－１層以上の泥炭質粘

土層は，稲作が始まった時期の中央湿地の様子を示している可能性が高い。

　稲作が開始される前は，斜面にコナラ節，ハクウンボク，オニグルミ，ミズキ，ニワト

コ，タラノキなどが生育し，湿地にスゲ属，ミゾソバ，ネコノメソウ属，マルミノヤマゴ

ボウ，ヤブミョウガが生育するような，比較的林内が暗い閉鎖的な湿地林が存在していた

可能性が高い。その後，稲作が開始される頃には，斜面にコナラ節，ハクウンボク，カエ

デ属，フジ，カラスザンショウが生育し，湿地にイヌタデ近似種，イヌコウジュ属，スゲ，

ミゾソバ，カナムグラが生育するような，比較的明るく開けた湿地林に変化した可能性が

ある。これは，人為的な干渉の結果，閉鎖的な森林環境から，開放的な疎林環境に変化し，

そのような開けた湿地環境を利用して，稲作が開始された可能性を示唆する。

　６　ま　と　め

　京都大学構内北白川追分町遺跡の大型植物遺体分析の結果，近世と縄文晩期－弥生前期

移行期における農耕と植物利用を詳しく復原することができた。１８世紀頃の水田では，イ

ネだけでなく，水田裏作としてのオオムギの栽培や肥料としてのゲンゲ（レンゲソウ）栽

培もあった可能性が指摘できた。縄文晩期－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

可能性が指摘できた。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と考

えられる。広域的にはアカガシ亜属主体の斜面林とトチノキやクルミなどの湿地林が成立

していたと考えられるが，北部構内地域などの一部では，森が切り開かれ，コナラ亜属や

ヤマグワ，ニワトコ，カラスザンショウ，フジなどの陽樹が優占する二次林的な林分がパ

ッチ状に成立していたと考えられる。そのような明るく開けた二次林のそばの湿地を利用

して，イネの栽培を開始した可能性がある。湿地についても，単にそのまま利用したので

はなく，イネがよく育つように，例えば高茎草本を排除するような，人為的な管理を施し

ていた可能性がある。このような初期的な稲作とアワ作が導入された時点でも，森林の堅

果類や液果類の利用は継続しており，縄文的な植物利用に大陸的な穀物栽培が追加された

ような生業体系が展開されていた。その後，この湿地は洪水砂に覆われるが，洪水砂層に

覆われて一段高くなった時点で，畦畔を伴うような本格的な灌漑水田が造られるようにな

ったのではないかと考えている。 （那須）
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　１０　花　粉　分　析

　１　試　　料

　京都大学北部構内遺跡においては，これまで花粉分析をはじめ，種実分析や樹種同定，

プラント・オパール分析などにより，過去の植物相や栽培植物の状況が明らかにされてき

た。〔京大埋文研１９８５，伊藤ほか２００５，冨井ほか２００７〕。過去の人々の生活を考える上で，生

活の場やそれをとりまく周辺の環境を検討することは重要な課題である。そのためには，

発掘調査の際に得られる古環境情報を蓄積していくことが必要である。今回の分析では，

縄文時代晩期から明治時代にかけての層準について花粉分析を実施し，古環境や農耕活動

の痕跡について検討した。花粉分析の試料は，次の４つのまとまりで採取した。

　西壁断面（図７３・１４３・１４４）　 　大型植物遺体分析用に採取した試料の一部を用いた。

採取地点は，Ｃ－１地点の１層（以下，「Ｃ１－１」のように表記）～５層，およびＥ地点

の６層（以下，「Ｅ６」のように表記）～１５層の計１５試料で，幕末期以降に相当する第１層

から，縄文時代晩期に相当する第４５層までを含む。

　北壁断面（図７５）　 　ＴＢ地点（以下，「ＴＢ」と表記）において，縄文時代晩期に相当

する堆積物から試料を採取し，ＴＢ０（＝オリーブ灰色粘土），ＴＢ３．５（＝腐植土Ⅰ），

ＴＢ２２．５（＝腐植土Ⅱ），ＴＢ３３．５（＝腐植土Ⅱ）として４試料について分析を実施した。

　断ち割り　　調査区中央の東西方向の断ち割りで，Ｙ＝２５８３辺りで検出された，腐植土

Ⅳ（第５９層）から１試料を採取した。

　腐植土層表層　　調査区における植生分布を面的に検討するため，腐植土の最表層につ

いて，北壁，斜め畔，南壁，中央畔の各断面から，およそ３杓おきに合計２３試料を採取し

た（図１４８）（以下，「Ｓ４－１」のように表記）。多くが腐植土Ⅰ（第３３層）と判断される

が，北壁などでの一部は腐植土Ⅱ（第４３層）に相当する堆積物の可能性もある。

　２　分析の方法

　花粉の抽出は以下の手順で実施した〔高原・谷田２００４〕。①試料１尺３を計量。ただし砂

質の試料は２尺３を計量した。②既知量のマイクロスフェア溶液を添加〔Ogden １９８６〕。

③１０％水酸化カリウム処理（９０℃，１０分）による泥化。④目開き１８０μ杓の篩による大型夾

雑物の除去。⑤傾瀉法による砕屑物の除去。⑥フッ化水素酸処理（７０℃，１０分）による珪

酸質の除去。⑦アセトリシス処理（１００℃，３分）による有機物の除去。⑧エタノールによ

る脱水。⑨第３ブチルアルコールによる脱水。⑩シリコンオイルに封入。
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　作成したプレパラートは光学顕微鏡を用いて４００～６００倍で検鏡し，総花粉・胞子数が３００

粒以上になるまで，プレパラート全面を走査して，花粉・胞子を同定・計数した。花粉の

同定にあたっては，京都府立大学森林植生学研究室所蔵の花粉標本ならびに花粉図譜〔中

村１９８０〕を参照した。木本花粉については同定された木本花粉総数を基数とし，草本花粉

ならびにシダ胞子については，同定された花粉・胞子総数を基数として各分類群の出現率

を計算し，ダイアグラムを作成した。ダイアグラムの作成にはTiliaならびにTGViewを用

いた〔Grimm １９９１，２００４〕。分類群間の識別が難しいものについては，ニレ属／ケヤキ属

のようにスラッシュでまとめて示した。西壁断面と北壁断面の試料では，マツ属単維管束

亜属花粉が検出されなかったため，複維管束亜属およびどちらか不明のものを合わせて

「マツ属」とした。分析は，＜腐植土層表層＞の試料については京都府立大学の橋本茉美

が，その他の試料については佐々木が担当した。

　３　結　　果（図１４９～１５５）

　分析対象とした４３試料のうち，西壁断面の明治期に相当するＣ１－１，縄文時代晩期か

ら弥生時代中期に相当するＥ６～Ｅ１０・１２，縄文後晩期に相当するＥ１５（＝青灰色粘土），

断ち割りで確認した縄文後期に相当するとされる腐植土Ⅳ，以上の合計９試料からは，花

粉・胞子がほとんど検出できなかった。これ以外の試料には花粉・胞子が十分に含まれて

おり，木本花粉，草本花粉，シダ類胞子を合わせ，５７分類群を同定した。以下は，花粉・
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図１４８　腐植土層表層の試料採取地点
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胞子が十分に検出できた試料についてのみ記載する。

　西壁断面　　縄文晩期後半に相当するＥ１３・１４（＝腐植土Ⅱ・紫灰色粘土）では，木本

花粉が総花粉・胞子数の７４～８２％を占め，草本花粉や胞子は少ない。木本花粉ではヒノキ

科／イチイ科／イヌガヤ科（以下，「ヒノキ科型」と表記）の花粉がもっとも多く（木本花

粉の３２～３６％；以下同様），コナラ属アカガシ亜属（以下，「アカガシ亜属」と表記；１２～

１９％），コナラ属コナラ亜属（以下，「コナラ亜属」と表記；９～１４％），クリ属／シイ属／

マテバシイ属（以下，「クリ属／シイ属」と表記；９～１８％），スギ（６～８％）が比較的

多かった。草本花粉ではイネ科やカヤツリグサ科がやや多いほか，ヨモギ属，アカザ科，

ガマ属／ミクリ属やツリフネソウ属の花粉が検出された。Ｅ１１（＝腐植混じり細砂）は，

同じく晩期後半に相当するが，花粉の出現傾向はやや異なっており，コナラ亜属がもっと

も多く（４１％），アカガシ亜属（２６％），ヒノキ科型（２１％），スギ（４％）がこれに続く。

　中世後半に相当するＣ１－４・５（＝茶褐色土・黒褐色土）では，草本花粉が総花粉・

胞子数の６３～６７％を占めて卓越する。木本花粉では，コナラ亜属（２０～３１％）がもっとも

多く，ヒノキ科型（１７～１８％），スギ（１０～１４％），クリ属／シイ属（１２％），マツ属（７

～１２％）がやや多い。草本花粉ではイネ科がそのほとんどを占め，カヤツリグサ科やアブ

ラナ科，アカザ科，キク科キク亜科・タンポポ亜科などがやや目立つ。

　近世後半に相当するＣ１－２・３（＝灰褐色土Ⅰ・Ⅱ）では，花粉組成に大きな違いが

みられた。１８世紀までとされるＣ１－３では，ヒノキ科型が非常に多いことを除いては，

中世の花粉組成に近い。一方，その上位に堆積するＣ１－２では，アブラナ科花粉が突出

して多い（総花粉・胞子数の７６％）ほか，木本花粉では，マツ属花粉が３４％を占めるなど，

ほかの層準とは大きく異なる。

　北壁断面　　縄文晩期後半に相当するＴＢ０，ＴＢ３．５，ＴＢ２２．５，ＴＢ３３．５の４試料で

は，大きな花粉組成の違いはみられず，同じく晩期後半に相当するＥ１３・１４とよく似る。ヒ

ノキ科型（２０～４０％）ならびにアカガシ亜属（２５～３３％）が多く，これにコナラ亜属（３

～１７％），クリ属／シイ属（４～２０％），スギ（２～８％）などがともなう。草本花粉では，

カヤツリグサ科がやや多いほか，イネ科，ツリフネソウ属，セリ科などが検出された。

　腐植土層表層　　分析対象とした２３試料は，すべて縄文時代晩期後半に相当し，花粉組

成は西壁Ｅ地点やＴＢ地点の晩期後半層準と基本的には同様であった。すなわち，アカガ

シ亜属（１８～４１％）が多く，これにヒノキ科型（９～３１％），コナラ亜属（１１～２８％），ク

リ属／シイ属（８～３０％），スギ（２～１４％）などをともなう。面的な分布をみると，そ

花　粉　分　析
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図１４９　西壁Ｃ－１・Ｅ地点における花粉・胞子の分布
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れぞれの分類群の出現率は地点によってばらつきがある。ヒノキ科型（図１５２）では，調

査区東南角のＳ－１，斜め畔のＳ－７．８，南壁のＳ３－１８地点などでやや多かった。アカガ

シ亜属（図１５３上）では地点間にあまり差がみられないが，ＳＫ－１，Ｓ４－１４．５，Ｓ４

－２５，Ｓ３－６などでやや多かった。コナラ亜属（図１５３下）では，Ｓ４－１４．５，Ｓ４－

２２，Ｓ３－９などでやや多かった。クリ属／シイ属花粉（図１５４上）は調査区の北東角の

Ｓ４－１１．５，北西角のＳ４－２８，南西角のＳ３－２４，南東角のＳ－１でほかの地点よりも

多かった。トチノキ属（図１５４下）花粉は全体に低率であるものの，北壁のＳ４－２８，中

央東寄りのＳＫ－２，東西畔のＳ２－２．４などでやや多かった。イネ科（図１５５上）は，東

西畔のＳ２－２．４，Ｓ２－５，Ｓ２－８，Ｓ２－１０．７で他地点よりも多かった。ガマ属花粉

（図１５５下）の出現率は全体に低いが，北壁のＳ４－１７．５やＳ４－２２でやや多く，南壁で

はほとんど出現しなかった。

　４　ま　と　め

　縄文時代晩期の花粉組成　　Ｅ１３・１４ならびにＴＢの４試料の合計６試料では，ヒノキ

科型，アカガシ亜属が優占し，これにコナラ亜属やクリ属／シイ属，スギがともなう花粉

図１５０　北壁ＴＢ地点における花粉・胞子の分布
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組成であった。これは，これまでに北部構内遺跡で実施された花粉分析〔京大埋文研１９８５，

冨井ほか２００７〕で得られた同時代の花粉組成の特徴と一致する。その一方で，Ｅ１３を覆う砂

層の上位で腐植土層Ⅰに相当すると思われるＥ１１では，出現する分類群は同じであるが，

コナラ亜属花粉がとくに多かった。このような花粉組成は，これまでの分析では得られて

いない。これはコナラ亜属の樹木が近くに生育していたために局地的にコナラ亜属花粉が

多く検出されたのか，あるいは堆積した時期の違いによるものか，今後のデータの蓄積を

待ちたい。腐植土層表層の２３試料では，面的な花粉組成の変化をみた。花粉（とくに風媒

花粉）は長距離を飛散するため，植物個体の分布を詳細に復元することは一般に困難であ

るが，同一時間面の近接する多地点で分析を実施すると，とくに花粉の散布距離の短い分

類群については，給源植物の分布が復元できる〔Ooi 1993，Yonebayashi １９９６〕。主要木本

花粉のうち，風媒花粉であるヒノキ科型，アカガシ亜属，コナラ亜属では，地点間の花粉

出現率にばらつきがあるものの，明瞭な傾向はみとめられなかった。一方，虫媒花粉であ

るクリ属／シイ属やトチノキ属，あるいは草本花粉のイネ科やガマ属では，地点間の花粉

出現率に差異がみられた。今回試料を採取した面が同一時間面であるとすれば，クリ属／

シイ属やトチノキ属，イネ科，ガマ属などの花粉出現率の違いは，給源植物個体の分布を

示している可能性がある。今後，土層の生成と植物個体の消長の時間スケールなどについ

図１５２　腐植土層表層における主要花粉出現率の空間分布１
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図１５３　腐植土層表層における主要花粉出現率の空間分布２
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図１５４　腐植土層表層における主要花粉出現率の空間分布３

花　粉　分　析



２３４

京都大学北部構内ＢＨ３１区の発掘調査

図１５５　腐植土層表層における主要花粉出現率の空間分布４
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ても考慮しつつ，大型植物遺体や材の出現状況と合わせて検討したい。

　中世の花粉組成　　Ｃ１－４・５ではイネ科花粉の出現率が高かった。今回の分析では

イネ属花粉を区分していないが，比較的粒径の大きいイネ科花粉が検出されており，この

中にイネ属花粉が含まれている可能性がある。これらの層準からは，縄文晩期の層準では

みられなかったアブラナ科花粉やソバ属花粉も検出されたほか，アカザ科，キク科キク亜

科，タンポポ亜科など明るい場所を好む草本の花粉が検出されており，周辺の耕地化をう

かがわせる。近接するＢＣ２８区の花粉分析でも，中世後半期以降の栽培対象物がアブラナ

科とイネ属であることが指摘されている〔伊藤ほか２００５〕。木本花粉では，マツ属やコナラ

亜属が増加しており，草本花粉の著しい増加とともに，周辺の二次林化を示唆している。

　近世～幕末の周辺植生　　Ｃ１－３は江戸時代後半の１８世紀に相当する層準で，その上

位の堆積物Ｃ１－２は１９世紀に相当するかもしれない。これらの層準では，中世の層準よ

りも，さらにアブラナ科の花粉が増加し，Ｃ１－２ではアブラナ科花粉が全体の８０％近く

を占めている。また，Ｃ１－２ではマツ属花粉も著しく増加し，木本花粉の３０％以上を占

めている。ＢＣ２８区やＢＤ２８区の花粉分析でも，近世・幕末期以降の層準ではマツ属花粉

が優占している〔伊藤ほか２００５，冨井ほか２００７〕ことと合わせれば，北部構内の周辺では，

マツ属以外の木本が乏しい状態であったと考えてよいだろう。近世の京都近郊山地が，ア

カマツの疎らに生える禿げ山に近い景観であったことは，絵図や古地図の研究からすでに

指摘されており〔小椋１９９２〕，今回の結果はそれを裏付けるものとなった。

　マツ属の増加時期　　京都盆地の遺跡でこれまでに実施された花粉分析結果を概観する

と，マツ属花粉が木本花粉の３０％を超えて卓越する時期は，長岡京域では長岡京期～中世

であるのに対し，平安京域では中世以降であり，北白川追分町遺跡や深泥池では近世にな

ってからである〔佐々木ほか２０１１〕。北白川追分町遺跡では，これまで花粉を十分に含む中

世の試料が得られていなかったため，マツ属の増加開始時期について検討することが難し

かった〔冨井ほか２００２〕。今回得られた中世の層準の試料では，マツ属花粉が比較的多いも

のの木本花粉の７～８％にとどまった。このことから，北白川追分町遺跡の周辺では，中

世にはすでにマツ属が増加し始めているものの，マツ属が卓越するのは近世になってから

であると考えられる。マツ属が増加・優占する時期について，京都盆地北部と長岡京域と

では異なる傾向があることがより明確になった。今後も，当地域における花粉分析データ

の蓄積を続け，人間活動と植生変化の関係ならびに農耕活動の実態について，検討を深め

ることが望まれる。 （佐々木・高原）
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　１１　小　　　結

　１　自然科学的分析の特質

　今回の調査では，自然堆積物についていろいろな分析をおこなった。個々の成果につい

ては，当該の第４～１０節でまとめられている。また，総合的な解釈については次項以下に

述べるので，本項ではこうした分析の目的や研究史上の意義について要約しておく。

　本章の節順で，①腐植土に対して，堆積環境変化と堆積年代との関係を検討するために，

良質な試料を複数地点で採取して放射性炭素年代測定した。②加工痕をもつ樹幹に対して，

複数部位から円盤を採取して年輪データの把握を試み、樹齢および伐採時季についても検

討した。③縄文晩期後半および弥生前中期という初期農耕期の堆積物に対して，イネの存

否ないし多寡を確認するために，珪酸体分析をおこなった。④大木を加工していた前後の

時期や水稲耕作導入期の堆積環境の把握を意図して，土層のＸ線写真観察と土壌薄片観察

をおこなった。⑤腐植土出土の木材に対して，製材獲得の場の状況やミクロスケールの植

生の復原を射程にして，樹種別出土分布図を作成した。⑥加工痕をもつ樹幹に関わる可能

性のある木材を求めて，出土木材の加工の有無を検討した。⑦土地利用の実態解明に向

け，縄文晩期後半および歴史時代の地層等について，種実などの大型植物遺体の同定を，

試料採取地点を近接的に設定しておこなった。⑧腐植土の表層について，ミクロスケール

の植生復原を目指すべく，花粉分析の試料採取を数杓単位でおこなった。

　２　縄文早期～後期の成果

　早期の旧地表面　　調査区東辺で，上方粗粒化する白味の強い水成堆積層に厚く覆われ

た黒色土（第６５層）を確認した。上面は粘土に覆われたほぼ平坦な旧地表面である。この

黒色土からは，人工遺物はまったく出土せず，またサンプル「Ｇ地点」の試料採取でも植

物遺体を回収できなかったが，面的掘削時に回収できた炭化物１０点程のうち２点の放射性

炭素年代測定は，約１２５００年前だった。黒色土の西縁は，西方に急激に落ちていて，以東の

平坦さとは著しい対照を見せるが，これは，河川の側方浸食ないし断層状の地層変形に由

来するだろう。この西への落ちによって，その後，本調査区東辺が傾斜変換点となった。

　黒色土上面の旧地表面では，地割れ状の砂脈を確認し，下位の砂質土では地層変形も認

められた。地震痕跡と判断できる。旧地表面を覆った氾濫堆積物には堆積後の地層の乱れ

を確認できず，またその上位には，摩滅していない中期末の土器片を包含する土壌化層が

認められるので，地震の発生時期は，早期前半の１２５００年頃から中期末（４０００年前頃）ま
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でにおさまる。本調査区の東方４００杓をはしる花折断層は，アカホヤ火山灰降灰前後の

７８００－７０００ＢＰ頃の活動が知られている〔吉岡ほか２００１〕。それに起因する可能性がある。

　アカホヤ火山灰の降灰年代より古い土壌や地表面は，本調査区の南東１００杓に位置する

２９９地点の北辺でも確認しており，そこでは白味の強い粗砂に抉られている〔冨井２００８〕。

２９９地点では地震痕跡を確認できてはいないものの，両者は，ともに規模の大きい氾濫を被

っており，一連の地表面とみなすべきだろう。両地点ともに，後世の層序からの出土とは

いえ，ほとんど摩滅していない早期前半の大川式前半段階の土器片も出土している。同一

の地表面とした場合，２９９地点の旧地表面は，緩やかに北西方向に傾斜していて，標高は

６２．０杓前後であり，本調査区の場合は，南西方向にごく緩やかに傾斜していて標高は５９．０

杓に満たない。両地点の間に段差の存在をうかがわせるが，傾斜の方向が異なることか

ら，小さな谷が入っていたのかもしれない。

　後期の地形と遺物　　青灰色粘土（第４７層）からは，上部１０尺くらいまでは晩期の土器

片もあったが，それ以深は後期後半の元住吉山Ⅱ式や北白川上層式３期の摩滅していない

土器片が多く出土した。すぐ東側の同様の淀みに堆積していながらも分解の進まなかった

腐植土Ⅳは，摩滅した中期の土器片を包含していたが，広葉樹の葉の放射性炭素年代測定

値では約２９００年前なので，堆積年代は後期後半から晩期前半頃と考えられる。これらの粘

土質の地層は，中期末以前に形成された西落ちの段差状の急斜面を東肩にした，大きな淀

みの中での堆積の産物である。調査区西南端での青灰色粘土の層厚を考慮すれば，淀みの

西肩は，調査区西壁よりもかなり西方に想定でき，広い湿地の存在を思わせる。

　これまで北白川追分町遺跡では，後期後半の遺物量がきわめて少なかったが，その時期

に該当する北白川上層式３期の土器片が，青灰色粘土から多量に回収された。型式学的な

まとまりはよく，縁帯文深鉢やバケツ形深鉢，皿や注口土器や無文土器がセットになって

いる。本調査区の位置する遺跡北半では，発掘調査がほとんどおこなわれていなかったの

で，遺跡全体での活動域の変動を考える上で，重要な資料を提供できた。なお，北白川追

分町遺跡の近傍で同時期の資料がまとまっているのは，本部構内の２１８・２７７地点の位置す

る吉田本町遺跡〔千葉ほか１９９７，千葉・阪口２００６〕，吉田南構内の７・２８８地点が位置する

吉田二本松町遺跡である〔藤岡１９７３，伊藤ほか２００６〕。

　また，青灰色粘土からは，石器も多く出土した上，石錘素材と思われる頁岩や，磨石類

の素材になり得る１０尺前後の閃緑岩・花崗岩等の礫も多く出土した（図８７）。この面では遺

構を認められなかったが，粘土質の堆積物にこれほどの重量の礫が多数存在することか
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ら，これらの石は，人為的に持ち運ばれてきたと判断できる。ただし，明瞭な被熱痕跡を

もつものはほとんどなかった。

　３　縄文晩期の成果

　堆積環境と年代　　青灰色粘土の上部から腐植土Ⅰ（第３３層）までは，滋賀里Ⅴの時期

の堆積物である。腐植土Ⅰを覆う自然堆積層から出土した人工遺物は，灰白色粗砂Ⅱ（第

２５層）からの後期土器１点のみで，その上位で東側の傾斜変換点上位側に分布する暗黒褐

色砂質土Ⅱ（第２４層）からも，滋賀里Ⅴの出土はあるが弥生土器は出土していない。そこ

で，滋賀里Ⅴの旧地表面を想定した場合，調査区東辺の傾斜変換点の上位から調査区西端

にかけて，土壌化した暗黒褐色砂質土Ⅱの下部や分布域東部，土壌化しつつあって水気の

多い暗灰色粗砂（第４０層），泥炭質の腐植土Ⅰ，といった具合に，同時期でも堆積環境の

違いに応じて異なる土層が広がっていた同時異層の可能性が高い。その逆に，一様に見え

る腐植土Ⅰも，腐植土の分布域全てがまったく同じ堆積環境にあったわけではなく堆積環

境は漸次的に変わりながら最終的に腐植という同質層が連続して見えるようになった，と

いう理解も否定できない。つまり，例えば，滞水域が東から西へと移動していくに連れて

腐植が徐々に西に広がっていった結果として，堆積時間の異なる堆積物がまとまっている

のに同一の層相を呈している，という解釈も可能である。そこで，堆積環境の漸次的変化

が存在したならば，腐植土から下位の紫灰色粘土にかけて数値年代の違いとなって何らか

の傾向を示すと考え，それらの該当層序から，広葉樹の葉を中心に放射性炭素年代測定を

おこなった。ただし，同時期と想定した暗黒褐色砂質土Ⅱや暗灰色粗砂では，葉や種子な

ど同一基準の試料採取が困難と判断し，年代測定をおこなっていない。

　結果は，第３節２および図７２・７４・８５～８７に略記した。中央値の比較は統計学的に意味

をなさないが，確率論的な精度を下げて誤差１σで比較するなら，東辺の傾斜変換点付近

と西壁という隔たった２地点を比べる場合には，異なる時期の堆積物と解釈する余地はあ

る。しかし，暦年較正するなら，較正曲線の勾配が緩い部分に該当するので，およそ同時

期と解釈すべきだろう。したがって，堆積環境の漸次的変化は積極的には指摘できない。

もっとも，Ｘ線写真観察や土壌薄片観察によって，Ｙ＝２５７０以西の腐植土Ⅱ上部の堆積は

東から西へと時間的差異をもって進行したと判断するならば，腐植土の分布域で堆積環境

も形成時間も均質だったとは言えない。完全に陸化した地点での土壌化層の形成速度は

０．１５勺／年程度であるが〔冨井２０１０〕，泥炭層の場合には，放射性炭素年代決定法の時間尺

度ではこうした議論に耐えられない，ということだろうか。現状では，考古学的な分層の
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理解，腐植土Ⅰ内部の炭化物薄層の同時性，出土土器の型式学的所見，これらは明確には

否定されなかった，という理解になろう。なお，青緑色粘土（第４２層）と腐植土Ⅱの土器

付着炭化物の年代は，バインダー処理後の測定ゆえ，参考値という認識にとどめよう。

　ところで，杭柱地点では腐植土Ⅰとその直上の粘土で，南壁Ｙ＝２５７２地点では腐植土Ⅰ

と腐植土Ⅱで，ともに試料の年代値が，誤差１σでは重複部分もないほどに逆転している。

これについては，Ｘ線写真観察で堆積後の変形構造が本調査区で指摘されたことを踏まえ

れば，肉眼的にはプライマリーな地層の原位置を保った堆積物に見えても，原位置を失っ

て上下変動した試料を測定していた恐れもある。また，腐植土Ⅲに堆積していた葉の放射

性炭素年代が，腐植土Ⅰ・Ⅱの年代とは分離できるにもかかわらず，腐植土Ⅲから出土し

た摩滅していない土器片が，腐植土Ⅰから出土した同じく摩滅していない面積のより大き

な同一個体土器片と，破断面の摩滅も認めがたい状態で接合したことも（Ⅱ３），堆積層

の年代について解釈することの難しさを浮き彫りにしている。堆積物の年代決定のための

分析作業は，手順面を含めて課題が多い。

　青灰色粘土（第４７層）の上部から腐植土Ⅱ（第４３層）の下部にかけての堆積環境は，Ｘ

線写真観察・土壌薄片観察によれば，生物擾乱が顕著であり，珪酸体分析によれば，開け

て乾燥している状態を好むタケ亜科が高密度なのに対して抽水植物のヨシ属はわずかであ

る。種実などの大型植物遺体分析でも，紫灰色粘土（第４５層）で開地・乾燥性の要素もう

かがえる。これらから，調査区は離水・土壌生成が進んだと解釈できる。出土遺物が示す

年代によれば，青灰色粘土の上部から滋賀里Ⅴが出土しそれ以下からは元住吉山式までし

か出土していない。この地点でのヒトの活動が活発になるのが滋賀里Ⅴの時期からである

から，その背景には，この離水傾向を指摘すべきだろう。その後の腐植土Ⅱの上部ないし

腐植土Ⅰは，土壌薄片観察からは，湿地・池沼のような環境へ転じたと理解される。

　植　生　　滋賀里Ⅴの時期に堆積した腐植土Ⅰ・Ⅱの段階の植生については，木材，種

実などの大型植物遺体，花粉をいろいろな地点で採取した。局所的な植生復原も指向した

からであるが，それぞれの試料の可動性や植物１個体当たりの総量，さらには遺存度合い

（タフォノミー）など，未解決の課題はある。また，議論に耐えるほどの時間尺度を考古

学や堆積学が提供できるかも課題ではある。しかし今後，それぞれの分野でこうした分析

が進めば，手法の限界と可能性が明らかになるはずである。事例の蓄積が期待される。

　花粉分析では，紫灰色粘土までは，試料は調査区南半で採取された。開地・乾燥性のア

カザ科の存在は確実で，ハンノキやトチノキ・ヤナギ・サワグルミなども認められ，氾濫
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頻度のやや高い扇状地の渓畔林を想定させる。本調査区南方１００～１５０杓の５６・１３５・２２９地

点では，晩期後半に，砂層と泥炭質土が何枚も折り重なっていて氾濫頻度の高さを示すか

ら〔京大埋文研１９８５，ＢＨ３１区調査班１９８７，千葉ほか１９９８〕，花粉データは，より南方の堆

積環境を反映したのかもしれない。

　木材では，これまで北白川追分町遺跡では同定試料のなかったコナラ節が，加工痕のあ

る樹齢１３９年以上の大木をはじめとして，多数確認された。コナラ節は遺跡の南半では様

相が不明だったが，本調査区の位置する遺跡北半には，ある程度の本数が分布していたと

考えたい。また，同様のブナ科の落葉高木であるクリも点数が多いが，これも，遺跡の南

半では，あまり目立たない樹種だった。さらには，北壁中央の試掘坑の堅果類同定でも，

ブナ科の多さが指摘できる。本調査区や北方１００杓の１５３地点の堆積層からは，５６・１３５・２２９

地点のように氾濫が頻発した状況はうかがえないので〔宮本１９８８〕，そうしたエリアや傾斜

変換点上位にこれらのブナ科の高木が，安定的に分布していたのだろう。

　大型植物遺体の分析では，林内が暗い状態の閉鎖的湿地林が想定されるが，腐植土Ⅰに

かけて，明るく開けた湿地林へと変化した可能性がうかがえた。その一方で，腐植土Ⅰの

上部に相当する腐植土表層の花粉分析では，それ以深とはトチノキやヤナギは同様でもア

カザ科とガマ属の関係が逆転するなど，湿潤な環境が広がったことが示唆され，これは，

土壌薄片観察に基づく水位上昇の理解とも整合的である。湿地林が開放的になったのは，

陸化している面積が減少して全体的に滞水域が広まった，と考えることもできる。

　堅果類と栽培植物　　腐植土中では，クルミの出土が顕著だった。木材でも花粉でも確

認されており，根株と認識して採取した木材同定試料にもオニグルミがある（Ｗ５１）。掘削

時に回収したオニグルミ２２００点余について計測した。層位的には，①腐植土Ⅲ・腐植土Ⅱ

落込，②腐植土Ⅱ，③腐植土Ⅰのまとまりでそれぞれ最低でも１００点以上の試料がある。一

粒のサイズにおける①→②→③の推移は，縦／横で，平均値は２８．２／２３．１→２７．３／２２．８→

２９．３／２３．８，最大値は３７．６／２８．７→３６．３／２９．５→３６．４／２８．６である（単位はいずれも勺）。

法量について，およそ，平均値や最大値は腐植土Ⅲから腐植土Ⅱにかけて減少気味だった

のに対して腐植土Ⅱから腐植土Ⅰにかけては上昇に転じた，という傾向を指摘できるか

ら，湿地林が開放的になる傾向と相関するのかもしれない。そして破損痕跡に照らせば，

腐植土Ⅰ・Ⅱでは，腐植土Ⅲおよび腐植土Ⅱ落込みに比べて，完形に対してヒトや動物に

よると思われる破損痕跡をもつものの割合が増加する。

　食用の堅果類としては，クルミに比してトチノミやカシ・シイ類は，人力掘削時には希

２４０
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少だった。大型植物遺体分析では，北壁中央の試掘坑（ＢＩ３１区ａ４南西部）からはクリ

も含めいずれも出土していたが，調査区南辺のサンプル「Ｈ地点」ではいずれも確認でき

なかった。もっとも，アカガシ亜属とクリは，木材ではオニグルミ同様に南にも北にも存

在している。トチノキも，木材としては採取試料には含まれていなかったが，花粉は十分

に確認されており，また南方５６・２２９地点には根株がある〔伊東ほか１９８５，伊東１９９８〕。

　北白川追分町遺跡では，２２９地点では晩期中葉のトチノミ貯蔵穴，本調査区の南南西３００

杓に位置する２９７地点ではそれよりやや古い可能性が高いイチイガシの貯蔵穴が検出され

ており〔千葉ほか１９９８，冨井ほか２００７〕，ともに，貯蔵穴周辺でも同種の堅果が多数出土した。

本調査区の腐植土の堆積時期よりも先行するが，これら貯蔵穴を用いる堅果の出土が本調

査区では希少である。アク抜きを必要としないクルミでも，外果皮を取り除くには水漬け

にした方が効果的だとすれば，そして２２９地点や２９７地点のように貯蔵穴をおそらく樹冠近

くに設ける傾向に照らせば，本調査区のクルミの大量出土は，その積極的な利用を示すと

も考えられる。

　栽培植物では，腐植土Ⅱでアワとイネの出土を見た。イネは，５６地点の滋賀里Ⅴの地層

からも４点確認されていたが〔南木ほか１９８５〕，今回は未炭化の籾殻や籾軸が合計１００点以上

も回収されたほか，珪酸体でも，総量が少ないとはいえ分析をした３地点すべてで確認さ

れている。雑穀のアワは，いずれも炭化頴果で，１０点以上確認されている。放射性炭素年

代は，複数の頴果をまとめて一試料としたものだが，２５３０±２０ＢＰで（１桁目を四捨五入），

腐植土Ⅱ出土の葉の年代と比べて矛盾しない。遺構としては水田や畑を検出できていない

が，２７６地点の弥生前期末の水田部分のイネの珪酸体も産出量が多くなかったことを踏ま

えれば〔伊藤ほか２００５〕，北白川追分町遺跡で弥生土器の出現以前に稲作がおこなわれてい

たことはほぼ間違いあるまい。南方では氾濫頻度の高かっただろう段階であるが，本調査

区にはそのような傾向は堆積層序からはうかがえず，土砂移動は少なかったと考えられ

る。したがって，自然の微凹地を利用した初現的な稲作だったと思われるものの，微凹地

一つあたりの面積は，弥生前期の小区画水田の一区画分よりははるかに広かっただろう。

アワについては，本調査区以北での資料の増加を待ちたいが，アワ自体の数値年代は，近

畿以西の沿岸地域では弥生文化が成立している頃の値なので，検出量が少ない現状では，

搬入の可能性も捨てきれない。

　製材活動　　加工痕をもつ樹幹は，これまで北白川追分町遺跡では木材同定試料のなか

ったコナラ節と同定された。コナラかミズナラ，あるいはカシワないしナラガシワという
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ことになろう。また，放射性炭素年代測定値は，腐植土Ⅱの葉の年代測定値とほぼ重なる。

加工痕の認定では，個々については複数の専門家でも意見を異にするものが少なからずあ

るが，加工痕が複数存在するという点では見解が一致している。少なくとも根元のうろこ

状の加撃痕については（図版３５－２，図１３８－１・２），石斧による伐採痕と判断して大過

あるまい。また，上面のＹ＝２５８２．８辺りにも同様のうろこ状の面の連なりがあり（図版３５

－３），これも石斧による加撃痕と思われる。もっとも，この部分については，こうした加

撃をおこなった人物の立ち位置や動作をどのように解釈すべきか課題が残る。

　この大木の北半の西側には平坦面があるが，その側縁にある「楔痕」も（図版３５－６，

図１３８－３～５），薄くて堅く割れにくい素材の楔を獲得できていたと理解するならば，判

然と言える。そのほかの加工痕は，樹幹の観察によれば出土時の上面側に限られる。そし

てこの上面こそが，平坦面をもっているから，大木が板などの木製品素材の獲得に供した

とする理解は整合的だろう。

　樹幹は，根元から強く曲りしかも捻れて生育していた。そうした状況も踏まえて，年輪

調査では，１本の樹幹のうち２カ所から円盤を切り出し，ともに測線を３本以上設定して

年輪データを計測して，それを手がかりにして樹幹とその周囲の加工木の関係を明らかに

できないかと期待した。今回のように同一部材の複数の部位で計測するなど，年輪データ

を細かくみようとする試みは，これまでの出土木材の分析ではほとんど例がなかったと思

われるが，今後は遺跡から木材が多量に出土したときに，木材利用の同時性などを検討す

るうえで，こうした基礎作業が重要になるだろう。しかし今回の場合，大木と年輪データ

の照合をおこなえるほどの年輪数をもつ加工材は認められなかった。

　最外年輪の観察では，伐採時期が春～夏頃と考えられる。伐採には不適と思える湿潤な

時季である。長期的な貯木をせずに必要なときに必要な分を伐採していた，という可能性

を考えておくべきだろうか。また，根元からの捻れと曲りや，大枝の分岐は，木材の生育

環境にあまり配慮がなされてなかったことを示唆するだろう。

　大木は比較的水平に出土していること，上面のみに加工痕をもつこと，これほどの木材

は容易には移動できないこと，以上に鑑みれば，この大木においては，製材獲得の＜場＞

としての側面を評価すべきだろう。本調査区のコナラ節では，大木と同一個体にあること

を確かめるべく年輪の照合をするに至った木材は出土しなかったが，大木周辺の木材の観

察によれば，人の手が加わったものが８点ある。また，樹種を特定できなかったものの，

大木の周囲も含め，樹皮が多量に出土したことも示唆的である。
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　腐植土Ⅰ出土土器　　加工痕をもつ樹幹の傍らからは，突帯文土器が出土している（Ⅱ

３）。樹幹の上面が完全に露出したのは腐植土Ⅱの掘削中だが，この土器には，上述のよう

に，大木のすぐ脇で立位の破片も含めて多くの破片が見つかっている一方で，腐植土Ⅲ出

土の口縁部破片ともピタリと接着するという，やや不可解な接合関係がある。例えば，も

とは大きかった破片のうち口縁部の一片のみが，大木周辺の腐植土が堆積していた淀みに

はまった人か動物などが水底をかき乱すように足をばたつかせたときに，下位の層序に入

り込んでしまったと考えるべきなのだろうか。しかしその場合には，下位の堆積物が一度

攪拌されて再堆積したことにもなる。

　さて，この個体は，１条突帯だが，型式学的特徴からは，弥生前期土器にともなうと理解

されることの多い，いわゆる播磨型の突帯文土器と捉えるべきものかもしれない。北白川

追分町遺跡の滋賀里Ⅴに見られるような，口縁部の突帯を口唇をまたぐようにつまんで撫

でつけるものとは異なっている。しかし，今回の調査区では，弥生土器は，この地層から

は出土せずに，厚さ数十尺に達する部分もある灰白色粗砂Ⅱ（第２５層）を挟んで上位から

しか出土していない。口唇から下がった位置に突帯が巡る１条突帯深鉢は，型式学的に

は，滋賀里Ⅳ式に近い古い特徴をもっていることになるから，こうした土器は突帯文土器

のどの段階にも少数ながらも組成していた，と考えることもできるだろう。

　４　弥生時代の成果

　前期～中期の環境　　本調査区以南の吉田キャンパスで厚く広く確認される弥生時代前

期末の土石流堆積層は，本調査区では認められない。その一方で，弥生中期までの遺物し

か包含しない暗黒褐色土（第１５・１５’層）は，掘削中に前期の土器片敷き遺構ＳＸ１が検

出されたので，前期から中期にかけて連続的に堆積した土層とみなせる。これに対し，土

石流堆積が確認された５６・１３５地点では，土石流下面である弥生前期末の旧地表面は，北

西方向に傾斜してから平坦面が続く状況であり，この平坦面が層厚５０尺を超える土石流堆

積物に覆われている。そして，その平坦になった地表面の標高は，本調査区の暗黒褐色土

上面の標高とほとんど同じである。つまり，本調査区の南方１００杓では，扇状地末端の傾斜

変換点という同様の地形環境にあって同程度の標高の平坦部が西に広がり始めるところ

に，土石流堆積物が厚く堆積するのに，本調査区には土石流が達しなかったのである。

　これについては，本調査区のすぐ南側に，西へ伸びる尾根状の微高地の存在を想定すべ

きだろう。その場合，５６・１３５地点の旧地表面は北西方向に傾斜するから，想定微高地の

南側と５６地点との間に，谷があったことになる。土石流は，その谷をかなり埋積したもの
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の，谷の北側の微高地に行く手を阻まれて本調査区へは達しなかったと考えたい。

　暗黒褐色土は，傾斜変換点の上方から下方にかけて広く分布するが，上方は砂質で（第

１５’層），下方は粘土質である（第１５層）。傾斜変換点には南北流路（＝後の東辺流路）が

あるが，南北流路は途切れ気味で，伏流水がときおり湧水のように流れ出ていた感がある。

暗黒褐色粘質土からは，大型植物遺体も花粉も検出されなかったが，珪酸体では，タケ亜

科も産出するもののヨシ属も多量に確認でき，さらにイネ属も比較的多く産出した。ま

た，土壌薄片観察によれば，微細炭化物片を多く含みつつ上方細粒化していくことがうか

がえる。こうしたことから，徐々に離水していきながらも，相対的には湿潤な場であった

ことが想定できる。

　調査区西南隅では，暗黒褐色土の上面では検出できなかった地震痕跡を暗黒褐色土除去

後に確認した。面的な確認としては弥生前期頃と言えるが，暗黒褐色土のＸ線写真観察に

よれば，北壁のサンプル「３地点」でも西南隅に近い南壁西辺のサンプル「１地点」でも，

暗黒褐色土の最上部から変形構造を確認しているので，弥生中期の地震として認識すべき

だろう。なお，同時期の地震痕跡としては，本調査区の南南西３００杓の２７６地点で，前期末

の地表面を裂き中期の礫層に切られる砂脈を確認している〔伊藤ほか２００５〕。

　遺構と遺物　　土器片敷き遺構ＳＸ１は，途切れ気味の南北流路が再び確認できる部分

の北縁に位置する（図版３３－２）。そのすぐ南は深みとなっていて，そこから水が出たよう

に思える。ＳＸ１は標石と考えられる円礫をともなうが，周辺に同一個体土器片の散乱も

なく，標石直下の土器片も内面が上向きで外周の破断面はやや摩滅しているので，破損し

た埋設土器の残存とは考えがたい。壺と甕の破片はしっかり組み合っていたので，当初か

らこの状態だった，水辺の祭祀遺構と考えたい。

　暗黒褐色粘質土では，直上が粘土に覆われる部分が比較的広いにもかかわらず，平面的

にも断面でも水田を検出できなかったが，イネ属の珪酸体は高密度である。調査区東辺の

中世の砂取穴埋土からとはいえ石庖丁未製品（Ⅱ２８７）も出土したことも踏まえれば，中

期にも稲作を実践していた可能性は高い。北白川追分町遺跡の中でも，前期末の砂質土石

流の堆積を免れた本調査区やその北方は，中期でも稲作を継続していたのだろう。

　その一方で，傾斜変換点に南北流路があるにもかかわらず，暗黒褐色粘質土でも明確な

水路さえ確認できなかったことは，稲作が恒常的ではなかったことを示唆する。南北流路

に水が常時流れていたわけではなかっただろう事に起因するのだろうか。また，吉田キャ

ンパスでも出土例の少ない中期の大型打製石鏃および磨製石鏃が４点も出土している（Ⅱ
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２７８～Ⅱ２８１）。こうしたことから，生業面では，南北流路がときおり地表にもたらす水に集

ってきた動物を狙った，狩猟の側面も重視すべきだろう。

　土器についてみてみると，弥生土器は暗黄灰色砂質土（第２３層）から上位でしか出土し

ない。暗黄灰色砂質土の直下には厚い自然堆積の砂層（第２５層）があり，その砂層の下位

の，腐植土など粘土質の土層からは，２条突帯で口唇をまたぐようにつまんで突帯を撫で

つける縄文晩期末の滋賀里Ⅴまでしか出土していない。暗黄灰色砂質土から出土した弥生

土器は（Ⅱ７０），それより上位の層序から出土したものも含めて吉田キャンパスの遺跡群で

頻出するような，頸部に多条沈線をもつものではない。厚手で，頸部に複数条の列点を施

すという，形態的に異質なものである。しかし胎土は，北白川追分町遺跡でこれまで出土

している滋賀里Ⅴと比べて違和感はない。そこで，出土層序的にも型式学的にも，この土

器を縄文から弥生への過渡的なものと位置づけたい。この解釈に沿えば，北白川追分町遺

跡では滋賀里Ⅴは弥生前期土器と併行しない時期をもつ，という理解にいたるだろう。

　５　歴史時代の成果

　中世の砂の採取　　調査区東辺では，１４世紀以降に掘削が始まった砂取穴群を検出した。

掘削対象は，「白川砂」とも言われる灰白色の砂（第６１層）である。本調査区の南東１００杓

に位置する２９９地点の北辺でも同時期の砂取穴群がＸ＝２２１５前後を南縁として展開してい

るが，２９９地点では西から東へと掘削が展開したことが判明している〔冨井２００８〕。本調査

区を掘削起点とした一連の採取活動と考えたい。

　また，本調査区の東南東２００杓に位置する２２１地点では，１３世紀頃に掘削されたと理解さ

れる砂取穴群が広がる〔千葉１９９８〕。砂取穴は，古い時代の遺物を多数包含することになる

ので，時期決定は容易ではないものの，こうした時間的推移を考えると，標高の高い２２１地

点ないしそれ以東で１３世紀頃に開始された砂の採取活動が，ある程度の拡張をみせながら

展開していくなかで，１４世紀頃からは，灰白色の砂の分布域の西限を探るべく，扇状地末

端の傾斜上位側である本調査区東辺に竪坑が設定されたのかもしれない。また，周辺にマ

ツなどの二次林が広がっていったことは花粉からも大型植物遺体からもうかがえるが，そ

の傾向は近世後半頃から顕著になったと考えられるので，扇状地から山地へと砂取りの対

象域が近世に拡大していったとも解釈できよう。

　中近世の景観　　歴史時代の層序からは，本調査区にたびたび水がおよんできたことが

うかがえるが，先史時代の南北流路そのままの東辺流路も，伏流水が不定期的に地表に流

れ出る環境を想定できよう。また，砂取穴の底面標高が，傾斜変換点より下位の調査区西

小　　　結



辺の平坦地に広がる１５世紀の遺物包含層（茶褐色土：第４層）の標高と同程度なことから，

扇状地末端は崖状になっていた可能性がある。出土遺物を見てみると，平安時代のものが

多いが，その時期の遺構を検出できていないうえ，弥生時代の包含層である暗黒褐色土の

上位からは１４世紀の遺物が出土する。そしてその暗黒褐色土上面には，動物の足跡も多々

見つかっている。こうしたことから，本調査区内では，弥生後期以降は，平坦地でも積極

的な農地利用が進まなかったと想定できるかもしれない。そうした土地利用状況であれば，

すぐ東際で１４世紀には大規模な砂の採取活動が展開し得たことも理解できる。

　砂取りによって乱された扇状地末端の自然地形は，１５世紀以降には，茶褐色土等の堆積

する緩斜面へと変化する。包含層の下面は平坦化して，緩やかな西下がりの段差が造成さ

れていた。これほどの土壌を短期間で供給できる自然的要素を斜面上位には考えがたいの

で，砂の採取が終わってからは，人工的に急速に農地化が促進されたと言える。そして，

調査区中央付近には東西方向の土手状の高まりもつくられる。区画化が進んだのだろう。

　１５世紀頃からは，少なくとも調査区西半では，アカザ属をはじめとして開地・乾燥性の

植物遺体も検出されている一方で，数が少ないながらもイネも継続的に出土する。また，

アブラナ科やソバ属など，裏作の可能性もある花粉も確認されている。周辺を含めてこの

辺りでは，広めの平坦面を確保し水利を十分に管理できるようになって，稲作・畑作が展

開したことは確かだろう。中世には土手状の高まりが明瞭化したが，同定された草本花粉

の数量は，灰褐色土Ⅱ（第３層）で一度減少に転じてから灰褐色土Ⅰ（第２層）で一気に

増加する。花粉の種類は減少傾向にあっても，種実類は灰褐色土Ⅰでは土手の北際で非常

に多様である。草本花粉や種実などの採取地点がどれだけミクロな植生を反映するか，そ

してタフォノミーの違いはないか，という問題はあるが，１５世紀に農地プランが変化し，

江戸期に入ってから作物生産が大きく展開した，と解釈すべきかもしれない。

　発掘調査および整理調査では，以下の方々より有益なご教示を賜りました。末尾ながら，

記して感謝申し上げます。地形・堆積物について，増田富士雄氏（同志社大学），木材の調

査方法について，泉拓良氏（本学文学研究科），上原真人氏（本学文学研究科），樹幹につ

いて，荒川隆史氏（新潟県立歴史博物館），高田秀樹氏（能登町真脇縄文館），真島俊一氏

（ＴＥＭ研究所），山田昌久氏（首都大学東京），木材の一次保管方法について遠藤利恵氏・

横山操氏（本学生存圏研究所），先史土器について信里芳紀氏（香川県埋蔵文化財センター），

石核について会田容弘氏（郡山女子大学），山中一郎氏（本学名誉教授）。 　（冨井）
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