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第 2章京都大学北部構内BG31 区の発掘調査

泉拓良宇野隆夫

本調査i也は，昭和 52 年 9 月lこ行った試掘調査によって，縄文時代の泥炭質土層と平安時

代以徐の造物包合層があるととが判明していた〔京大埋文研78a 〕。一方，昭和 53 年度には，

当地域の南西にあたる即学部合同建物の建設が計画され，その地域（BE29 区）の遺跡調査

を行ったと ζ ろ，平安後期頃の火葬塚が発見きれ，重要な遺跡として保存されることとな

った。そのため，理学部合同建物の当初の計画は変更され，当地域に台同建物の一部であ

った物理学科の校舎を建設することとなった。

調査区域は，縄文時代の農学部遺跡lζ 隣践していて，北白川扇状地内の徴高地北西斜面

とその下の低地にあたる。試掘調査で注円された 2 層の泥炭質土居については，多くの自

然遺物を包合しているため，関連する名分野の詳しい調査を必要とした。したがって，本

学理学部動物学教室自然人強学研究室，地質学鉱物学教室第凶紀および古生物研究室，農

学部林学教室森林生態学研究室，木材研究所木材生物研究宝，大阪市立大学四宇部生物学

教室植物学研究室，京都産業大学理学部物理学教室に調査の協力を依頼することにした。

1 調査の方法

詞査区域の北半には旧物理学教室建物があり，地表下 1.5m まで遺跡が破壊されていた。

したがって，まず，調査区域南半部を地表下 1.5m にある黄砂層上面まで発掘調査し，そ

ののち，旧物浬学教室を撤土して，遺物を包含しない黄砂層を機械で掘削した。黄砂層下

面から，ふたたび発掘調査を開始し， 1深と白砂を確認して現場作業を終了した。

泥炭質土居からの自然遺物の採取について，予備採取を行い，名層にどれくらい動植物遺

体が合まれているかを調べた。それに基づいて，亀井節夫を中心に担当者全員で採取方法

の検討を行い，小型の種子類は名居毎に 1. 5kg C約 1£ 〕の土塊から，大型の種完は名層毎に

約70kg （コンテナ 5 箱〉の土塊から採取するととにした。小型のものは， 2.0mm と0.5mm

のふるいで水洗し，大型のものは 5.0mm のふるいで水洗選別した。 また，脊椎動物遺体

は， 5.0mm のふるいを通った土を，さらに 1.0mm のふるいで水洗し，過酸化水素水で植

物質を分解した試料を用いた。以上の試料の採取は，地形の傾斜を考慮して第 3図にN で

示した10 地点で行った。一方，木質物は，原位置を保っていると考えられる立木と倒木を

主として採取し， 50 分の 1 の実測図に記入した。花粉分析と，土壌の 14 C 年代測定の試料
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10 京都大学北部構肉 B G31/X: の発沼調査

は第 3 図lζP で示した 3 地点で採取した。

また，砂層と疎層については，堆積状態

の観察や，杭度分析，牒腫組成の調査を

必要な地点で行い，その位置と層位を図

面 lζ 記録した。

2 層位と堆積

調査区域の現地表はほぼ平坦で，標高

62.3m を計る。地表から約 4m 下までの

あいだに40 層の堆積を認めた〔図版 2 3, 

第 4 ・5 図〉。調査区域東南部では地山の

白砂層が高く，江戸時代以後の堆積しか

認められず，その他の地域では縄文時代 第3 図師区の~WrJと試料採取地点（ν400)

から現代lζ 至る堆誌がある。 連続した堆積を心す地域を中心に居位を観察すると，黄砂

（第 9 居〉上面を境l乙上・下 2 群lこ分けることができる。

上層群は水の影響を受けていない堆積で，第 1 層は表土，第 2 ～4 居は江戸時代の耕一土

と床土居，第 5 層は室町時代以後の耕土，第 6 ・7 居は平安時代の包合層である。第 8 層

は無遺物であった。

下層群は，堆積時期と堆積過程の達し、からきらに 7 群に分けることができ，トーの群から説

明する。第32 ～40 居は白川の砂層群でほぼ水平に堆積している。斜面の断層は地すべり性

のマス・ムーブメントであり，地下深部につながるものではない。第31 層は礁からなり，

高野川，賀茂川の基礎データ［横山74 〕との比較から高野川の瞭と確認できた。 BE29 区〔図

9 責砂
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11 白砂

12 泥炭質土l上
13 内証沙

14 泥炭質土l下

15 泥炭質士2上
16 tel jcJ; 

17 泥炭前土2下
18 白砂
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20 泥炭質土4
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阪 1- 54 ）で採取した疎居も同じ組成である。第31 ～40 層の年代を決める資料はない。第26

～30 居は微高地を構成する白砂と徴高地の表面が土壌化した黒色土が混ざりあった黒色泥

基買の砂層群で，第29 ・30 層が縄文「！J期末，第26 ～28 層が同後期初頭頃である。第21 ～25 層

はシルトと砂の層詳で，部分的 lこ薄い泥炭質土がある。第25 届から縄文中期後葉の里木 H

式が 1片山土している。第12 ～20 居は，第21 層が堆積したのち，滞水域が斜面の西側にで

きた時の堆積である。調査区域の北東付近がもっとも連続的で厚い泥炭質土がたまってい

る。調査区域の西側には小さな南北方向の水路が考えられるが（第13 ・16 ・18 層），こ ζ も泥

炭質土がたまる環境であった。第12 ～20 層からは縄文晩期の土器が出土した。第11 層白砂

は3 つに分けられ，下位より，無層理の部分，北東から南西への流れを示す斜居加が発達

する部分，グレイデイングのみられる部分である。 ζ の上位の第10 層階灰色土は非常に不

淘汰で，表面が土壌化すると共に，下位の白砂が洗い出されて混ざったものである。との

層から弥生前期末の壷を 1 点得た。第 9層は北部枯内のほぼ全域lこ分布している武砂層で，

弥生中期初頭頃の堆積である。 ζの層の堆積によって，高野川系の河川によって生じた比

日約 3.5m の崖はほぼ完全に埋積する。

1x =2237. oo 
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12 京都大学北部構内B G31 区の発犯調査

3 遺構

歴史時代と縄文時代とに大別できる。歴史時代については検出面ごとに記述し，縄文時

代については寸汚して記述する〔図版 2 ～4 ，第 6 ・7 図）。

第 1検出面の遺構 釘 1～3 居を発掘した後lと検出した遺椛で，柵 SA 1, t再SD1 ～

SD10 ，土.i:J1SK1 ～SKll ，石列SXl ，野査SE 1 である。 SD4 ～SDlO は低地にあり，そ

の他の退情は，~，＼］至宝区域京南山の白砂層（第32屑）が白くなる斜面上にある。斜面上の遺構

のうち， SAl, SD 1～SD 3 , SX 1 , SK 1～SKll は斜面の傾斜に沿った方向を持つ。

SKl ～SKll はムーの抜き跡と号える ζともでき，傾斜が変換する地点 lこ石垣が並んでいた

可能性もある。 一方， 低地にある SD4 ～SD10 は方位を頁北から約 50 東へ振る溝で，

SD6 とSD8 はSDlOtζ 直交する。 SD2 ～SDlO は同様なj構造で，断面はU 字形，幅 0.7m,

深さ 0.3m である。第 1検出面の遺構はすべて江戸時代である。

9t,; 2検出国の遺構 第 5 層を発掘した後lζ 検出した遺構で，吊SD11 ～SD41 ，土坑

SK12 ～SK14 である。 SDll ～SD13 は斜面の裾に沿って掘った溝で， SD14 ～SD41 は東西・

南北方向の抗である。 SD14 ～SD41 のうち， SD33 ・SD34 ・SD38 は方位を真北から酉へ 40

～100 振るが， それ以外の詩は真北から京へ 5 0～100 振る。請は幅 0.7m ，深さは 0.2m,

断面はU 字jむを呈する。これらの溝と第 1検山面のJ有SD2 ～SDlO は，＊同耕作lζ 伴う湿

気や地下水を抜くための溝であろう。 SK12 ～SK14 は調査区域東北隅の白砂（第32 層）上面

Y 二2576. 71 

Y=2586. 71 
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第 6 図第一 1検出面の遺構
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で検出した遺構である。ニヒ坑の深さは， SK12 が 0.8m, SK13 ・SK14 は約 1.8m である。埋

土は黒色土と白砂の互層で，互いの切り合いは認められない。 SD12 ～SD42 は室町前期以

後， SK12 ～SK14 は平安後期頃である。

縄文時代の遺構 足跡と小川！と立木および倒木等を検出した（図版3 ・4 ）。足跡とし

ては，策12 層上国と第15 居上面で検出した足跡列，第15 層上面と第20 層上面で検出した足

跡群がある。第12 層上面の足跡列は， 6m の聞に 1列lζ 並ぶ 12 ｛固の足跡、からなる〔図版 4-

1〕。足跡の大きさは表面では長さ 22cm ，幅 14cm ，深さは約 8cm で，底面では長さ 22

cm ，幅 10cm である。 5 本の指を確認でき，第 1 指は第 3rnより前lこ出ていて，人間の足

跡と推定できる。歩幅は 50 ～60cm である。一方，足跡群は無数の足跡からなっていて個

々の足跡を確認できないもので，人間以外の動物の足跡の可能性もある〔図版 3-1 ）。

小川は第15 層上面で検出したもので〔図版 3 1〕，立木と倒木は第 15 ～21 層で検出でき

た。第17 ～19 層出土の倒木は斜面の傾斜に直交して倒れているものが多く，第21 ～23 層は

傾斜lこ平行して倒れているものが多い（図版 3-2 〕。

4 遺物

出土した遺物は，縄文時代の土器・石器・土製品・石製品，弥生土器，土師器，須恵器，

黒色土器，緑柚陶器，灰柚陶器，中国製陶磁器，中・近世陶器，鉄製品，瓦などで，総量

はコンテナ lこ54 箱である。それ以外に，コンテナ約253 箱分 3. 8 tの土を水洗箭別して動植

第 7図第 2検出面の遺構



14 京t,J 日大学北部構内 B G31 区の発掘調査

物遺体を採取し，約70 本の材を試料化した。植物遺体については次節で述べることにする。

(1 〕 縄文時代と弥生時代の造物（図版 5 ・6 ，第 8 ・9図）

縄文前期の土器 前期の土器は数点であるが，すべて大歳山式である CI 6）。

縄文「［J期の土器 中期末の土器が主体で，ほかに少量の船元m式〔 I 7〕，船元N 式CI

8），里木 E 式(I 9 ）が出土している。 I 10 ～I 18 は中期末の土器である。 I 13 は口縁直下

lこ口縁部文様帯をもっ深鉢， I 10 ～ Il2 は口縁下に無文帯もしくは縄文帯がきて，その下

に眼鏡状の文様帯がくる深鉢， I 14 ・I 15 は把手状山形口縁をもっ胴のくびれた鉢である。

I 16 は器面が丁寧に際かれた浅鉢である。以上が中期末の基本的なセットと考えうる。そ

のほか他の遺跡から搬入されたと思われる土器がある。 I 17 は台付深鉢の台の部分で，中

部・東海地方西部に類例がある〔小玉ほか 70 p. 60 〕。 I18 は微隆起線で曲線的な文様を措

いた深鉢で，中部・東海地方西部の山ノ神式lこ類例がある〔紅村ほか71 p. 49 〕。 したがっ

て中期末のこの一群の土器は山ノ神式と併行し，加曽手rJEffi 式頃と想定できる。

縄文後期の土器 後期初頭の中津式が数点、出土しただけである。有文深鉢は口縁部

が肥厚しないという特徴がある C I19 ・I 20 ）。

縄文晩期の土器 層位によって 3 時期に分ける ζ とができる。第20 層からは滋賀里E

が，第15 ・16 層からは滋賀里町・ V が，第12 ・14 層からは滋賀旦V の新しい様相の土器が出

土している。 I 21 ～ I 23 は滋賀里国で， I 1, I 24 ～ I 28 が滋賀里N・V である。 I2 ～ I4

とI29 ～ I 31 は滋賀里V の新しい様相のもので，深鉢の凸需は A 形で， V 字形のお］みを施

すものと:lifJi さないものとがある。

弥生前期の土器 第10 層から出

土した査 1点である CI 5〕。

土製品 第10 層から 1点山土し

た。不整円形の粘土板の両脇を一部

凹ませたもので，厚さは1.2cm ，表

面には刺突を施し，裏面には指圧痕

が残る（図版 6 - I 64 ）。

石器 石鍛，磨製石斧，切目石

錘，石皿，磨り石，敵き石が出土し

た（図版 6 ）。石鍛はサヌカイト製の

無茎石鉄CI 67 ～ I 69 ）である。磨製

f3~I2 
六~）1u』三一死？」」0cm

第8 図縄文土器と弥生土器





16 京都大学北部構内B G31 区の発掘調査

石斧は，定角式(I 70 〕と乳棒状(I 71 〕のものがある。切白石錘は，河原石の長辺両端lこ磨

り切って請を作ったもので，重さ 25g ～65g のものが多い〔 I72 ・I73 〕。

石製品 石製霊飾具が 2 点出土している〔図版 6 ）。 I 65 は隅丸長方形で片面に涯があ

り，茶色の滑石製。 I 66 は惰円形を呈し， Td;店製である。 2点とも両面穿孔である。

(2 〕 平安時代以後の遺物（図版 7 ，第10 図）

平安時代以後の遺物は，層位や遺枯別にまとまる資料がないため，種類別に分けて記述

する。

土師器 I 32 ～ I 41 がI阻， I 42 が羽釜である。色調は I 32 ～ I 36 ・I 38 ・I 40 ～ I 42 が

淡褐色， I 37 ・I 39 が灰白色である。口縁部形態は I 32 がっくりの良い「て」字状， I 38 

と I 39 はっくりが粗雑で厚手の「てJ字状， I 33 ～I 36 は2 段撫で端郎外反である。 I 37 

と I 40 は口縁部に 1段の撫で，端部に面取りを施すが， I 40 は I 37 より扇平である。 I 41 

は型入れの製品で，表面lこ多量の雲母が付着する。 I 32 と I 42 は10 世紀， I 33 ～ I 36 ・I

38 ・I 39 は11 世紀頃で，平安時代の遺物である。 I 37 と I 40 は，口縁端部に面取りを施す

ものとしては末期的な特徴をもち， 14 世紀初め出であろう。 I 41 は江戸時代の製品である。

須恵器 I 43 は喜， I 44 ～I 46 は歪， I 47 は椀， I 48 は鉢である。 l治土は I 43 ・I 48 

が黒色粒を含み， I44 ～ I 47 は少量の長石と石英粒を合む。すべて平安時代の製品であり，

I 43 ～I 47 が 9 ～10 世紀， I 48 が11 世紀頃にあたる。

緑柚陶器 I 49 は付け高台の夜椀， I 50 が切り高台の椀である。 I 51 とI 52 は大型

で器壁が厚く壷の底部であろう。胎土は I 49 ・I 51 ・I 52 が須志賀， I 50 が土師質である。

I 52 のみは）］合土に砂粒が多い。色調は I 49 が明緑色， I 50 は淡緑色， I 51 は黄緑色， I 52 

1土濃緑色の部分と淡緑色の部分がある。 I 51 ・I 52 は内面に耐を施さない。 I 49 ～I 51 は

平安京周辺の製品である。

灰紬陶器 I 53 は段四， I 54 ～ I 56 は椀である。 I 53 と I 56 は胎土と色調が猿投山古

窯祉群の製品lこ酷似し，黒笹78 号窯式lこ類例がある。 I54 とI55 はそれより年代が降り，

尾北古窯土i上詳の製品の可能性がある。

白磁 I 57 は査または水注の口縁部である。胎土に少量の砂粒を含み，みかけの和1調

は淡青色を呈する。

唐津 I 58 は鉢。胎土は赤褐色で小量の砂粒を含む。色調は外面が茶褐色，内面lζ 灰

白色の文様を施し，みかけの柑調は淡赤褐色である。

軒瓦 I 60 は複弁八葉蓮華文軒丸瓦で外区 lζ 珠文を施す平安前期の瓦である（図版 7 〕。
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I 59 は平安中期の『小乃』銘単弁八葉蓮華文軒丸瓦で， I 61 は平安中期の単弁八葉蓮華文

軒丸瓦である〔平安博物館編77 〕。 I 62 は平安後期の唐草文軒平瓦で， BE33 区出土の瓦に

同箔がある〔京大埋文研77 図版41 〕。 I 63 は宝相華文軒平瓦で平安後Jij］の瓦である。

5 横物遺体

柏物遺体は，花粉，木質物，種実類［こわけで分析，調査を行った。木節は昭和54 年 8 月

31 日lこ提山された各担当者の報告をもとに筆者が要約し作成したものである。
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第1DI 雪 上師器，須志器，緑勅陶器，灰紬陶器，陶磁器
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(1) 花粉分析

花粉は 3 地点で採取したが〔第 3 図 P1 ～P3 ），分析は P2 ・p3 地点について行った。堆積

層中のi樹木〔風媒〉花粉数は，泥炭質土層では平均約 3 万個／cc であり， 青灰色粘質土層

（第21 層〕は 0.1 万個／cc と少ない。これは厳密に考案を行う時に問題になるであろう。ま

た第14 居，第17 層は約 5.5 万個／cc と多い。

第12 居から第24 居までで，最も多出している花粉はアカガシ亜属である。ついでヒノキ

科型，エノキ型，スギ＼ トチノキが多い。それに対して，二次林性樹程であるマツ属，コ

ナラ属，シデ属などは少なく，草本花粉も樹木花粉と比べて著しく少ない。したがって，

調査区域付近の微山地には，カシ類を主要樹種とし，スギ＼ヒノキ，モミ等の針葉樹，エ

ノキ，ムクノキ等の暖地位落葉樹を含む照葉樹林の極相休が成立していたであろう。ただ

し1 年生草本であるヒユ属，アカザ属が各居よりわずかに出現しているので，これらの生

育しうる裸地やゴミ捨場等のように，土壌がしばしば撹乱を受けやすい環境もあったであ

ろう。一方，トチノキの花粉は名居から高頻度出土しており，堆積の全期間にわたり分布

していたと推察される。オニグルミ属は第15 居からのみ多く出ているので， ζ の層が堆積

した短い期間にだけ分布していたと思われる。

京都市深泥池の花粉分析結果によると，後氷j自の京都盆地の植生は①ナラの時代，②エ

ノキの時代，③カシの時代，④マツの時代と移り変ってきている。第12 屑から第24 層まで

は，乙のカシの時代の堆積物である。ただし p3 地点の第24 層はエノキとナラ類が多く，

エノキの時代からカシの時代への移行期］のものの可能性もある。

気候は，イスノキ属やナギ属の花粉の存在からみて，現在より幾分暖かし年較差の少

ない海洋性気候であったと考えられる。

(2) 種実類

種実類については各層10 か所の地点で試料の採取を行った〔第 3 図 N1 ～ N10 〕。第17 層

で全地点の調査を行い平面分布を考察し，垂直分布の調査は N1 と N4 の2 か所で行った。

平田分布 トチ，イチイガシ等分散能力の低い碍子は集中して分布し，一方飛翼を持

ち分散能力の白いイタヤカエデは，ほぽ一様に分布している。また水湿地の植物の種実も

集中して分布している。これらの事実から次の事が推測できる。 ζ の堆積物は河川により

運搬tされてきたものではなく，林床がそのまま｝砂で被われたような堆積物である。第12 層，

第20 層上国などでの足跡や，名泥炭質土居 r]i の立木や倒木の存在もこの推測を支持してい

る。したがって，トチノキ，イチイガシ，キハダ等は租実類の集中している付近lζ 生育し
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ていたと考えてよく， トチノキ，カエデ

等の落葉広葉樹とイチイガシが，少なく

とも河畔において混交して生育していた

と思われる〔第11[:zJ 〕。

垂直分布 水平分布で述べた ζ とか
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ら判るように，種実は採集地点周囲のわ

ずかな範囲の植生を示す。林l末がそのま

ま保存会れたような堆積物では，とりわ

けこの傾向が顕苦である。したがって，

種実の垂直的な変化から，すぐに植生や

気候の変遷を論ずるのは困難である。し

かし，少くとも次のような傾向がある。 第11 図桓実類による植生復原（1/400)
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第15 層から第24 層までは，ほとんど支化はなく，トチノキ，イタヤカエデ，ムクノキ等の

落葉樹林とイチイガシが混交する温暖多湿な林であった。しかし，第16 層より上は，ヒノ

キ，モミが増加するようで， ζの事は気候の乾燥化を示している可能性がある。以土のほ

かに， N4 の第15 層より Oryza Sativa 〔イネ〉のモミガラが数片得られている。

(3) 木質物

出土した材については，埋没時の状況あるいは埋没前の森林の様子を復原するために，

実測図を作成し一部をサンプルとして採取した。埋没林の大まかな内容を把握するため，

予備的な観察を行い， 12 点について同定することができた。残りのサンプルは，京都大学

木材研究所でプレパラート lこして検鏡中である。

常緑ガシ， トチノキ，カヤを同定しえたのみであるが，この結果から第12 層～第20 層の

森林が基本的にカシ林であったこと， トチノキの存在から河辺林であったと知ることがで

きた。また注目会れるのは，縄文前期以後の遺跡から山土する木炭には，二次林的要素と

いえるクリ，コナラを含むことが多いが，と ζでは 1点も見られなかったことである。少

なくとも遺跡周辺の森林は人為的森林破壊の影響を強く受けていないものと予想される。

6 そのほかの調査

植物遺体の詞査のほか，脊椎動物遺体の検出，地質学的調査， I4C年代の測定を行った。

地質学的調査の成果は第一2 節層位と堆積でふれたので，その他の調査について述べる。

脊椎動物遺体の検出は， 1.0mm のふるいで水洗し残ったものを過酸化水素水で処理し，
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乾燥したものを原試料とした。約 3.8 t の土を処理したが， 1点の脊椎劫物の骨やl も発

見されなかった。この原因として化学的な問題があろう。地下水の移動の多い所では， リ

ン酸カルシウムが保存されにくい。ここではすでにこれが溶解してしまったのではないか

と考えられる。

14C 年代測定値は，以下の 8 点である。

第15 居出土の材が， 2005 土 16BP(Ksu 304 〕，第15 ・16 層の土が 2350 土25BP(Ksu 286 〕，

第19 居の土が 2630 土60BP(Ksu 287 ），第20 届出土の材が 2750 土 20BP(Ksu-282 〕と 2770

土40BP(Ksu 284 〕，第20 層の土が 2770 土40BP (Ksu-288 ），第21 層出土の材が 2490 土 20BP

〔Ksu 299 〕と 2770 土40BP 〔Ksu 283 ）である。

7 小結

今回の調査は縄文時代の低湿地遺跡の調査として，当時の環境を復原することを目的と

して行った。現在も整理中であり，その成果を正式な報告書として昭和55 年度に刊行する

予定である。したがって，本節では今後の見通しを述べるにとどめる。

出土遺物については，縄文中期末の土器が， BE32 区から出土した同時期の土器〔中村74a ・

75 〕よりやや古い様相を示し， 中期末の土器を細分できる可能性がある。 また縄文晩期の

凸帯文土器も層位によって細分でき，今後さらに編年的検討を行うつもりである。

植物遺体は，それぞれの分析対象によって，結果から推測できる植生の広がりが異なっ

ており，また同定できる属や科が違うため，多種類の試料を比較検討すべきである。そし

て，その上で復原された当時の環境と，縄文人の経済活動との関係を考察してゆく必要が

あると考えている。

本文を執筆するにあたり，第 2 節は石田志朗，竹村恵二，飯田義正，第 4 節の花粉は

l¥1 堀謙二，種実類は粉川昭平，南木睦彦，木質物は西田正規，第 5 節の脊椎動物は岡崎美彦，

石田克， 14c 年代測定は山田治諸氏の報告を使用した。 ただし，筆者が要約した部分もあ

る。また，亀井節夫京都大学構内遺跡調査会長に，種々の調査の依頼からその調整を含め，

調査を指導して頂いた。ここに感謝するしだいである。

〔注〕

(0 EI待、値が整数値でないのはず［座標に変換したためである（第 1主主 2参照）。

(2) 同様の海は藤原宮跡などでも多数出土している。




