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２０１

第４章　京都大学北部構内ＢＤ２８区の発掘調査

冨井　眞　　吉江　崇　　伊東隆夫 　

 外山秀一 　上中央子 　　　　　　

　

　１　調査の概要

　本調査区は京都大学北部構内の西南に位置し，北白川扇状地の西端にあたる（図版１－

２９７）。ここに北部総合研究棟の新営が計画されたため，これまでの周辺の調査成果を勘案

して，予定地全域１９２５�の発掘調査をおこなった。発掘調査は２００２年８月５日に開始し，

１２月２６日に終了した。

　本調査区は，先史時代の遺跡として有名な北白川追分町遺跡に含まれる（図１２５）。本調

査区北方の２２９地点では縄文晩期のトチノミの貯蔵穴，その２２９地点とそれに隣接する５６地

点・１３５地点では同じく晩期の埋没林が，検出されている。また，南に隣接する２７６地点で

は弥生前期の水田が，北方の５４地点では弥生中期の方形周溝墓が，それぞれ検出されてい

る。古代～近世にかけても，南

方の２０８地点で平安中期の埋納

遺構や幕末の土佐藩邸の堀，５４

地点で鎌倉時代初頭の火葬塚

が，知られている。

　調査の結果，縄文時代後晩期

のドングリ集積遺構や植物遺体

層，平安時代の道路・溝・土坑，

中世から近世の野壺や耕作痕な

どを検出し，整理箱４４箱の遺物

を得ることができた。また，人

為的な遺構ではないが，弥生時

代前期末の土石流の通過痕跡を

面的に確認した。

＊
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図１２５　調査区の位置　縮尺１�５０００



　２　先史時代の遺跡

　� 調査の経過

　本調査区の現地表の標高は６２．４�を示し，ほぼ平坦であるが，これは大学造営時の整地

によるものであり，それ以前は，弥生時代前期末の土石流にともなう黄色砂の堆積以来，

周辺の調査地点と同じく，なだらかな西下がりの傾斜地になっている。しかし，黄色砂が

堆積するまでは，この調査区内の狭い範囲にあってもいろいろな堆積物が多様に分布し

て，小さな起伏がところどころに生じていた，複雑な堆積環境であったことが確認できた。

そこで本章では，先史時代と歴史時代とで記述を分け，本節からは，先史時代の遺跡につ

いて説明していく。

　弥生中期までの堆積層の発掘調査が終了した後，黄色砂を重機により掘削し，先史時代

の遺跡の調査にかかった。調査区南辺に，上層で設定した歴史時代の土層観察用畔の位置

をほぼ踏襲して東西方向の土層観察畔を設け，そして調査区の東部にはこれにおよそ直行

するＹ＝２４６０ラインにも同様の畔を設けた（図１３６）。さらに，調査区四周の壁面も利用し

て，層位の観察に努めた。黄色砂直下に堆積した弥生前期の地層である暗褐色粘質土から

は，土器片が１０００点以上出土したが，明確な遺構は確認できなかった。

　調査区東半ではさらに下位に，砂層を挟んで植物遺体層の存在を試掘溝で確認したた

め，再び重機によりその砂層を掘削し，縄文時代の調査をおこなった。未分解の植物を多

量に含み泥炭質土を形成しているそのシルト質粘土は，現地表下約４�で調査区東半に広

く分布しており，人工遺物は石鏃１点しか出土しなかったが，木材や葉や種実類の大型植

物遺体のほか，少数の昆虫遺体など，通常の堆積環境では遺存しにくい自然遺体が良好な

状態で包蔵されていたので，試料を採取し，また植物珪酸体分析・花粉分析もおこなった。

それより下位の粘土層には，部分的に泥炭質土を形成しているものが３枚あったが，いず

れも面的な展開を確実には捉えにくかった。しかし，そのうちの２枚目の泥炭質土では，

ドングリの集積遺構を検出した。これら合計４枚の泥炭質土からは土器は出土しなかった

が，３枚目と４枚目の間の暗褐色砂質土からは，後期ないし晩期に帰属すると思われる土

器片を１点回収した。さらに，これらの泥炭質土の下位に位置し，調査区東辺の中央部に

堆積する淡灰色細砂からは，２個体分と思われるほとんど摩滅していない後期後半の無文

土器の破片５０点を回収できた。なお，これら黄色砂より下位の地層は，分布域が狭いもの

も多く，壁面や畔などの土層観察地点でも認められないものもあった。
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　� 層位と遺構（図版４０・４１，図１２６～１３８）

　黄色砂（第６層）以下では，砂層・シルト層・粘土層が互層をなし，２�以上の厚さで

堆積していることを確認した。上記のように，黄色砂以下では堆積物の分布が一様ではな

いが，北壁中央付近で確認できた堆積層を基本層序と捉えておく（図１２６）。ここには認め

られない地層も少なくないので，調査区の東辺南北畔・北壁・南辺東西畔・東壁・西壁の

層位図も提示してはおくが（図１２７～１３１），煩雑を避けるために，それらの図では関連層

位を示すほかは粒度別の視覚的表現にとどめた。以下，北壁の基本層位について記述して

いく。上から順に，暗褐色粘質土（第７層），灰白色粗砂（第８層），灰褐色砂質土（第９

層），褐色粗砂（第１０層），黄灰色シルト質土（第１１層），淡灰色粗砂（第１２層），黄灰色シ

ルト（第１３層），淡灰色細砂（第１４層），泥炭質土Ⅰ（第１５層），青灰色粘土（第１６層），泥

炭質土Ⅱ（第１７層），白色砂（第１８層），泥炭質土Ⅲ（第１９層），青灰色シルト（第２０層），

黄褐色粗砂（第２１層），暗褐色砂質土（第２２層），青灰色粗砂（第２３層），青灰色シルト（第

２４層），紫灰色粘土（第２５層），青灰色シルト（第２６層），泥炭質土Ⅳ（第２７層），紫灰色粘

土（第２８層）青灰色シルト（第２９層）である。

　第６層の黄色砂は，厚さ１．５�以上におよぶ弥生時代前期末～中期初頭の土石流堆積で，

水成堆積を示唆するラミナは基本的にみられない。弥生土器と思われる破片１点が西壁北

辺から出土している。吉田キャンパスでは東大路通以東に，北部構内の北端から吉田南構

内南辺にかけて広く分布するが，本調査区周辺はとくにその堆積が厚く，大きな礫を含む

ことがある。今回の調査でも，径１�ほどの花崗岩塊を数多くみとめ，さらには最大径が

２�ほどに達する巨礫も，調査区南辺で東北東－西南西方向に並ぶものも含め，８個確認

した。古代の遺構埋土中にも，顔をのぞかせていたものもある。また，本調査区内では，

およそ東北東から西南西にかけて本層の最上部に部分的に０．２�ほどの厚みで黄色シルト

が堆積することがあるが，黄色砂の堆積最終段階にその上面にあった凹凸の凹部を泥流が

埋積したものと考えられるので，第６層に含めた。さらには，最下部には厚さ１～４�ほ

どで黄白色の粘土の堆積を見ることが多い。このように第６層として一括りにした土石流

堆積層については，西北隅の垂直層位１�単位で粒度分析を試みている。このデータ等に

ついては別の機会に提示したい。

　第７層は土石流堆積に覆われた弥生時代前期末の旧地表である。第８層は砂粒の並びが

不明瞭な粗砂層なので，水成堆積の状態をそのまま保っているとは判断しがたい。第９層

はやや土壌化しているが，遺物は回収できなかった。第１０層も堆積構造の不明瞭な部分の

先史時代の遺跡
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多い粗砂層で，花崗岩粒に鉄分が沈着して褐色を呈している。第１１層の黄灰色シルト質土

は，段差上には広く分布している。調査区南辺では，第７層に接する部分も多く，上部に

は弥生時代前期の土器も包蔵している。西辺の段差下位の段差際では，本層中にやや厚く

有機質を含んでいた。その有機質を含む地点からは，粘土帯の継ぎ目の明瞭な縄文晩期末

の長原式の土器片が出土している。第１２層の粗砂も調査区北辺では砂粒の並びが不明瞭で

ある。第１３層は，調査区中央のやや狭い範囲の南北に分布する黄灰色シルト層だが，分布

の西半は青灰色を呈する。第１４層は，有機質も介在するラミナの発達した細砂層だが，調

査区東辺では本層全体がラミナごと褶曲した観を呈する部分があった。

　第１５層の泥炭質土Ⅰは縄文時代晩期前半と思われる埋没地表。樹皮や枝木とともに根株

先史時代の遺跡

図１２７　南北畔西壁の層位　縮尺１�８０
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図１２８　調査区北壁の層位　縮尺１�８０
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図１２８つづき

先史時代の遺跡

図１２９　東西畔南壁の層位　縮尺１�８０



も遺存する。第１６層は，土壌化していない粘土層だが，その下位の１７層は泥炭質土となっ

ている。第１８～２１層の層群と第２３～２７層の層群は，調査区中央に認められる水成堆積層。

第２８・２９層の不透水層を西肩にして，扇状地の末端に南北方向に形成された落ち込みでの

滞水域の堆積とその西方への横溢堆積が後者の群で，その後，後者を削った水が引き，や

や安定化したことを示す幾分土壌化した砂質土（第２２層）を介在させて，再びその東側の

２０８
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図１３０　調査区東壁の層位　縮尺１�８０
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窪地が自然流路となり流水と滞水を繰り返して砂層とシルト・粘土層の互層を堆積させた

のが前者の群である。第２２層からは，縄文後晩期の土器の体部片１点が出土している。

　さて，第２９層の下位には，調査区中央より南辺では淡灰色細砂層（第３０層）が堆積して

おり（図１２７），その下に堆積するチャートの目立つ褐色礫層（第３１層）との層理面に近い

堆積底面付近から，ほとんど摩滅していない元住吉山式の無文土器片が５０点ほど出土し

た。また，発掘後の深部掘削立合調査で，北壁中央（Ｙ＝２４５０付近）のさらに下層の堆積

を観察した。Ｙ＝２４４７付近でも認められた第３１層相当の褐色礫層は１．５�前後の厚い堆積

先史時代の遺跡

図１３１　調査区西壁の層位　縮尺１�８０



で，その上には東に向かって厚みを増す第３０層があり，この褐色礫層の下には，層厚２�

ほどの黄灰色粘土（第３２層）がある。第３２層のさらに下位には，１０�ほどの厚みで，硬質

の茶褐色粘質土（第３３層）が見られる。第３２・３３層は調査区ほぼ四周で確認できた。そし

てその下には，１０�ほどの層厚の明灰色シルト（第３４層）が，さらにその下位には黄灰色

シルト（第３５層）が，それぞれ堆積していた。

　以下，泥炭質土Ⅲで確認された縄文後晩期の遺構と，晩期と思われる時期の地表面であ

る第１５層上面の様相，および黄色砂直下の弥生時代前期末の地表面である第７層上面の状

況について，説明を加える。

　縄文後晩期の遺構（図版４１－６，図１３２・１３３）　 　ＳＸ５は，泥炭質土Ⅲやその下位の

淡黄色細砂の掘削中に検出したドングリの集積遺構である。掘方は検出時は確認できな

かったが，種実の除去時に，東側に立ち上がりが確認できた。共伴遺物はなく，この周辺

のみならずこれらの層からは人工遺物も木の実も出土していない。完存している種実は

３００点ほどで，分解が進んでいるものや破砕しているものもあわせると６００点ほどになる。

トチノキの種子１点およびクヌギないしアベマキの果実１点を除くと，残りはすべてイチ

イガシである。この数量でありながら，調査区では堅果類がほとんどまったく確認されて

２１０
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図１３２　泥炭質土Ⅱ・Ⅲの分布域　縮尺１�４００
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先史時代の遺跡

図１３３　ドングリ集積遺構ＳＸ５　縮尺１�５



おらず，また集積遺構に幼果や殻斗が存在しないので，人の手によることは間違いなかろ

う。共伴遺物はないが，上位の第１１層から主として晩期末の土器が出土し，下位の第３０層

から後期後半の元住吉山式が出土したので，この遺構の帰属時期はその間におさまる。

　縄文晩期の地表面（図版４０－２，図１３４）　 　調査区東半で確認された第１５層は，扇状

地の末端にとりつく流路が滞水して形成した，植物質が未分解の泥炭質土で，根株も遺存

していた。やや起伏に富みながら東方から小さな窪みがおよんでいたこと，この層の分布

域の西端には蛇行する南北方向の落ち込みがあることなどから，この一帯は地表面に凹凸

のある湿原だったことがうかがえる。人工遺物で出土したのは，時期を特定できない石鏃

１点のみである。層位的には，後期後半の第３０層よりは上位で晩期末の第１１層よりは下位

なので，その間の時期の地表面であることは確実である。晩期前半ごろではないだろうか。

　泥炭質土中には，５�四方ほどの広がりのなかに，殻斗や幼果を含まずにイチイガシ１０

点前後が集中して出土したところが３箇所ある。いずれも，南北方向の落ち込みの南半に

位置していた。このうちのひとつは，半数以上のイチイガシの上部がつぶれていた。泥炭

質土Ⅰでは，ドングリはほとんど出土せず，幼果や殻斗も一点も確認できなかったが，ま

とまりの点数が少なく，掘り込みも見られなかったので，発掘時には，野ネズミなどによ

る堅果類の分散貯蔵を想定して地点を記録せずにいた。しかし後日，南木睦彦氏から，こ

の泥炭質土中に幼果や殻斗が検出されていないことと，ドングリの頂部がつぶれたように

なっているものが多いことなどから，これらの集中部はいずれも，廃棄か一時的集積かは

判断できないものの人為的産物の可能性もある，との御教示を得た。

　この地表面の南縁には，西流する自然河道が確認されている（図版４１－５，図１２７）。第

１５層上面の旧地表面が分解しなかったのは，直上が洪水性堆積砂（第１４層）に瞬時に覆わ

れたからであるが，この細砂もその直上の粗砂（第１２層）も，この河道から横溢して堆積

したものである。また，地表面の東北辺では，およそ南北方向に，直上の第１４層の細砂が

幅１�ほどの地割れ状に深さ１０�以上入りこむ間隙を多数確認しており，第１５層掘削後に

も残っていたものは，図１３５に示した。第１４層が水成堆積でありながら褶曲した状況を呈

している点と，第１２層が北辺では砂粒の大きさは均質でありながらその並びが不明瞭で水

成堆積構造を呈していない点，その上位の第１１層が噴砂をともなわない不透水性のシルト

層である点をあわせて考えるならば，第１５層を洪水が襲った後あまり時間を経ずに地震が

起きた可能性を指摘できる。

２１２
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先史時代の遺跡

図１３４　泥炭質土Ⅰ上面　縮尺１�４００

図１３５　泥炭質土Ⅰ除去後　縮尺１�４００



　弥生前期末の地表面（図版４０－１，図１３６・１３７）　 　調査区の西辺には，北北東－南南

西方向に比高差０．５�ほどの段差がある。南接する２７６地点では，この段差上とほぼ同じ標

高で畦畔の明瞭な水田が確認されていたが，本調査区の段差上では，東壁の土層観察でシ

ルト質土中に鉄分の沈着が認められて滞水していた環境を思わせたものの（図１３０），地表

面には水田も水路も含めて遺構は確認されなかった。しかし，第４節に詳述するように，

段差上の第７層からイネのプラント・オパールが多く検出されている。

　調査区西北隅には，この段差に平行する方向に肩をもち南流する河道がある。北壁・西

壁の壁面では（図１２８・１３１），黄色砂と，それ以下のラミナもしばしば認められる粗砂層

との違いが，確認できる部分もあった。土石流直前まで川に水が流れていたと思われる。

河道内の粗砂からは，摩滅した縄文中期の船元式の土器片が２点出土している。

　調査区東南部には東北東－西南西方向に径２�ほどの巨礫が，地表面に食い込みながら

分布し，またその北側を中心に，直径１�前後，深さ０．２�前後の窪みが数多く見られた

（図１３７）。こうした窪みは，段差の上位の，巨礫が旧地表面を抉った部分の北側に顕著に

分布するが，巨礫の並びより南には，２７６地点を含めてあまり分布していない。窪みのそれ

ぞれは，不整形で大きさも傾斜も深さも一様ではない。第７層の直上は，地点によっては

黄白色粘土が最も厚いところで４�ほど堆積することがあるが，それは窪みの有無に関わ

らずに分布する。また，この窪みによっても第７層そのものの厚みには変化が見られず，

あたかも第７層が直下の粗砂層などを上から押し潰してその層の上面を不整合にするよう

な状況が確認できることがある（図１２７）。つまり，土石流堆積物最下部の粘土層も，旧地

表面の土壌化層も，およそ同じ厚みを維持しながら窪みに応じて波打っている。窪みの下

と周辺とで土圧に明瞭な差はないが，増田富士雄氏から，土石流の通過の際の巨礫のバウ

ンド痕跡だろう，と御教示を得た。巨礫が停止したところでは土石流が地表面を乱した跡

を明瞭に残すが（図版４１－２），通過したところは地表面が水気を含み緩かったと考えれば

理解できる。稲作に関わる伐開のような人為的な掘り起こしではないと判断する。

　なお，第７層の掘削中に，調査区南辺中央付近で，直径５�ほどの広がりに半径数十�

程度の斑状の土の変色部の散在を見，その中央付近に炭化物の多少の集積を確認したが，

土の変色部は土坑ではなく浅い窪みであり，しかも，同様の窪みはそれ以東にも点在した

ので，人為的構築物とは判断しなかった。また，本調査区周辺と同じく，第７層を切って

およそ南東から北西にはしる噴砂の砂脈を多数確認している（図１３６）。地震の年代は，層

位的には弥生前期末以後としかわからない。
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先史時代の遺跡

図１３６　暗褐色粘質土上面　縮尺１�３００
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図１３７　暗褐色粘質土上面の窪み　縮尺１�５００

図１３８　暗褐色粘質土除去後　縮尺１�５００



２１７

　� 遺　　物（図版４２～４６，図１３９～１４５，表１１）

　先史時代の遺物は総数で１０００点前後出土しているが，その大半は第７層の暗褐色粘質土

とその直下に位置することの多い第１１層の黄灰色シルト質土に包含されていた。

　土器・土製品　　Ⅲ１・Ⅲ２は，第３０層の淡灰色細砂から出土した無文の深鉢。２個体

で合計５０点ほどの破片が回収された。いずれもほとんど摩滅していない。原位置を保って

はいないが瞬時の洪水性堆積によってあまり遠くない地点からもたらされた，と考えた

い。外面の巻貝様の条痕と口縁端部の面取りから，元住吉山式に帰属すると思われる。

　Ⅲ３～Ⅲ５４は突帯文土器で，Ⅲ３～Ⅲ３３は口縁部。Ⅲ３～Ⅲ７は，突帯貼付後に口縁部

の内面・口唇・外面を親指から中指までの３本指を手前に引くようにして同時に撫で付け

たと思われ，人差し指の接していた口唇部には結果的に面取りが施されている。なおⅢ４

は，頸胴部の境に突帯をもつ船橋式ないし長原式のⅢ３４と同一個体の可能性が高い。Ⅲ８

～Ⅲ３３は，口唇部に面取りを施さない。Ⅲ１７・１８は２条突帯を確認できる船橋式ないし長

原式。Ⅲ２９は，突帯上面を面取りしている無刻突帯。Ⅲ３０～Ⅲ３２は突帯の頂部が鋭く，ま

た，刻みを確認できない。Ⅲ３３は，突帯をもたない深鉢と判断したが，Ⅲ２６～Ⅲ２８などと

胎土がよく似ており，それらの口縁部の突帯が�離した可能性もあるのでここに含めた。

Ⅲ３４～Ⅲ５４は，頸胴部の境に突帯をもつ船橋式・長原式。これら突帯文土器のうち，胎土

にチャートなどが該当すると思われる茶・濃紺色の堆積岩粒を含むことを肉眼で容易に観

察できたのは，Ⅲ３・Ⅲ１０・Ⅲ２２・Ⅲ３７～Ⅲ４０のみである。

図１３９　縄文後期の土器　縮尺１�６（ただしⅢ１ｂは１�３）
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図１４０　縄文晩期の土器�　縮尺１�３



２１９

　Ⅲ５５～９４は弥生土器。Ⅲ５５～Ⅲ８３は壺。Ⅲ５５は肩部に４条以上の篦描き沈線をもつ。Ⅲ

５６は口縁部の調整によって口唇部中央に一条沈線のようなくぼみが巡る。また口縁外面に

は縦位のハケメが見られる。Ⅲ６０は，口唇部に刺突が巡り，口縁外面に縦位のハケメが見

られる。Ⅲ６１は長頸壺。Ⅲ６２～Ⅲ６５は突帯をもつ壺で，Ⅲ６２は，南接する２７６地点出土の破

片〔伊藤ほか２００５　Ⅱ１８４〕と接合した無頸壺。Ⅲ６４は，内傾の程度から壺と判断したが，

ミガキなどの調整は認められず，突帯文土器の頸胴部の可能性も残す。Ⅲ６６～Ⅲ７６・Ⅲ８３

図１４１　縄文晩期の土器�　縮尺１�３

先史時代の遺跡
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図１４２　弥生前期の土器�　縮尺１�３



２２１

は肩部。Ⅲ６６にはハケメが確認できる。Ⅲ７７～Ⅲ８２は胴下部。Ⅲ８４～Ⅲ９３は甕。Ⅲ８４～Ⅲ

９１が口縁部で，Ⅲ８４・Ⅲ８８以外は口唇部に刺突をもつ。Ⅲ８４の外反口縁部の内面には横走

するハケメを撫で消しているのが確認できる。口縁内面を横走するハケメはⅢ８６にも認め

られる。なお，Ⅲ８６の口唇部の刺突は，正面観がダンゴムシのようで，横走する数条の条

線が認められる。Ⅲ９０は，外反する口縁よりは下位の内面に，横走するハケメが確認でき

る。Ⅲ９４は，内面横撫でで外面は二枚貝条痕が走り，東海地方の縄文晩期から弥生前期に

先史時代の遺跡

図１４３　弥生前期の土器�　縮尺１�３（ただしⅢ８３は１�４）



見られる条痕文土器に類似した土器だが，胎土はこの遺跡でよく出土する先史土器と変わ

らない。これらの弥生土器のうちで，Ⅲ６３・Ⅲ８１・Ⅲ８２・Ⅲ９４以外は，胎土にチャートな

どと思われる茶・濃紺色の堆積岩粒を含むことが肉眼で観察できた。

　Ⅲ９５～Ⅲ１０４は縄文晩期から弥生前期に帰属すると思われる土器底部。Ⅲ１００・Ⅲ１０１の底

裏面は，撫で調整が見られず，細かな凹凸が著しい。Ⅲ１０４の外面にはハケメが縦走する。

Ⅲ９５・Ⅲ９９・Ⅲ１０２～Ⅲ１０４の胎土には，チャートなどと思われる茶・濃紺色の堆積岩粒を

２２２
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図１４４　弥生前期の土器�　縮尺１�４（ただしⅢ８８～Ⅲ９３は１�３）



２２３

含んでいることを観察した。

　Ⅲ１０５は環状土製品で，全面撫で調整。堆積岩粒は確認できない。縄文晩期の土偶の腕

部かもしれない。

　暗褐色粘質土（第７層）とその下位の黄灰色シルト質土（第１１層）は縄文時代晩期から

弥生時代前期にかけての地層だが，それらの層から出土した土器のうちに明らかに縄文時

代晩期より古くなるものを除くと，１０４２点の土器が出土しており，表面が多少摩滅してい

るものもある程度含まれている。この約１０００点の土器のうち，半数近い約５００点におよぶ

時期を特定できない小片などを除くと，弥生前期土器：縄文晩期土器＝２：３程度である。

弥生土器のうちで胎土にチャートと思われる茶・濃紺色の堆積岩粒を含むことが肉眼で容

易に観察できたのは９５％以上あるのに対して，縄文晩期土器のうちで胎土に同様の堆積岩

粒を含むことが肉眼で容易に観察できたのは１０％だった。また，縄文晩期か弥生前期か時

期を特定できない約５００点のうちで，胎土に同様の堆積岩粒を含むことが肉眼で容易に観

察できたものは，４０％ほどだった。南接する２７６地点（ＢＣ２８区）では，明らかに弥生前

期に帰属する土器は全体の２％程度であり，また，土器の破片の大きさも，弥生土器は小

さいものが多く，大きい破片では縄文土器が目立ったが，今回の調査地点では，明らかに

弥生前期に帰属する土器は出土破片全体の２０％を超え，また，土器の破片の大きさも，縄

文土器は小さいものが多く，大きい破片では弥生土器が目立ち，顕著な対照を見せた。ま

た，２７６地点では調査区中央を西へ流れる流路の北半に廃棄の主体があったが，北接する本

調査区では土器の分布密度はそれよりも明らかに低下している。

　石器・石製品（図版４５・４６，表１１）　 　Ⅲ１０６は第１５層（泥炭質土Ⅰ）から出土したサ

ヌカイト製の平基石鏃。断面は三角形を呈する。これ以外の石器はすべて，縄文晩期末か

先史時代の遺跡

図１４５　縄文晩期・弥生前期の土器底部と環状土製品　縮尺１�４（ただしⅢ１０５は原寸）



ら弥生前期におさまると判断できる第７・１１層から出土した。

　Ⅲ１０７～Ⅲ１０９もサヌカイト製の石鏃。Ⅲ１０９は，基端部の�離で夾雑物による想定外の

�離になってしまったためか，途中で製作を断念している。腹面にはほとんど調整�離を

していない。Ⅲ１１０はサヌカイト製の石錐。横長�片の素材の側縁を挟み撃ちして，打点

側の一極から意図的に基端側と末端側に垂直割れを起こし，打点側を機能部にしようとし

て調整�離をしているが，先端近くの瘤を除くには垂直割れ面の夾雑物付近を調整�離の

打点にしなければならないので製作を断念したと思われる。Ⅲ１１１は，原礫面への硬質ハ

ンマーによる直接打撃によって得られただろう，サヌカイト横長�片を素材にした刃器。

　Ⅲ１１２～Ⅲ１１４も刃器。Ⅲ１１２・Ⅲ１１３は両面調整で，Ⅲ１１４は片面調整か。Ⅲ１１３は頁岩製

で他の２点は粘板岩製であろう。�片石器ではこの他に，サヌカイト製で，線状打面の�

片の腹面の打点付近に調整�離を試みているものが１点あった。�片・チップでは，サヌ

カイトが１７点，チャートが１点，粘板岩で�片と思われるものが５点ある。サヌカイト�

片には，線状打面のものもあり，挟み撃ちによると思われるものが多い。フリーフレイキ

ングと言えるものは認められなかった。

　Ⅲ１１５は，先端に敲打痕と研磨痕をもつ礫石器で，硬質砂岩製と思われる。Ⅲ１１６は，近

傍では露頭で獲得することのできない結晶片岩製の石製品。側面と一方の端面を敲打して

いる。形態や敲打の箇所は打製石斧と同様であるが，打製石斧に向いた石材ではなく，こ

の時期の石棒に多くみられる石材でもあることから，石製品と判断した。

２２４
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表１１　出土石器一覧



２２５

　３　出土木材の樹種同定

　京都市左京区北白川追分町遺跡に位置する本調査区（２９７地点：ＢＤ２８区）は，弥生時

代前期の水田跡（２７６地点）に北接し，この北方では縄文時代晩期の貯蔵穴（２２９地点）や

埋没林（５６・１３５・２２９地点）が確認されている。発掘調査の結果，縄文時代晩期の旧地表

面やドングリ集積遺構ＳＸ５などが検出された。今回は，その旧地表面（第１５層）などか

ら出土した縄文晩期前半ごろの木材５１点につき樹種の同定をおこなった（図１４６・表１２）。

　方法は，定法にしたがっておこなった。すなわち，木片の木口面，柾目面，板目面の３

断面から薄い切片を安全カミソリで切り出し，スライドガラスの上に載せ，ガムクロラ－

ルを滴下してカバーガラスをかぶせてプレパラートを作製した。次いで，光学顕微鏡を用

いて，以下の識別拠点により樹種を同定した（図版４７・４８）。

　ヒノキ（Chamaecyparis obtusa Endl.）：樹脂道を欠く。樹脂細胞は接線状に点在。分野壁

孔はヒノキ型。

　アカガシ亜属（Quercus sp. Cyclobalanopsis）：放射孔材。大きさがやや大形の，厚壁の道

管が放射方向にならぶ。放射組織は広放射組織と単列放射組織からなる。

　ムクノキ（Aphananthe aspera Planchon）：散孔材。壁が厚く，大きさ中庸よりやや大き

い道管が散在する。単穿孔。軸方向柔組織は連合翼状ないし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。

　クスノキ科（Lauraceae）：散孔材。大きさが中庸の道管が均一に分布。単穿孔。油細胞。

放射組織は異性Ⅱ，Ⅲ型で１～３列。クスノキ科の種では単穿孔と階段穿孔を有するのが

普通であるが，本種では階段穿孔を確認していない。

　カツラ（Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.）：散孔材。やや小型の道管が多数分布

する。階段数が多い階段穿孔を有する。放射組織は異性で１～２列。

　シラキ属（Sapium japonicum Pax. Et Hoffm.）：散孔材。道管はやや小さく，ほぼ単独，

ときに２～５個放射状に複合して，ややまばらに分布する。道管壁はやや厚い。単穿孔。

放射組織は単列異性。

　ニシキギ属（Euonymus sp.）：散孔材。きわめて小さい道管がほぼ単独で，ときに２～４

個複合して均一に分布する。単穿孔。放射組織は単列同性。

　カエデ属（Acer sp.）：散孔材。木口面で木繊維がカエデ属特有の雲紋状を呈する。道管

は単穿孔で，内壁にらせん肥厚が存在する。放射組織は同性で１～１８列となるが，大小

出土木材の樹種同定



様々な放射組織がみられる。

　トチノキ（Aesculus trubinata Blume）：散孔材。小さい道管が単独ないし２～３個放射

方向に複合して散在する。単穿孔。放射組織は単列同性で，層階状に配列する。

　ブドウ属（Vitis sp.）：環孔材。孔圏道管はきわめて大きく単層となる。大道管の間に，

２～１０個放射状に複合した小道管がみられる。単穿孔。チロース。小道管にらせん肥厚。

隔壁木繊維。放射組織は広放射組織で，高さはきわめて高い。

　ハイノキ属（Symplocos sp.）：散孔材。きわ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。階段穿孔。階段数は多い。らせん肥厚。放射組織は異性Ⅰ型とⅡ

型。
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図１４６　泥炭質土Ⅰの木材出土状況　縮尺１�２５０　
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　ニワトコ（Sambucus racemosa Linn. subsp. sieboldiana Hara）：散孔材。小さい道管が単

独ないし，２～５個複合し，これらが斜線状ないしは弓状に分布する。単穿孔。放射組織

は異性Ⅱ型とⅢ型。

　散孔材：木口面で道管は完全に変形しているが，散在する。放射組織は１～２列。

　広葉樹材：木口面でみれば，完全に変形して，組織の詳細は不明であるが，道管がいく

つか見られるので広葉樹材とした。

　樹皮：構成する細胞や組織の特徴から樹皮と判断した。

　樹種同定の結果は表１２に示す。同表から同定された樹種の点数の多い順に整理すると，

以下のようになる。カツラ１５点，アカガシ亜属７点，カエデ属５点，ムクノキ４点，ハイ

ノキ属３点，トチノキ２点，ニシキギ属２点，シラキ２点，クスノキ科２点，散孔材２点，

ヒノキ１点，ブドウ属１点，ニワトコ１点，広葉樹材１点，樹皮１点，同定不能１点。

　以上から，縄文晩期前半にあたる時期の本遺跡周辺は，主要な構成樹種としてカツラ，

アカガシ亜属，カエデ属，ムクノキといった樹木からなる森林であったと想像される。

出土木材の樹種同定

表１２　出土木材の樹種同定結果



　４　プラント・オパール分析

　今回調査した京都大学構内遺跡ＢＤ２８区（２９７地点）においては黄色砂層に埋積された

土壌層が確認され，ＡＯ２２区（２２０地点）とＢＣ２８区（２７６地点）では，この土壌層の上面

より弥生時代前期の水田址が発掘されている〔外山２００２，伊藤ほか２００５〕。この黄色砂層の

分布は，京都大学構内遺跡の他の調査区においても認められ，弥生時代前期末の洪水層で

ある。ここでは，２７６地点に隣接する本調査区内の土地利用の状況を明らかにするために，

かかる土壌層（第７層）を中心としてプラント・オパール分析を実施した。

　黄色砂層を除去した後の地表面の状況は，調査区内でほぼ南北に認められる段差を境に

東西に分かれる。すなわち，東側３分の２がやや高く，約５０�の段差をおいて西側が低い

（図１３６）。調査区内では，北東部が標高５９．７�ともっとも高く南西部になるにしたがい低

くなって５８．６�と約１�の比高をもつ。

　ここでは，調査区内で任意に設定したａ～ｐ地点において分析用の試料を採取した（図

１３６・１４７，表１３）。各地点で採取した試料の数は，ａ地点で４試料，ｂ・ｃ・ｎ地点で各

３試料，ｄ・ｅ・ｆ・ｋ・ｌ地点で各２試料，その他で各１試料の計３０試料である。その

うち，ｂ～ｐ地点の各試料１の層準は，黄色砂層直下の土壌層である。

　分析の結果，ａ地点を除く全ての試料番号１からイネの機動細胞プラント・オパール（以

下イネ）が検出され（図１４８・１４９），調査区内のほぼ全域で稲作の営まれた可能性が考え
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表１３　プラント・オパール分析用試料採取地点の層位
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図１４７　プラント・オパール分析用試料採取地点の柱状図　縮尺１�５０
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られる。また，イネ，ウシクサ族，タケ亜科の検出量が多いのは，ｅ－１（図１４９の試料

番号４），ｆ－１（同５），ｍ－１（同１２）～ｐ－１（同１５）の各地点で，とりわけイネの

検出量が目立つ。調査区内の北東から南西方向にこうした傾向がみられ，比較的高燥で安

定した土地条件のもとで稲が栽培されていたとみられる。ただし，調査区内では畦畔遺構

や畝状遺構は検出されておらず，稲作形態などその詳細については不明である。

　一方，北東部のｂ地点（図１４９の試料番号１）や北部のｋ地点（同１０），ｌ地点（同１１）

では，イネの検出量は少なく，南東部のｃ地点（同２）とｄ地点（同３）ではヨシ属の検

出をみる。また，ａ地点ではイネは検出されず，他のプラント・オパールの検出数も少な

いことから，短期間に堆積した谷埋めの地層と考えられる。

　なお，これは黄色砂層を除去した後の状況で，また遺構内には土石流による削平部分が

あり，土壌層上面の分析結果は当時の地表面の状況を示しているとは必ずしもいい難い。

　これに対して，段差の西側でイネその他のプラント・オパールの検出量が多いのは，ｇ

地点（図１４９の試料番号６）のみで，ｈ～ｊ地点（同７～９）ではわずかである。これら

の西には南東流する自然流路があり，また南には弥生時中期以降の水流によるとみられる

微凹地が検出されていることから，黄色砂層が堆積したとされる弥生時代前期末およびそ

れ以前の地表面の状況は，こうした自然流路による削平を受けていたところもみられる。

　また，複数の試料を採取したｂ～ｆ，ｋ，ｌ，ｎの各地点におけるプラント・オパール

の出現傾向をみると，上位の試料１でイネをはじめとするプラント・オパールの検出数と

量は多いが，下位の試料２ではｂ地点とｋ地点，ｌ地点でイネがわずかに認められるにす

ぎない。これは，一時的に堆積した洪水層を利用して稲が栽培されたことを示している。

　ここで，黄色砂層直下の地層を対象にして，イネの検出量を２９７地点（本調査区）と２２０

地点，２７６地点で比較してみたい。プラント・オパールからの換算係数を用いた定量分析に

よって，地層１ｇ，１０アールあたりでイネの検出量を換算すると，本調査区では最大で４

トンを超え平均では約２トンと多い。また，２２０地点でも最大で５トン弱，平均でも約１．７

トンと多い。これに対して，２７６地点では最大で約１．６トンで平均すると約１トンと少な

い。また，３地区の標高をみると，本調査区と２７６地点では約５９�で，比較的高燥な土地条

件のもとで稲作が営まれていたのに対して，２２０地点では約５２�と低く，微高地間の小規模

な微凹地を利用した水田であった。

　このように，３地区では微地形と土地条件に違いがみられ，分析の結果はこれに対応した

稲作のあり方と稲の生産量の違いを示している。
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　５　歴史時代の遺跡

　� 層　　位（図１２６・１２９）

　黄色砂の上位の基本的な堆積は，上から順に，表土（第１層），灰褐色土（第２層），茶

褐色土（第３層），暗灰色砂質土（第４層），黒褐色土（第５層），そして第６層の黄色砂

であるが，表土を除けば，本調査区全域に万遍なく確認された地層はない。

　第２層は近世から近代初期，第３層は中世の遺物包含層。どちらも遺物量は少なく，ま

たほとんどが細片である。調査区西辺のＹ＝２４４０付近で西側へ一段下がる南北方向の段差

が，中世の遺構面でも近世の遺構面でも確認できたが，段差の上位でも下位でも，両層と

もにほぼ水平に堆積している。すなわち，中世にも近世にも，それぞれ下位の地層を水平

に削平している。また，第２層は，東辺ではかなり削平を受けているので，Ｙ＝２４６０辺り

でもう一つ段差が存在したと考えられる。第４層は，上半に１３世紀の遺物が少量確認され

るが，下半には中世の遺物は見られず，１２世紀の遺物を包含する。この第４層の下位に部

分的に堆積する明灰色砂質土は，１０～１２世紀の遺物を多く含む包含層である。第５層の黒

褐色土は，１０～１１世紀の遺物を多く含む弥生時代中期以後の遺物包含層である。第６層に

含めた黄色シルトとおよそ分布域が重なり，調査区のおよそ東北東から西南西にかけて帯

状に認められる。後述するように，この黒褐色土の堆積中に造成されたＳＦ１には１１世紀

の遺物が見られないが，造成面以外で黒褐色土を分層することはできない。

　調査区西南部では，第６層の黄色砂を北西方向からの自然流路がけずったことによる窪

地が形成されたために，第４層の暗灰色砂質土と，第６層の下位の弥生時代前期末の旧地

表面である暗褐色粘質土との間に，上位から順に，明灰色砂質土，灰白色砂，黒褐色土

（第５層），粗砂混じり黒色土，黄色シルト・褐色砂礫，が堆積している。南接する２７６地

点のＳＲ３やその下部と連なるもので，およそ同様の堆積を示し，出土遺物も年代的に符

合して１０世紀から１１世紀の遺物を包含する。本調査区では黒色土とその下位の砂礫・シル

ト層からは遺物の出土をみないが，２７６地点側では，礫混じりの黒色土やシルトなどで構成

される対応層群から弥生中期以降の土器片が出土しているので，本調査区西南部の第５層

以下の黒色土や砂礫・シルト層群も同様の年代が与えられる。

　調査区中央やや北辺に東西方向に切り通して造成された古代の道路ＳＦ１の廃絶後の埋

土にも，東半では第４層と路面を造成した第５層との間に明灰色を呈する砂質土が堆積し

ており，１１世紀の遺物を包含している。

歴史時代の遺跡



　� 遺　　構（図版３９・４１，図１５０～１５４）

　古代の遺構（図１５０）　 　道路ＳＦ１は，調査区北辺を東西方向にはしり，方位を真北

から約７度東へ振る（図版４１－３）。路面は，黄色砂に掘り込まれた明灰色砂質土の硬化層

で，路面直上の明灰色砂質土との判別は容易だった。調査区西半では撹乱が著しいので構

造は不明瞭だが，東半では，造成の痕跡や側溝を確認でき（図１５１・１５２），黒褐色土の堆

積中のある時点（図１５２第９層）で地面を逆台形に掘削して，幅２�を超える路面を造成

していることがわかった。まず，当時の地表面から土石流堆積層である黄色シルトないし

黄色砂（同第１０・１１層）に達するまで地面を掘削する。続いて路肩の整地と側溝の設定を

する（同第７’層）。そして，黄色砂をおそらく敷き固めて舗装をおこなったのだろう（同

第７・６層）。路面からは，土器片のほかに鉄製品の破片も多く出土している。北側の路肩

には，黒褐色土と黄色砂とが混ざり合いながら固められていた状態を確認できる箇所があ

る（図版４１－４）。その後，北側の路肩の傾斜がきつかったためか，北の側溝は埋没する

部分もあるが，その部分にはテラス状に整地をおこなっている。こうして，道の北方が３０

�ほど南に迫り出すことになるが，第７’層の全てをこの道路掘削にともなうものとみな

せば，おそらく同様に南側でも路肩が崩れている。そしてこの路面の最終機能時には（図
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図１５０　古代の遺構　縮尺１�５００
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１５２第６層上面），側溝は南側のみだったと思われ，その埋土は明灰色砂質土である。道路

はその後に窪地となり，時おり水が流れたりその水が淀んだりする程度で（同第５・３

層），基本的には地表面として埋積していった（同第４・２層）。なお，Ｙ＝２４６０付近の路

面中央には，黄色砂中の巨礫が突き出ている。

　ＳＦ１の時期については，路面下の土坑からも路面からも１０世紀中ごろの遺物が出土す

る一方で，路面を埋積した明灰色砂質土（同第４層）からは少量ながら１１世紀の遺物も出

土し，また，路面を切るＳＤ１１やＳＤ６は１０世紀末から１１世紀初頭の遺物で構成されるの

で，１０世紀中ごろには成立していたが１０世紀末には当初の機能は失っていたことになろ

う。そして１２世紀ごろには，この窪地も完全に埋没した。

　ＳＦ１に直行ないし平行する数条の溝を検出している。ＳＤ６・１１はいずれもＳＦ１を

直行するかたちで切る１０世紀末～１１世紀初頭の溝。調査区南辺を東西方向にはしるＳＤ５

も同時期である。溝ＳＤ９・１０は調査区北辺を東西方向にはしるが，これも１１世紀に下る。

　これらとは軸を異にする溝ＳＤ１８は，真北から約６５度東へ振れているが，時期は同様に

１１世紀初頭であろう。調査区西南には，弥生時代中期以降に北西方向からもたらされた水

流の左岸となる下り傾斜地があり，その傾斜の肩部に北西－南東方向に並行してはしる数

条の溝がある。これらも１１世紀の所産である。

　ＳＫ１２・１８・２０は，一辺２ｍ前後の方形基調の１０世紀中ごろの土坑である。ＳＦ１敷設

に備えた一時的な施設の痕跡だろうか。ＳＫ１９は，同じく１０世紀中ごろの不整形土坑。

歴史時代の遺跡

図１５１　ＳＦ１断面�　縮尺１�４０
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　中近世の遺構（図１５２・１５３）　 　中世には調査区西南の落ち込みもほとんどならされて，

全体的に，西へ下がっていく段差をもつ耕作地になる。この段差は京都大学がこの一帯を

買収した１９世紀末葉まで踏襲されている。中近世を通じての主な遺構としては，鋤痕や南

北方向の段差の近くを段差に並行してはしる溝の他には，野壺と土坑があげられるけれど

も，これら中近世の遺構にともなう遺物は，出土量が乏しくまた細片が多いので，細別時

期を比定することは困難である。

　段差は，前項で述べたように，Ｙ＝２４４０付近で西へ落ち，中世の段差を近世にはやや西

へ移動して設けている。また，Ｙ＝２４６０付近にも存在したと想定できる。土坑ＳＫ１３・

１４・１６は直径２�前後の円形を呈する。共伴遺物がほとんどないが，帰属時期は層位的に

中世と思われ，形状等から野壺と判断する。ＳＸ３は長軸１．４�，短軸０．５�をはかる用途

不明の焼土塊。これも共伴遺物がほとんどないが，層位的に，中世のものであろう。

　近世の野壺ＳＥ１～７は漆喰製で，既存の野壺を掘り返して新たに漆喰の野壺にした

り，漆喰の内側に新たに漆喰をあてがうなどして，ほとんどが作り替えや改修の痕跡を残

す（図版４１－１）。後者の改修の場合には，新たな漆喰を入れ子状にあてがうものも，内

壁のみをあてがうものも，底面のみを二重にするものもある。いずれも最終的には１９世紀

歴史時代の遺跡

図１５３　中世の遺構　縮尺１�５００



まで機能していたと思われる。これらの近世後半の野壺群は，調査区北辺の東壁際と西壁

際とにそれぞれ群在するが，両群は東西方向におよそ同一直線上に位置し，南北方向には

しる西落ちの段差とおよそ直交する。土坑ＳＫ６は，６�×３�をはかる方形の土坑で，

埋土は，大半を占める粗砂と散在する土壌化層とが不整合に堆積している。砂取り穴と考

えられるが，同様の埋土をもつ土坑は近在していない。なお，南の２０８・２７６地点では土佐

藩邸に関わる遺構か検出されているが，本調査区ではそうした遺構は認められなかった。

　� 遺　　物（図版４９～５１，図１５５～１６０，表１４・１５）

　中近世の遺物は，整理箱２杯分の陶磁器や土師器・須恵器・瓦器などしか出土していな

いうえ，上記のように，遺構にともなう遺物であっても情報量に乏しい。文字をもつもの

や注意すべき資料としては，「錦光山」の刻印を底裏面に持ち見込みには釉下に鉄絵で漢文

の書かれている京焼の碗，回転台成形で釉下に鉄絵で宝珠文を描いた土師器小皿，「宮下酒

店／銘酒／国司」と白泥で書かれた赤褐色の陶器徳利，土佐で焼かれた「赤野銀」の刻印

をもつ瓦，「八幡」の刻印のある瓦などがあるが，いずれも近世から近代に帰属する。しか

し，これらのほとんどは，包含層資料や小片なので，ここでは古代の資料を報告するにと

どめる。
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図１５４　近世の遺構　縮尺１�５００



２３９

　ＳＫ１９出土遺物（Ⅲ１１７～Ⅲ１２７）　 　Ⅲ１１７～Ⅲ１１９は土師器皿。薄手で強く外反する

「て」字状口縁手法のＢ２類。Ⅲ１１７・Ⅲ１１８は灰白色，Ⅲ１１９は橙色を呈す。

　Ⅲ１２０・Ⅲ１２１は緑釉陶器皿。軟質の素地に底部を残して施釉し，口縁は外反ぎみに丸く

おさめ，見込みに圏線をもつ。近江産。Ⅲ１２２は黒色土器椀の底部。内外面に黒色処理す

るＢ類で，両面に磨きを施す。Ⅲ１２３・Ⅲ１２４は白色土器。Ⅲ１２３は灰白色で外面底部に煤が

付着。Ⅲ１２４はやや黄色味がかる。Ⅲ１２５は須恵器壺，Ⅲ１２６は須恵器すり鉢。底部の糸切

り痕が残る。Ⅲ１２７は黒色土器甕。内面のみに黒色処理をおこなうＡ類。

　ＳＫ２０出土遺物（Ⅲ１２８～Ⅲ１３１）　 　Ⅲ１２８は土師器皿Ｂ２類。口径１２．０�器高１．９�。Ⅲ

１２９は白色土器。角形の高台がめぐる。Ⅲ１３０・Ⅲ１３１は黒色土器甕。Ⅲ１３０はＡ類でⅢ１３１

はＢ類。いずれも頸部を「く」字状に屈曲させ，口径と体部の径がほぼ等しい。胴部の器

壁は薄く，内面は横位の刷毛目で仕上げる。

　ＳＫ１２出土遺物（Ⅲ１３２～Ⅲ１３７）　 　Ⅲ１３２～Ⅲ１３５は土師器皿。Ⅲ１３２・Ⅲ１３３・Ⅲ１３５

はＢ２類。Ⅲ１３４は器壁が薄く「て」字状に弱く外反する口縁をもつＢ１類。

　Ⅲ１３６は緑釉陶器椀。軟質の素地全面に若草色の釉を施すが，底部の釉は�げ落ちてい

る。やや内湾ぎみに立ち上がり，見込みに目跡が残る。底部の糸切り痕が目立たない程度

歴史時代の遺跡

表１４　遺構出土の土器・陶磁器の種類別比率



に撫で調整されており，高台の段も明瞭ではなく，近江産の初期のものであろう。Ⅲ１３７は

黒色土器椀のＡ類。外面は口縁部のみを黒色処理し，口縁部以外は明るい朱色を呈す。内

外面ともに磨きを施し，断面三角形の高台を貼り付ける。

　ＳＫ１９・ＳＫ２０・ＳＫ１２出土の遺物は土師器の皿がきわめて薄手であり，器高が極端に

低い受皿状のものを含まないことから，１０世紀前半から中葉の遺物に比定できよう。

　ＳＤ１８出土遺物（Ⅲ１３８～Ⅲ１４０）　 　Ⅲ１３８～Ⅲ１４０は土師器皿。Ⅲ１３８はＢ１類，Ⅲ１３９・
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図１５５　ＳＫ１９出土遺物（Ⅲ１１７～Ⅲ１１９土師器，Ⅲ１２０・Ⅲ１２１緑釉陶器，Ⅲ１２２・Ⅲ１２７黒色土器，Ⅲ１２３・
Ⅲ１２４白色土器，Ⅲ１２５・Ⅲ１２６須恵器），ＳＫ２０出土遺物（Ⅲ１２８土師器，Ⅲ１２９白色土器，Ⅲ１３０・
Ⅲ１３１黒色土器），ＳＫ１２出土遺物（Ⅲ１３２～Ⅲ１３５土師器，Ⅲ１３６緑釉陶器，Ⅲ１３７黒色土器）



２４１

歴史時代の遺跡

図１５６　ＳＤ１８出土遺物（Ⅲ１３８～Ⅲ１４０土師器），ＳＤ５出土遺物�（Ⅲ１４１～Ⅲ１４８土師器，Ⅲ１４９～
Ⅲ１５１灰釉陶器，Ⅲ１５２黒色土器，Ⅲ１５３・Ⅲ１５４白色土器，Ⅲ１５５～Ⅲ１６０須恵器）



Ⅲ１４０はＢ２類。

　ＳＤ５出土遺物（Ⅲ１４１～Ⅲ１６２）

　Ⅲ１４１～Ⅲ１４７は土師器皿。Ⅲ１４４が厚

手で強く外反する「て」字状口縁手法の

Ｂ３類である以外はＢ２類。極度に薄手の

ものは少なく，大型皿の口径は１６�前後，

小型皿は１１�前後である。Ⅲ１４１は受皿

状の皿で器高は１�にもみたない。Ⅲ１４８

は底部に糸切り痕を残す土師器の皿また

は椀で胎土はあらい。

　Ⅲ１４９～Ⅲ１５１は灰釉陶器。いずれの高台も厚ぼったい三角形を呈する。Ⅲ１５０は上に重

ね置いて焼成された別個体の高台が�がれ付いている。Ⅲ１５１は高台の内側に煤が付着。

Ⅲ１５２は黒色土器椀Ａ類。外面の磨きは口縁付近のみに施されている。Ⅲ１５３・Ⅲ１５４は白色

土器椀。Ⅲ１５３は厚い底部の中央を削って低い高台を作る。Ⅲ１５４は精良な白色の胎土で作

られており，口径１６．５�器高５�をはかる。やや内湾ぎみに立ち上がり，口縁は軽く外反

させ，底部は削り出しで角形の高台を作っている。

　Ⅲ１５５は口径５．２�の須恵器短頸壺。外側に角張って肥厚する口縁が付く。Ⅲ１５６～Ⅲ１６０

は須恵器すり鉢。口径１８�程度で口縁が外側のみに肥厚するⅢ１５６・Ⅲ１５７・Ⅲ１５９と，口

径２２�程度で薄い器壁から内外面に肥厚するⅢ１５８・Ⅲ１６０とに大別できる。

　Ⅲ１６１・Ⅲ１６２は軒丸瓦。Ⅲ１６１は単弁八弁蓮華文。外区は珠文帯，中房は１＋８の蓮子。

外区には，珠点を一つ挟んで中央へ向かう「小」の文字と，逆向きの小さい「小」の文字

を配する。「小乃」銘の小野瓦窯産軒丸瓦で，瓦当裏面には布目が残り一本造である。Ⅲ１６２

は外区に珠文をめぐらすもので，主文は単弁の蓮華文であろう。

　ＳＤ６出土遺物（Ⅲ１６３～Ⅲ１８２）　 　Ⅲ１６３～Ⅲ１６５は土師器皿。いずれもＢ２類。

　Ⅲ１６６・Ⅲ１６７は灰釉陶器の底部。Ⅲ１６６は高台外側に稜をもつ，いわゆる三日月高台。

見込みには重ね焼きした別個体の一部が付着し，また逆に別個体に削り取られている跡も

ある。Ⅲ１６８は緑釉陶器輪花椀。軟質の素地全面に濃緑の釉を施しているが，底部の釉は

薄い。見込みには圏線があり，目跡が３つ残る。高台は段高台で糸切り痕がある近江産。

Ⅲ１６９は精良な胎土全面に黄褐色の釉が施される越州窯系の青磁椀。高台径６�。削りだ

しの低い輪高台で，畳付に目跡がある。
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表１５　ＳＤ５出土土師器の口径度数分布



２４３

　Ⅲ１７０・Ⅲ１７１は白色土器。Ⅲ１７０は椀で口径１４．４�器高５�をはかる。Ⅲ１７１は口径９．７�

器高９．５�。角形の低い高台を削りだし，体部は直線的，口縁端部は丸くおさめている。Ⅲ

１７２～Ⅲ１７４は黒色土器椀。Ⅲ１７２とⅢ１７３がＡ類でⅢ１７４はＢ類。Ⅲ１７３は断面三角形の高台

を，Ⅲ１７４は外にふんばる形の高台を付けている。

　Ⅲ１７５は土師器甕。口縁端部を内側へ突起させ，上部を面取りしている。体部の径は口

径よりも大きい。Ⅲ１７６～Ⅲ１７８は土師器羽釜。いずれも直線的な体部をもち，口縁の下約

１�のところに幅２�弱の鍔を付ける。Ⅲ１７６・Ⅲ１７７は口径２２�弱，Ⅲ１７８は口径２４．５�。

Ⅲ１７８の外面は，縦位の刷毛目できわめてあらく仕上げられており，また鍔より下には煤が

濃く付着する。

　Ⅲ１７９・Ⅲ１８０は黒色土器甕。いずれもＡ類。Ⅲ１８０は頸部外面に，焦げのごときものが

付着。Ⅲ１７９は口縁端部を内側に突起させて上部を面取りし，Ⅲ１８０も面取りを施してい

る。Ⅲ１８１とⅢ１８２は玉縁状口縁の須恵器すり鉢。底部には糸切り痕が残る。Ⅲ１８１は口縁

部を外側に，Ⅲ１８２は内外両側に肥厚させている。口径はいずれも２０�前後。

　ＳＤ１８・ＳＤ５・ＳＤ６出土の遺物は，土師器皿の口縁が強く外反し，厚手のものを含

むこと，受皿状の皿が目立つことなどから，１０世紀末から１１世紀初頭に比定できよう。ま

た，ＳＤ５出土のⅢ１５８・Ⅲ１６０は，接合する破片がＳＤ６からも出土している。

　ＳＦ１出土遺物（Ⅲ１８３～Ⅲ２０７）　 　Ⅲ１８３～Ⅲ１９７は５�程度の厚さをもつ路面から，

多くの土器細片とともに出土した遺物。Ⅲ１８３～Ⅲ１８５は緑釉陶器。Ⅲ１８３は軟質の素地全

面に施釉するもので，段高台の近江産。Ⅲ１８４は糸切り痕を残す平高台。硬質の素地に濃

緑色の釉が薄くかかり，内面の釉は�落する。底部には釉がみえないが，当初からなかっ

たか�落したかは不明。平安京周辺産。Ⅲ１８５は鉢か壺の底部。軟質の素地の外面に淡緑

黄色の釉を施す。内面は撫でて仕上げ，底部には糸切り痕を残す。Ⅲ１８６～Ⅲ１９０は灰釉陶

歴史時代の遺跡

図１５７　ＳＤ５出土遺物�
（Ⅲ１６１・Ⅲ１６２軒丸瓦）
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図１５８　ＳＤ６出土遺物（Ⅲ１６３～Ⅲ１６５・Ⅲ１７５～Ⅲ１７８土師器，Ⅲ１６６・Ⅲ１６７灰釉陶器，Ⅲ１６８緑釉陶
器，Ⅲ１６９青磁，Ⅲ１７０・Ⅲ１７１白色土器，Ⅲ１７２～Ⅲ１７４・Ⅲ１７９・Ⅲ１８０黒色土器，Ⅲ１８１・Ⅲ
１８２須恵器）



２４５

歴史時代の遺跡

図１５９　ＳＦ１路面出土遺物（Ⅲ１８３～Ⅲ１８５緑釉陶器，Ⅲ１８６～Ⅲ１９０灰釉陶器，Ⅲ１９１・Ⅲ１９２白色土
器，Ⅲ１９３・Ⅲ１９４黒色土器，Ⅲ１９５土師器，Ⅲ１９６須恵器，Ⅲ１９７鉄製品），ＳＦ１南側溝出土
遺物（Ⅲ１９８～Ⅲ２００土師器，Ⅲ２０１・Ⅲ２０２白色土器，Ⅲ２０３黒色土器，Ⅲ２０４須恵器），ＳＦ１
路面下ピット出土遺物（Ⅲ２０５土師器，Ⅲ２０６・Ⅲ２０７緑釉陶器），ＳＫ１８出土遺物（Ⅲ２０８土師
器），ＳＤ９出土遺物（Ⅲ２０９灰釉陶器），ＳＫ１７出土遺物（Ⅲ２１０須恵器）



器の底部。Ⅲ１８６・Ⅲ１８８は断面三角形の高台，Ⅲ１８７は低い輪高台，Ⅲ１８９は内湾する三日

月高台である。Ⅲ１９０は皿であろうか。外側に稜をもつ高台は底部の中央が接地しそうな

ほどに低い。

　Ⅲ１９１・Ⅲ１９２は白色土器の底部。いずれも角形の高台がめぐり，Ⅲ１９２の見込みは煤で黒

変。Ⅲ１９３・Ⅲ１９４は黒色土器椀の底部。Ⅲ１９３はＢ類で外に踏ん張る形の高い高台をもつ。

Ⅲ１９４は見込みに雑な暗文を施すＡ類であり，高台は断面三角形で低い。

　Ⅲ１９５は土師器羽釜。胴部に粗い縦位の刷毛目を施している。Ⅲ１９６は須恵器すり鉢。口

径２４．４�。口縁は内外面に肥厚する玉縁状を呈する。Ⅲ１９７は鉄釘。Ⅲ１９７以外にも路面か

らは多くの鉄製品やその細片が出土している。

　Ⅲ１９８～Ⅲ２０４は南側溝出土の遺物。Ⅲ１９８～Ⅲ２００は土師器皿。Ⅲ１９８がＢ２類でⅢ１９９・Ⅲ

２００はＢ１類。Ⅲ２０１・Ⅲ２０２は白色土器。Ⅲ２０２は椀で外反して口縁を丸くおさめる。Ⅲ２０３

は黒色土器椀のＡ類。内面を磨き，外面は口縁部を二段にわけて撫で調整する。口縁部内

側は一段低い沈線状を呈す。Ⅲ２０４は須恵器壺の底部。断面長方形の低い高台をもつ。大

型の壺と考えられ，高台畳付中央部をへこませている。

　Ⅲ２０５～Ⅲ２０７は路面下のピットから出土した遺物。Ⅲ２０５はＢ２類の土師器皿。Ⅲ２０６・Ⅲ

２０７は緑釉陶器。Ⅲ２０６は硬質な素地に淡緑色の釉を薄く施したもので，平高台の底部と内

面の釉は大部分が�落している。平安京周辺産。Ⅲ２０７は椀で，硬質な素地全面に濃緑色

の釉がかかる。作りはあらく明瞭な糸切り痕が残り，見込みには目跡がある。外に踏ん張

る形の細い高台を持ち，胴部は内湾しながら立ち上がる。近江産であろう。

　ＳＦ１出土の遺物は，路面・南側溝・路面下のピットそれぞれにおいて時期差を見いだ

すことは難しく，およそ１０世紀代におさまるものと考える。

　その他の遺構出土遺物（Ⅲ２０８～Ⅲ２１０）　 　Ⅲ２０８はＳＫ１８出土の土師器皿Ｂ２類。器壁

は非常に薄い。Ⅲ２０９はＳＤ９出土の灰釉陶器底部。三角形の高台を貼り付ける。Ⅲ２１０は

ＳＫ１７出土の須恵器すり鉢。内側に肥厚する玉縁状の口縁をもつ。

　上層遺構・包含層出土の古代の遺物（Ⅲ２１１～Ⅲ２２８）　 　Ⅲ２１１・Ⅲ２１２は緑釉陶器皿。

Ⅲ２１１は軟質の素地に底部を除き濃緑の釉を施すもので，段高台の近江産。内面口縁近く

に目跡が残る。Ⅲ２１２は精良な胎土に淡緑色の釉を底部・畳付を含めて均質に施しており，

内外両面を丁寧に磨きで仕上げている。底部の糸切り痕も磨きで消されており，東海産で

あろう。口径１５．２�，器高２．６�。

　Ⅲ２１３～Ⅲ２２３は白色土器。Ⅲ２１３～Ⅲ２２１は底部資料。平高台のⅢ２１３，わずかに高台を
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２４７

削り出すⅢ２１４，三角高台を貼り付けるⅢ２１５，厚ぼったい角形の高台をめぐらすⅢ２１６～Ⅲ

２１９，それよりも低い角高台のⅢ２２０・Ⅲ２２１がある。Ⅲ２１４は内外面ともに煤で黒変し，Ⅲ

２１５は橙灰色を呈する。Ⅲ２２２は三足盤。器壁はほかの白色土器よりも薄い。口縁外面を外

反させ「て」字状に仕上げ，脚部は雑にくぼませて獣脚状とする。Ⅲ２２３も三足盤の脚部

であるが，Ⅲ２２２よりも上部が太く，橙白色を呈す。

　Ⅲ２２４は土師器高杯の脚部。直径２．４�程度の正円棒状の型に，１．５�程度の粘土を巻き

付けたもので，橙灰色を呈する。面取りは施さず，�離部が多いもののほぼ正円形になる

と思われる。Ⅲ２２５～Ⅲ２２８は須恵器。Ⅲ２２５は蓋。扁平な宝珠つまみをもつ。Ⅲ２２６は口縁

部を水平に開く長頸壺。水瓶であろう。Ⅲ２２７は短頸壺。Ⅲ２２８は大型の甕で口径２６．２�を

はかる。口縁端部を外反させ面取りを施している。

歴史時代の遺跡

図１６０　上層遺構・包含層出土の古代の遺物（Ⅲ２１１・Ⅲ２１２緑釉陶器，Ⅲ２１３～Ⅲ２２３白色土器，Ⅲ２２４
土師器，Ⅲ２２５～Ⅲ２２８須恵器）



　６　花　粉　分　析

　� 試料の概要

　この京都大学北部構内遺跡ＢＤ２８区において実施された発掘調査では，縄文時代から近

現代にいたるまでの人間活動の痕跡が残されていることが明らかとなった。京都大学北部

構内遺跡の調査では，これまで花粉分析をはじめ種実分析や樹種同定などにより，とくに

縄文時代の植物相が明らかにされてきた〔京大埋文研１９８５〕。また，隣接するＢＣ２８区（２７６

地点）における花粉分析によって中世，近世には農耕地として利用されていたことが指摘

されている〔伊藤ほか２００５〕。植物と人との関わりの変遷や当時の人々の生活を取り巻く環

境がどのようであったかを明らかにすることは歴史認識の上での重要な課題である。より

詳細な解析をおこなうためには，発掘調査の際に得られる新たな情報を追加・蓄積させる

ことが必要である。これらのことから，今回の分析では，縄文時代のデータを充実させ，

さらにまだデータの不足している古代・中世・近世を補うことを目的として花粉分析をお

こない，古環境や農耕の有無などについて検討をおこなった。

　花粉分析の試料は，北壁断面において縄文時代後期から晩期前半ごろに相当する第２７層

の泥炭質土Ⅳ，第１５層の泥炭質土Ⅰ（泥炭質シルト）から採取した。これらは地層の観察

時においても植物遺体の残りが良好であった。さらに，古代，中世，近世に相当する第５

～２層の黒褐色土，暗灰色砂質土，茶褐色土，灰褐色土（礫まじりシルト）からそれぞれ

採取をおこない，これらのうち計１２試料の分析をおこなった（図１２６）。なお，第６層の弥

生時代前期末中期初頭の黄色砂は粗粒堆積物で花粉の含有量が少ないことが予想されたた

め，分析をおこなわなかった。

　� 分析の方法と結果（図版５２，図１６１）

　方　　法　　以下の①～⑨の手順で試料の処理をおこないプレパラートを作製した。①

試料の湿潤重量（２３～１２５ｇ）を秤量。②１０％水酸化カリウム水溶液処理。③植物遺体を

篩別除去。④傾瀉法と蒸発皿処理による砕屑物除去。⑤塩化亜鉛飽和水溶液で比重分離

（８００r.p.mで１５分，２０００r.p.mで１５分間遠心分離）。⑥フッ化水素酸処理。⑦アセトリシス

処理。⑧グリセリンジェリーで封入。⑨カバーガラスの周囲をネイルエナメルで密封。

　花粉の同定はプレパラートを４００～１０００倍の光学顕微鏡下で観察し，基本的に木本花粉

が２５０粒を超えるまで同定・計数をおこなった。同時に，この途中で出現した草本花粉・

シダ・コケ植物胞子も同定，計数した。また，異なる分類群でありながら，花粉形態が似

２４８
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２４９

ているため識別が困難なものは分類群名をハイフン（－）で結んで表示した。「イネ属型」

とした分類群は，孔の内層・外層の肥厚部分，外膜模様，大きさから栽培植物のイネを含

むもので，それ以外のイネ科花粉と区別した。

　結　　果　　全試料に花粉・胞子が含まれており，検出した分類群は６２分類群である。

おもな分類群の出現率の変化を花粉ダイアグラムに，出現頻度の低い分類群をその下に示

した（図１６１）。出現率の算出方法は木本花粉総数を基数とした百分率で示した。木本花粉

を黒の帯で，草本花粉を白の帯，シダ植物胞子は横縞の帯で示した。木本花粉総数が２５０粒

に満たない試料については，白抜きの帯で示した。また，ダイアグラムの右端には，木本

花粉，草本花粉，シダ・コケ植物胞子の割合を示した。なお，試料番号（以下�に略す）

１については木本花粉が２５０粒に満たないが，草本花粉，シダ植物胞子が多く含まれてい

た。そのため，他の試料と出現率の算出方法を変更し，木本花粉は木本花粉総数を基数に，

草本と胞子は花粉・胞子の総数を基数に百分率を求めた。

　� 考　　察

　調査区周辺の縄文後期～晩期前半の古植生　　�１２～５を通してアカガシ亜属の花粉が

４０％以上と高率を占めることから，当該地周辺には主としてカシ林が存在していたと考え

られる。また，コナラ亜属やシイノキ属－マテバシイ属花粉も出現していることから，カ

シ林には，ナラやシイなども混生していたと考えられる。

　また，トチノキの花粉は�１２～５を通して５％前後とほぼ連続して出現するが，とくに

�８では２６％と高い出現率であったことは特筆すべき点である。トチノキは低山の渓畔や

谷間に分布する。また，虫媒花であることから花粉の生産量は風媒花の花粉より少ないと

いう特徴がある。このことからトチノキは当該地のごく近く，もしくは集水域周辺に分布

生育していたものと考えられる。発掘調査では，本試料�９と�８の間に堆積している泥

炭質土Ⅲからドングリ集積遺構（ＳＸ５）が検出され，イチイガシ，クヌギ・アベマキの

果実とトチノキの種子が埋納されていたことが明らかとなっている。本報告で検出したア

カガシ亜属，コナラ亜属，トチノキの花粉は，これらの種に相当する可能性が高く，当該

地近辺に分布していたことを裏付ける結果といえよう。また，ブナ属，クマシデ属，クル

ミ属－サワグルミ属花粉などの検出から，山地や谷沿いにはイヌブナやシデ，サワグルミ

などが分布していたと推定される。

　アカガシ亜属の花粉に次いで出現率が高いのはヒノキ科－イヌガヤ科－イチイ科，モミ

属，スギ花粉などである。また，低率であるがツガ属，コウヤマキの花粉なども出現する

花　　粉　　分　　析
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２５１

ことから，温帯林と冷温帯林の間に分布する中間温帯林（モミ，ツガ，コウヤマキ，スギ，

ヒノキなどの林）が存在していたことが考えられる。現生植物の垂直分布から考えると，

これらは当該地より標高の高い東山山地や比叡山山腹などに分布していたと推定される。

さらに，ブナ属，カバノキ属，コナラ亜属も検出していることから，当該地の北東に位置

する比叡山山頂部（標高８４８�）には冷温帯林も分布していたと推定される。

　�１２～５は，草本花粉の出現率が極めて低い傾向が見られた。出現する草本花粉の分類

群にはヨモギ属，イネ科の他，キンポウゲ科，フウロソウ属などがあった。これらの植物

は当該地近辺や集水域周辺に分布していたと考えられる。草本花粉の出現率の低さは，当

該地周辺の森林が豊富で，草地環境が少なかったことを示していると考えられる。

　これまで近隣のＢＧ３１区（５６地点）では，縄文時代晩期の地層から稲籾が検出されてい

る（京大埋文研１９８５　図８２）。本報告において縄文時代晩期のそれに近い時期の地層に相当

する試料は�８～５であるが，イネ属型花粉は検出していない。そのため，当該地におけ

るイネの栽培は示唆できなかった。

　古代・中世の堆積環境　　古代・中世の試料は，花粉・胞子が１試料につき２０～５０粒と

全般的に少ないため，当時の古植生を解析することが困難であった。本試料は褐色を呈し

ており，とくに�３・２において花粉・胞子の割合のうち胞子が高かった。このことは，

この時代において当該地が地表にさらされるような土壌化の過程にあり，堆積した花粉が

紫外線により消滅し，風化に耐える胞子が選択的に残存した結果を表していると考えられ

る。これらのことから古代・中世において当該地は地表が日光にさらされるような日当た

りのよい環境であったことが推定される。

　近世の周辺植生と農耕　　近世に相当する�１では，木本花粉の中でマツ属複維管亜属

（二葉マツ類）の出現が顕著であった。今回の分析では前述のように古代・中世に相当す

る試料の古植生の解析が困難であったため，自然植生（極相林）からアカマツの二次林へ

移り変わった時期を特定することはできないが，近世にはすでに当該地周辺の森林植生

は，アカマツの二次林であったと考えられる。また，草本花粉と比べて圧倒的に木本花粉

の出現率が低いことは，草地が拡がっていたことを示していると考えられる。草本花粉で

はアブラナ科が高率に出現する。アブラナ科花粉の高率出現は，隣接する２７６地点におけ

る中世後半から近世の層準でも確認されており，当時の換金作物のナタネである可能性が

指摘されている〔伊藤ほか２００５〕。当該地においてもナタネなどのアブラナ科植物が栽培さ

れたことが示唆される。他に栽培植物として，イネ属型，ソバ属，ワタ属花粉が出現して
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いる。このことから，当該地あるいは周辺においてアブラナ科植物とともにイネやソバ，

ワタの栽培がおこなわれたことが推定される。アカザ科，ナデシコ科，ヒユ科イノコヅチ

属型花粉などは，農耕地の雑草類と考えられる。発掘調査においても，近世の層準では遺

物が少なく農耕に関わる野壺の検出などから農耕地であったと考えられており，今回の分

析において当該地が農耕地として利用されたことを裏付ける結果を得ることができた。

　ま　と　め　　本報告では，ＢＤ２８区の花粉分析をおこない，縄文時代後期，晩期，古代，

中世，近世の古環境，農耕の有無などについて検討をおこなった。その結果，古環境およ

び農耕について以下の結論が得られた。

①縄文時代後期から晩期前半における当該地近辺は，ナラやシイをまじえたカシ林が分布

していた。また，トチノキも当該地のごく近く，もしくは集水域周辺に分布生育してい

た。後背の東山山地や比叡山山腹などにはモミ，ツガ，コウヤマキ，スギ，ヒノキなど

の中間温帯林が，比叡山山頂部には冷温帯林が分布していた。草本花粉の出現率がきわ

めて低いことから，当該地周辺は森林が豊富で，草地の環境が少なかったと考えられる。

②古代・中世の試料は，花粉・胞子が全般的に少なく，胞子の割合が高かったことなどか

ら，当該地周辺は日当たりのよい開けた環境であったと考えられる。

③自然植生（極相林）からアカマツの二次林へ移り変わった時期を特定することはできな

かったが，近世における当該地周辺にはアカマツの二次林が形成していたと考えられる。

④縄文時代晩期の試料にはイネ属型花粉が検出されなかったことから，当該地におけるイ

ネの栽培は示唆できなかった。

⑤近世においては当該地においてアブラナ科植物やイネ，ソバ，ワタが栽培されていたと

考えられる。

　今後の課題　　縄文時代については，今回これまでの研究との比較検討が十分できな

かった。今後，これまでの研究とあわせた当該地周辺の詳細な古環境復元が課題の一つで

ある。また，弥生時代前期末中期初頭の黄色砂の流出によって古植生がどのように変化し

たのか，さらに，アカマツの二次林はいつ頃成立していたかについて追究することも，当

該地の植生を明らかにする上で重要な課題である。農耕の問題に関しては，縄文晩期の稲

作の追究や，弥生時代以降の農耕の有無，さらにアブラナ科植物の花粉形態による栽培種

の特定に迫る研究なども課題の一つである。これらを明らかにするためには，まず異なる

地点から新たな情報を追加・蓄積させることが必要であるが，より詳細な古環境復元をお

こなうためには花粉や胞子がどのように堆積したのかについても考察する必要がある。
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　７　小　　　結

　� 先史時代の遺跡

　先史時代の堆積環境　　元住吉山式よりは古い時期の高野川の横溢によってできた厚さ

１．５�前後の礫堤（第３１層）の下位には，硬質の土壌化層（第３３層）が調査区一帯に広がっ

ていた。そして，この土壌化層の直上には，もともとの堆積厚は不明だが，第３１層たる礫

堤をもたらした水流によって上部を削られた粘土層が薄く残存している（第３２層）。した

がって，元住吉山式以前のいつの時代かはわからないが，安定した第３３層の地表面が，洪

水ないし土石流などに襲われた可能性がある。

　高野川起源の厚い礫堤の東端に位置するとみなせる本調査区では，元住吉山Ⅰ式ないし

Ⅱ式の段階に，調査区東半の南辺は，白川系流路の急激な増水ないし氾濫に見舞われて，

細砂が数十�以上堆積する（第３０層）。この層は，調査区東辺では北に向かって急速に薄く

なっていく一方で，調査区北壁中央付近の深掘断面では西上がりに収束していくことか

ら，蛇行していることがわかる。第３０層の上位に堆積する青灰色シルト（第２９層）は，礫

堤の東側の後背湿地状のところに堆積したものだが，この青灰色シルト層と同様の背景で

堆積した２２９地点の元住吉山Ⅰ式期の青灰色粘土層も同様の標高であるから，両者は対応

するだろう。つまり，礫堤の東側には一時は広大な湿地が広がっていたと思われ，それは，

礫堤に行く手を阻まれながら蛇行した元住吉山Ⅰ式期の流れが滞水した結果であろう。

　この滞水域からは水が引くこともあったことが，泥炭質土Ⅳを含む第２７・２８層の堆積か

らもうかがえる。その後も，北壁・東壁断面によれば（図１２８・１３０），調査区東北辺に高

野川と白川の混合流のような流れが，チャートの認められる灰白色の砂礫層をもたらして

不規則な高まりを生み，そしてこの高まりの隙間や南・西の縁に，泥炭質土Ⅱ・Ⅲを含む

粘土やシルト，あるいは時おり細砂や粗砂を，白川がもたらしたりするが，第２６層の土壌

化した第２５層，第２３層の土壌化した第２２層など，安定した堆積環境を示す層も認められる

ことから，頻繁に水が引いたこともうかがえる。いわば，小面積の湿原のような状態で泥

炭質土Ⅳ・Ⅲ・Ⅱの堆積を見る。

　泥炭質土Ⅱ・Ⅲなどの断片的分布を見た蛇行状分布の窪地は（図１３２），徐々なる水位・

堆積の上昇によって面的につながり，ついには調査区東半が南辺を除いて一様な堆積環境

を示すようになるとともに安定化して，泥炭質土Ⅰが広がる。泥炭質土Ⅰがその広がりの

南端で南方に急激に傾斜していく調査区南辺は，西流する水の営力で堆積した粗砂層の水
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成堆積が厚く見られ，そしてその砂層が南方から徐々に北へと上昇していくことが図１２７

からうかがえる。すなわち，河道に極近い位置にあったと思われる。泥炭質土Ⅰの南方を

西流していたこの白川系流路は，増水・氾濫し泥炭質土Ⅰを厚い細砂層（第１４層）と粗砂

層（第１２層）で，完全に覆ってしまう。以後，この辺りは泥炭質土が分布するような湿原

状態になることはないが，それはこの透水性のある細砂層が厚く堆積したことによって周

囲よりも比高が高くなったためであろう。とはいえ，それによって晩期後半にすぐにこの

辺りが安定したわけではなく，弥生前期の安定した土壌化層の形成に至るまでには，しば

しば粗砂を網状に分布させる北東からの白川系の水流がおよぶような（第１０・８層），シ

ルト基調の植生の発達しない地表状態だったと思われる。そして，白川系の流路が調査区

北方を迂回して調査区西北隅を北北東から流下するようになって，漸く調査区東半が土壌

化が進むほどに安定し，第７層が調査区の多くの部分を覆う。しかし，弥生前期末には巨

礫を多数含んだ土石流の本流が通過し（第６層），その後も，おそらくは弥生中期のうちに，

高野川の大きな側方浸食が調査区西南部をかすめていく（図１２９・１３１）。

　ドングリ集積ＳＸ５　　今回検出された泥炭質土は合計４枚あるが，北部構内では，し

ばしばこのような縄文時代の泥炭質土の堆積が確認されている。今回の調査で確認された

面的広がりの最も大きい泥炭質土Ⅰは，およそ標高５８．３�に堆積しており，滞水性の堆積

であることを考慮して標高で比較すれば，２２９地点でトチノミ貯蔵穴の検出された泥炭質

土３や〔千葉ほか１９９８〕，１３５地点の黒色土５〔ＢＦ３１区調査班１９８７〕に対応する可能性は

ある。出土土器も，両地点ともに，二条突帯文を含まない晩期中葉の土器すなわち滋賀里

Ⅲｂ式ないしⅣ式に収まり，今回の調査の泥炭質土Ⅰに対する所見と矛盾しない。そして

これによって，ドングリ集積遺構ＳＸ５が確認された泥炭質土Ⅲは，分布域が極めて限定

的ではあるけれども，層位的にみれば２２９地点のトチノミ貯蔵穴よりも先行するという理

解を導きたくはなる。今回の調査のトチノキの花粉検出状況もこの点で示唆的ではある。

しかし，本調査区内でも地点によって堆積環境が複雑に異なることをふまえれば，面的な

連続が確実でない別地点の泥炭質土について標高の比較によって前後関係を推測すること

は慎まねばなるまい。本調査区ＳＸ５と２２９地点のトチノミ貯蔵穴との年代的関係は，同

一ないし近接した土器型式の頃の可能性が高いが，確定は不可能といわざるを得ない。

　泥炭質土Ⅲを挟む泥炭質土Ⅳ・Ⅰの花粉分析，および泥炭質土Ⅰの樹種同定によると，

近隣にはカシ・ナラ・シイなどを主体として，サワグルミ・トチノキの湿潤な環境を好む

ものやカヤ・ヒノキなどの針葉樹も比較的よく認められるような，温帯性の渓畔林の存在
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が想定できる。しかし，堅果類そのものの出土はむしろ人為的集積部のみで，ＳＸ５に近

接して出土した泥炭質土Ⅲの木材はムクノキであり，また泥炭質土Ⅰの木材も，東側で根

株を確認した現地性のものはカツラとクスノキ科の樹木であって，アカガシ亜属は，西縁

の落ち込み上部からの出土に限られる漂木片のような状態である。根株を残した樹種が泥

炭質土Ⅲの時期にも生息していたとすれば，堅果類の収集は，現地性とはいえ，対象とす

るイチイガシなどの樹冠内での活動ではなかったと言えよう。２２９地点のトチノミの貯蔵

穴がトチノキの根株から５�ほどしか離れていなかったのとは，対照的である。

　ＳＸ５の周辺環境　　２２９地点も本調査区でも，堅果類の集積用に仮設的に掘られた穴

やその一帯は，出水によって埋没してしまっているが，上部を覆った砂層は細砂層であり，

少なくともこれらの地点にはあまり強い水の営力はおよんでいないと言える。北部構内全

体の調査でみても，縄文後期後半以後，晩期中ごろまでの間には拳大程度の礫をともなう

ような水成堆積層は，これまでのところ確認されていないので，そうした出水は，洪水と

いうより，渓畔林を網状に流れる小川の小さな自然堤防が崩壊した程度のものと考えたい。

　今回の花粉分析では草本花粉の出現が極めて低いことが指摘でき，草地の少ない森林が

イメージできる。プラント・オパール分析では，検出数は少ないもののヨシなどが比較的

多く認められることから，たびたびの浸水や増水によって，陸生の草は生息しにくい環境

だったのかもしれない。一方，北北東の１３５・２２９地点の晩期中葉の滋賀里Ⅲｂ式ごろの地

層では，昆虫遺体の分析成果では，朽木・枯れ枝・腐食の多いよく茂った森林が広がりつ

つも林縁・川原のようなやや明るい部分もあることが想定されており，さらには，水生甲

虫遺体が出土しないことの背景として，確認しづらさだけでなく，湿地や止水域があまり

なかったことも考慮されている〔千葉ほか１９９８〕。本調査区では，昆虫遺体の確認例が少な

くその同定をおこなってないが，北北東の諸地点よりは水気の多い環境だった可能性はあ

る。そして，人間の生活により身近な存在である土器の出土は，滋賀里Ⅲｂ式で見れば，

北白川追分町遺跡では１３５地点にまとまって認められるが，本調査区周辺はほとんど出土

しない。泥炭質土Ⅰを覆う堆積が本調査区の南を西流していた河川の増水にともなうもの

であることをふまえて晩期中ごろの北白川追分町遺跡の景観を推測すると，扇状地を形成

する白川の本流ないしやや流量のある分岐流が本調査区の南方を西へはしり，本調査区を

含む扇状地縁辺の低地部には照葉樹や針葉樹など様々な樹種の混交した渓畔林が広がり，

本調査区北東方面の幾分高まった扇状地末端の微高地に集落が営まれていたのだろう。

　さて，泥炭質土Ⅰからは，イネの花粉もプラント・オパールも確認されていない。この
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地層は，石鏃１点が出土しているのみなので年代を限定することはできないが，層順から

晩期前葉～中葉と判断している。これに対して，５６地点では，晩期後半の船橋式の層順で

イネ籾殻が４粒確認されているほか，その層位やそれ前後の層位からもイネ科の花粉が確

認されており，上層にいくに連れてイネ科の花粉の量は増すようである〔京大埋文研

１９８５〕。船橋式の地層で増加しているイネ科の花粉の中には「イネ」が含まれている可能

性は充分にあろう。また，本調査区の南南西約８００�に位置し前期末の水田が検出された

２２０地点では，船橋式に後続する長原式のなかでも古手の土器の胎土中からもイネのプラ

ント・オパールが確認されている〔外山２００５〕。しかし，遅くとも晩期最末の長原式まで

にはおさまると思われる時期の本調査区の泥炭質土Ⅰでは，イネは存在しないと言える。

泥炭質土Ⅰの年代が長原式になる可能性は否定しきれないが，現状ではこの理由を，遺跡

の地点や機能の差ではなく年代差と理解しておきたい。

　縄文晩期～弥生前期の白川の河道変化　　泥炭質土Ⅰの上位には，弥生前期の土壌化層

に至るまでに，細砂や粗砂がシルトや砂質土を挟みながら数枚確認できるが，そのうちに

は，泥炭質土Ⅰの地割れ状の砂脈と直上の細砂（第１４層）や，調査区東部ではその細砂の

直上に連続的に堆積する粗砂（第１２層）など，地震の影響を考えられるものもあった（図

１２８・１３０）。年代は，層順からみて，元住吉山式よりは新しく長原式までに収まる。また，

調査区西半には，第７層上面で確認した北北東から南南西にはしる西下がりの段差の下位

では，その部分の堆積が大きく乱れているのが北壁で確認でき，第１２層相当の粗砂までは

この乱れの影響を被っている（図１２８）。この一帯にはこの段差と走向を同じくする花折断

層が確認されているので，これも地震による地形変化の可能性もあろう。そしてこの部分

の上部に整合的に堆積している第１１層のシルト基質で有機質の多い地層からは，晩期末の

長原式の破片が出土している。

　さて，地震は広域におよぶ現象であるから周辺の遺跡にも目を配る必要があるが，琵琶

湖北西部の滋賀県北仰西海道遺跡〔葛原１９８９〕や京都盆地西南部の向日市石田遺跡〔中

塚・清水１９９２〕では，滋賀里Ⅲｂ式ごろの時期に噴砂を発生するほどの大地震が確認され

ている。本調査区に見られる地震を想起させる諸痕跡については，それらの遺跡で確認さ

れた地震に関連したものである可能性は決して低くない。地割れを起こす本震の後，本調

査区の南辺を流れる白川系流路の川筋に変化が生じて泥炭質土を大量の水が覆っていくと

きに，大きめの余震が発生して，その洪水性堆積物の層位を乱したり地形変化を起こした

りした，ということは考えられないだろうか。
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　本調査区でも５６・１３５・２２９地点でも，黄色砂に覆われた弥生時代前期の暗褐色土とその

下の泥炭質土の間には白川系の砂の厚い堆積が認められ，しかも，２２９地点では，南東から

北西へ流れた拳大の礫を含む砂礫層が比較的厚く堆積しているが，これらの砂礫層はいず

れの地点でも滋賀里Ⅲｂ式より新しい晩期後半の堆積である。つまり，北白川追分町遺跡

一帯では，おそらくは後期最末～滋賀里Ⅲｂ式ごろまでは，約１�以上の礫をもたらす規

模の河川氾濫のような現象は見られなかったけれども，晩期後半の滋賀里Ⅳ式から最末期

の長原式にかけては，白川から粒度の大きい砂礫の供給があったと判断できる。この契機

としては，上記のように，滋賀里Ⅲｂ式ごろの地震によって，比叡山地南部を流下してき

た白川の川筋に比較的大きな変化が生じたことを考えたい。

　弥生前期の地表面で確認した調査区西北隅の白川系流路は，堆積物のラミナの発達から

みて河道であったと考えられるが，この河道の肩部は，上記の段差と平行して，北北東か

ら南南西へという方向が確認できた。河道中の堆積物の層相からみると，水成堆積層から

黄色砂へと連続的に移行しているようであり，したがって，南接する２７６地点で水田が営ま

れていた時期まで，ここに水が流れていたと判断できる。さて，晩期末ごろのシルト質土

（第１１層）は，調査区西半の段差下より高い標高に堆積しているが，上面がおよそ水平に

なるように堆積したであろうシルト層と同じ標高での段差下位の堆積物をみてみると，前

期末の黄色砂層である（図１２８）。つまり，段差下でも本来的には堆積していたであろう，

第１１層の基質たるシルトは，段差下を流れる水流によって段差下側を削り取られたことに

なる。そして，段差下からも水が引いたときには，段差際が湿地となって，最初に植物が

生息できる環境になったのだろう。しかし，段差上の調査区東半では，第１１層と同じよう

に多少は安定化していた第９層を挟むように，第７層と第１１層の間には東北東から西南西

方向におよそ縞状に粗砂が分布しており，この方向の水流が上流から段差上を襲う場合も

あったことを示している（図１３８）。段差下では，北壁の層位ではこうした粗砂層の間層は

段差上と同程度の枚数しか見出せなかったが，浸水の頻度はそれ以上だったことは容易に

想像できる。ただし，第７層相当の地層を除去した後の幾分粒度の小さい砂の分布がおよ

そ南北方向であることが示すように，基本的には段差下のそれらの間層は，調査区西北隅

の流路の増水に由来すると思われる。つまり，第１１層の堆積以後は，この辺りの白川系流

路は北北東から南南西に流れていて，ときおり，この流路に流れ込む前にその上流から調

査区東側を経由することもあったことがわかる。そして弥生時代前期ごろのある時期から

は，段差上も段差下も安定化して第７層の土壌化が進んだと言える。
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　弥生前期の遺跡の様相　　旧地表面を形成する第７層を精査する際に，２７６地点での水

田の存在を考慮して，壁面の堆積物を中心にして調査区全域でプラント・オパール分析を

おこなった結果，本調査区からは，基本的には層の上位ほどイネが検出されたが，２７６地点

の水田と同程度の標高にある段差の上位ではイネが多く検出されたものの，西部の０．５�

ほど標高の下がる段差下からは少量しか検出されなかった。２７６地点でのイネのプラント・

オパールは，水田域でありながらもその絶対量は本調査区段差上位に比べても少ないほど

であり，またその水田から東に数�外れた地点ではイネが検出されてないのだから，段差

上に水田が存在した可能性を否定できない。本調査区では遺構としては稲作に関する生産

活動の痕跡を見出せなかったけれども，段差上は西下がりの傾斜はきわめて緩く，平らな

地形と言える。また東壁では，シルト質土中での鉄分の沈着が土層観察で認められ，プラ

ント・オパール分析でもヨシが検出されている。しかし，水田があるとすれば，２７６地点

同様に畦畔が確認できてもよいがその痕跡は認められず，さらに，この地点への導水は東

からの白川系の自然河道を利用することになるはずだが，水田の畦畔よりも確認しやすい

だろうそのような窪みも確認できなかった。以上から，この地点は，水田が放棄された可

能性を残すものの，最終的には，収穫したイネの処理場であったと考えたい。

　流路の肩と標高を同じくする段差下にはイネのプラント・オパールが少ないことから，

河川の氾濫が水稲耕作を促進したとは考えがたい。むしろ，安定化こそが比高差０．５�の

段差上に位置する２７６地点の水田形成を可能にしたと考えるべきだろう。その一方で２２０地

点の水田では〔伊藤１９９９〕，旧河道のもたらした砂堆による比高差１�ほどの自然堤防状の

微高地を介在させた後背湿地という立地をとってはいるが，微高地の向こう側を流れる自

然流路の肩の標高は水田面と変わらない。その水田付近には排水用と思われる流路がある

が，これでは排水は容易ではなく，逆に自然流路の水位が上がれば水田は水に覆われる危

険性がある。この点は，東からの水を容易に西へ排水してやることのできる２７６地点の水

田とは，対照的ですらある。それにもかかわらず，イネのプラント・オパールの検出量も

水田の面積も２２０地点が２７６地点を圧倒する背景としては，２２０地点では，西側の自然堤防が

充分に高くまたそれを越えないほどにその西の河道が流量を保っていて，遅くとも長原式

の古い段階からは大きな出水はほとんどなかった可能性があろう。本部構内以南では細か

い粒度の堆積物が縄文後期中葉以降は広く分布していることからもわかるように，北東か

らだけでなく今の賀茂川に相当するような西北方向からの流水も加味されて流量も多く

なった河川が形成した，かなり広い後背湿地だった可能性が高い。一方の，より上流に位
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置する２７６地点では，晩期末の堆積層と思われる本調査区の第１１層の流失が物語るように，

広い後背湿地が形成されにくかった。晩期末から弥生前期にかけての土器の出土量こそ両

地点に著しい違いは見られないことからも，２７６地点では遺跡の機能が水田に移行するま

でに時間を要していたことはうかがえる。これは，土砂の供給源が白川系流路にほぼ限ら

れて相対的に土砂供給量が少ない上に，扇状地末端の傾斜変換点付近であって，粒度のや

や大きいものも網状に堆積しやすかったことに起因するだろう。

　弥生前期の遺物の様相　　石器は，南接する２７６地点と比べると〔伊藤ほか２００５〕，礫石

器・�片石器ともに出土点数が著しく少ないが品目はおよそ似通っており，挟み撃ちによ

るサヌカイトの利用と粘板岩の刃器が特徴的である。ただし，本調査区では�片�離活動

そのものは主体的ではないことがうかがえ，むしろ刃器の比率が高まったことは，石器に

関わる活動の主側面が異なっているように思わせる。土器も同様で，２７６地点より出土点

数が少なく様相も大きく異なって，弥生土器が多く出土し，また，大きい破片では弥生土

器が目立つ。土器の分布をみてみると，２７６地点では調査区中央を西へ流れる流路の北側

に廃棄の主体があったが，それに北接する本調査区では，土器の分布密度が明らかに低下

している。以上から，縄文晩期には流路の傍らが土器捨て場として機能していたが，そこ

が水田に供する弥生前期末ごろには，土器の廃棄が低調になりつつ，その水田のさらに北

側の本調査区に廃棄場所を移動したことが読み取れる。さらに，�片石器については，挟

み撃ちによる錐や石鏃の製作活動は水田の南側でおこなわれていたことが想定できる一方

で，水田の北側の本調査区では刃器の利用活動が相対的に高まったことをうかがわせる。

これらの状況は，本調査区の機能を水田横の作業場と想定した上記の解釈を支持する。

　石器の中では，Ⅲ１１１の刃器が興味深い。これは，サヌカイトの原礫面へ硬質ハンマーを

用いた直接打撃をおこなって得たと思われる，横長�片を素材にしている。本調査区やそ

の周辺でも，縄文晩期から弥生前期にかけての地層からこれほどの大型の�片が出土する

のは，極めて珍しい。長い刃部を得るべく大型の�片をとろうと試みて奥深くを打撃して

いるが，打点周辺を調整することはなく，数回の加撃の後に漸く得た�片は腹面先端左側

の少しを除いてヒンジを起こしている。しかし，背面が非常に平坦な面をなしているため

か，その時点では廃棄されずに，ヒンジを起こした末端の腹面を右側縁から中央付近まで

�離していき，さらに再び腹面側から小さな�離をおこなっている。ヒンジを起こしてい

ない先端の左側には刃こぼれと思われる微細な�離を確認できるので，刃器として利用し

たとおもわれる。縦断面形態からみて，刃部再生をおこなうなどしても７，８�の刃部を
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維持できると思われるが，廃棄されている。また，法量から見れば，これを素材にして，

この北白川追分町遺跡の当該期に特徴的な挟み撃ちを�離軸に平行する方向におこなっ

て，錐を作ることも可能であろうが，その痕跡はない。錐の機能部になり得るであろう刃

部側の極については，ヒンジを利用すれば挟み撃ちも可能であろうけれども，対極となる

三角形の二短辺側の打撃されることになる原礫面では，垂直割れを起こす打撃に適切な打

面を角度的に用意しづらいからであろうか。

　弥生前期末～中期の様相　　１０９地点で確認した前期末の白川弥生土石流の本流の南縁

は〔浜崎１９８３〕，本調査区でも追認できた。扇状地の末端の傾斜変換で勾配が緩くなって営

力が弱まり，ここに巨礫を落とし残していったのだろう。そして，第７層上面の窪みが，

この巨礫分布を示す地層の抉りよりも北側に密に分布していることは，この窪みが土石流

の通過痕跡という解釈を支持しよう。これらの礫が下流に分布していないか，平安京の造

営や御所の設営などで原位置を保つことは少ないと思われるものの，その確認は今後の課

題となる。例えば，本調査区の西約３�で京都市がおこなった立会調査では，近世の包含

層上面から５０�下で現地表下６�の深さに，１�大の巨礫が確認されている〔京都市文化

市民局１９９６〕。層順や礫種が不明だが，この土石流に由来するかもしれない。

　調査区西南部に確認された北西方向からの水流によって黄色砂層を抉った砂礫層は，南

接する２７６地点の西辺で確認された弥生中期の流路堆積に連なるものであり，その構成礫

種から，亜角礫も含みチャートの目立つ高野川系である。そして２７６地点の南辺では，この

砂礫層は，中期後葉の第Ⅳ様式の土器が肩部に分布するような時期には西流していた白川

系流路と合流している〔伊藤ほか２００５〕。今回の調査で確認された砂礫層も，その白川系流

路の堆積と同様に，水成堆積の痕跡をとどめる部分もあるが，多くの部分ではその状態を

保ってはいないようである。こうした状況から，この高野川系の流路は，第Ⅰ様式よりは

新しく第Ⅳ様式よりは古い時期に，この辺りまで拳大の礫を多数もたらす規模で氾濫した

がほどなくその水が引いていったことがうかがえる。

　一方で，黄色砂の上位では，本調査区の北１００�の５４地点では，中期前葉の第Ⅱ様式の方

形周溝墓が２基確認されているほか，北北東２００�に位置する２２９地点でも同時期の方形周

溝墓が２基確認されている。これらが構成している墓域の営みと，高野川や白川系流路の

大規模な氾濫や出水とが，年代的に重なるのか，あるいは河川移動が後出の事象なのか，

推測の域を出ない。しかし，前期の土石流の堆積によって，なだらかな地形が形成された

にもかかわらず，現在確認できる中期前葉の墓の分布がこの辺りを南限としているとみな

２６０

京都大学北部構内ＢＤ２８区の発掘調査



２６１

せることと，遅くとも中期後葉までには白川系流路の河道が２７６地点南辺を北限に幅５０�

ほどで展開していることから〔冨井２００６〕，墓域の営みは，西限については高野川に削ら

れた可能性があるものの，南限はすでに白川系流路を意識していたかもしれない。

　� 平安時代の道路ＳＦ１について

　１０世紀代に東西方向に敷設された道路ＳＦ１は，おそらく条里に則って〔金田１９９４〕，

地表を数十�掘り下げられたところを側溝を備え直線的にはしるが，調査区の東壁付近か

らは東への登りの傾斜をいくぶん強める。また，本調査区の東に位置する１０９地点では，こ

の延長と思われる同時期の東西方向の凹みも確認されている〔浜崎１９８３〕。この道路は，年

代的にみて，本調査区から３５０�ほど東北東に位置する２２１地点辺りに推測される，貴族の

別邸の造営〔千葉１９９８〕とも関わるものであろう。これまでにも，北部構内では平安時代

の遺構や遺物がしばしばまとまって発見されており，この辺り一帯の活動が活発化するの

は９世紀後葉からである。

　さて，この道路ＳＦ１の南５０�には，西流した旧白川の河道が埋積していく過程にあっ

た窪地が，ＳＦ１と平行するかたちで存在していたが（２７６地点のＳＲ１），そこでは，窪

地の上部を埋積する灰茶褐色砂質土は１１世紀の遺物を包含するのに対して，その下位のや

や粘性があり黒褐色を呈する砂質土は９世紀後葉～１０世紀前葉に限定できる〔伊藤ほか

２００５〕。そしてそれ以下の黒色粘質土には遺物がほとんど見られず，古墳時代ごろまでの

土器片わずか数点が出土したのみである。つまり，白川の旧河道による開析の痕跡である

ＳＲ１は，９世紀ごろまでは長期的に水が溜まりやすい環境にあったが，９世紀代には，

雨の後にしばらく水溜まりができる程度の排水環境になっていたと考えられる。

　敷設・廃絶の背景　　道路ＳＦ１の敷設の背景について考えてみよう。１０世紀中ごろに

は機能していることから，成立が１０世紀前半に遡ることを否定できないので，ここでは，

遠因として，９世紀前半の鴨川氾濫にともなう比叡山地からの河川の川筋の変化を想定し

てみたい。承和元（８３４）年には，地震に続いた２０日ほどの旱天を経た４日程度の降雨に

もかかわらず，鴨川が氾濫して水害をもたらしている〔冨井２００５〕。気候条件を勘案すれ

ば，地震によって緩んだどこか上流部の地盤が，地震直後には崩壊せず，しばらく後のあ

る程度まとまった降雨で崩れたことが影響した氾濫の公算が高い。それならば，比叡山地

の南辺の風化花崗岩地盤を流れる白川系の河川が，その斜面崩壊によってダム湖を形成し

たりしながら川筋を変化させた可能性があり，したがって，賀茂川と高野川との合流部か

ら遠くないこの地点にも，その河川移動が関与する現象が発生していても不思議ない。つ
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まり，９世紀前半に鴨川の氾濫を促すような上流河川の川筋の変化が生じたが，本調査区

付近の場合，旧白川の開析によるかすかな西下がりの窪地で水の影響を受けやすかったＳ

Ｒ１は，水がおよびにくくなり，９世紀後半までには安定した窪地となったのだろう。旧白

川の河道が形成した窪地が安定してこの辺りの排水環境が整い，貴族の別邸造営など北白

川の再開発が進んだことが，ＳＦ１敷設の遠因と考えたい。地表面が日光にさらされてい

るような環境を想定した花粉分析の成果は，時期的に９世紀以降とまで限定することはで

きないが，北白川の再開発が盛んだったことと矛盾はしない。

　さて，ＳＦ１は，旧白川の河道の名残である窪地に平行していることと，側溝を備えた

直線的な道を数十�の掘削深度の工事によって敷設することを考えると，後に白川道とし

て機能した近江にいたる道路と同様の機能をもっていたと考えることもできる。北白川の

本格的な開発ともあいまって，条里を意識した本格的な道路の敷設が要請されたのだろ

う。しかし，道の中央に巨礫が頭を出していたからか，側溝さえ備えていた直線道路は，

短期のうちに１０世紀後半までには廃絶されてしまう。この巨礫の上端部の標高は，当時の

地表面付近と考えられる，道の両側の黒褐色土の標高よりも低いので，道の造成が始まっ

てから露出したはずである。計画通りに道は敷設してみたものの，それが交通の障害に

なっただろうことは想像に難くない。ＳＤ６はその撤去を試みた名残だろうか。今の志賀

越え道と同様の軌道で北東から南西方向に走ることが確認されている白川道は，本部構内

西南の２７７地点の調査によって，１２世紀前葉には成立していることが判明し，１１世紀にも遡

り得ることも示唆されている〔千葉２００６〕。ＳＦ１の廃絶とはそれでもなお１世紀の隔たり

があるが，ＳＦ１は白川道の前身，という可能性を現段階では指摘しておきたい。

　本章は，３を伊東が，４を外山が，６を上中が，５（３）を吉江が，その他を冨井が，

それぞれ執筆した。発掘調査および整理調査は，冨井眞と吉江崇が担当し，磯谷敦子・柴

垣理恵子・下坂澄子・長尾玲・坂田千尋・佐藤玲子・戸根比呂子・桃井宏和・三輪晃子が

測量・実測などの作業にあたった。また，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・堆積物に関して，増田富士雄氏（同志社大学），

（故）那須孝悌氏。種実類に関して，南木睦彦氏（流通科学大学）。花粉分析に関して，

坂本清子氏（大阪産業大学），松江実千代氏（高槻市立第六中学校）。石器に関して，山中

一郎氏（本学総合博物館），高橋章司氏（鳥取県教育委員会）。緑釉陶器に関して，市川創

氏（大阪市文化財協会）。
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