
　粉川昭平博士は，古植物学，考古植物学，地質学，昆虫学の
分野において多くの業績を残された．この著作論文目録には，
���篇の論文，発掘報告書を掲載した．学会講演要旨および報告
会資料は含まれていない．

粉川昭平．����．奈良三笠火山．瀬戸内研究連絡紙　��．�：��
�．

糸魚川淳二・坂本　亨・粉川昭平．����．奈良坂礫層について．
堆積学研究　��．�：�，�．

粉川昭平．����．兵庫県城崎地方におけるヒメハルゼミの新産
地．新昆虫　�（��）：��．

志井田　功・梅田甲子郎・粉川昭平．����．吉野川流域大淀・龍
門地区．奈良県文化調査報文．奈良県教育委員会，奈良．

梅田甲子郎・粉川昭平．����．大淀附近の中央帯（「所謂和泉層
群」と「鹿塩帯」）．「奈良県総合文化財調査報告書，吉野川
流域」，�����．奈良県教育委員会，奈良．

志井田　功・粉川昭平．����．大和吉野川流域におけるメタセコ
イア植物化石群を含む“大淀累層”について．「奈良県総合
文化財調査報告書，吉野川流域」，�����．奈良県教育委員
会，奈良．

粉川昭平・志井田　功．����．吉野川流域の変成帯及びその南限
の問題．「奈良県総合文化財調査報告書，吉野川流域」，���
��．奈良県教育委員会，奈良．

梅田甲子郎・粉川昭平．����．奈良県吉野郡川上村上多古に於け
る斜長石の巨斑晶をもった輝緑岩について．「奈良県総合文
化財調査報告書，吉野川流域」，�����．奈良県教育委員会，
奈良．

梅田甲子郎・粉川昭平．����．吉野川流域の新期火成岩類若干．
「奈良県総合文化財調査報告書，吉野川流域」，�����．奈良
県教育委員会，奈良．

梅田甲子郎・粉川昭平．����．吉野川流域の地下資源について．
「奈良県総合文化財調査報告書，吉野川流域」，�����．奈良
県教育委員会，奈良．

志井田　功・梅田甲子郎・粉川昭平．����．吉野川流域大淀・川
上地区．奈良県文化調査報文．奈良県教育委員会，奈良．

粉川昭平．����．奈良三笠山付近の地質－特に火山活動の年代
について－．地質学雑誌　��：�������．

粉川昭平．����．奈良県三笠山およびその周辺の火山層序学的
様相－特に三笠安山岩の噴出年代について－．����．養徳
社，天理．

粉川昭平．����．奈良三笠山付近の植物および昆虫化石．地質
学雑誌　����������，���．�，�．

粉川昭平．����．新潟県新津油田付近「陣ヶ峰層」の植物およ
び昆虫遺体．地学研究　�：�������．

���������	�
���	�����������������������������	�
����
����

���������	
���	���
��
����������������������	
����

�����������	�
��������	���������������������	�
	��������

���������	�
�����������������	
����

粉川昭平．����．植物遺体をめぐる�つの問題．（�）．京都盆地
東縁の遺体フロラ，（�）����������と先史地理学との関連．
地向斜　��．��：�．

粉川昭平・吉田純一．����．奈良盆地底部の含ミツガシワ草炭と
弥生式文化層との関係．日本地質学会関西支部報　��．
��：����．

粉川昭平．����．兵庫県玄武洞附近の地質．地向斜　��．��：
�，�．

粉川昭平．����．兵庫県玄武洞附近の地質と岩石（豫報）．地学
研究　�：�����．
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粉川昭平．����．奈良県月ヶ瀬村より得た植物遺体について．
「名勝月瀬，奈良県月瀬村村誌」，�����．月ヶ瀬村，奈良
県．

粉川昭平．����．人文地理学に必要な地質の調査法．「人文地理
研究法」（藤岡謙二郎編），�����．朝倉書店，東京．

粉川昭平．����．畿内の低地帯生成の地質学的背景．「畿内歴史
地理研究」（藤岡謙二郎編），�����．日本科学社，東京．
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粉川昭平．����．紀ノ川流域の自然．「河谷の歴史地理，櫛田
川・紀ノ川流域」（藤岡謙二郎編），�������．蘭書房，京都．
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粉川昭平．����．西宮近傍の植物遺体とその変遷．「西宮市史，
第�巻」，�������．西宮市役所，西宮．

志井田　功・荒木慶雄・藤田和夫・市原実・笠間太郎・粉川昭
平・梅田甲子郎・山田　純・山本　威．����．室生火山区の
研究－特にその南部地域について－．地質学雑誌　������
��，���．�，�．
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粉川昭平．����．生駒山地はどうして出来たか．「生駒山地の人
文地理，（�）生駒の自然」（藤岡謙二郎編），�����．大阪教
育図書，大阪．
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粉川昭平．����．���������グラフ法によるミツガシワ種子化
石の計測値と年代との関係．第四紀研究，�：�������．
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三木　茂・引田　茂・粉川昭平．����．新しい地質時代における
植物のうつりかわり．����������	
��（�）��������．

粉川昭平．����．明石，八木海岸の地質見学－メタセコイア発
見��年を記念して－．����������	
��（�）��������．
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野村　穣・粉川昭平．����．カンボジア紀行（�），現地で採集し
た果実・種子類若干．����������	
����������．

粉川昭平・古田純一．����．奈良盆地の含ミツガシワ草炭層の絶
対年代－日本の第四紀層の�����年代　���．地球科学　��．
��：�����．

粉川昭平．����．浜松市附近の植物遺体．「浜松市地質調査報告
書」，�������．浜松市，浜松．

���������	�
��	����������������������������������������	
�

������������	
����������
���������������������

���������	�
���	���������������������������������	�
�
�

����������	
Ⅰ������������	
����������������������������
����������	�
�������������������������������	

粉川昭平．����．昔の植物．「大阪の自然」，�����．六月社，大
阪．

粉川昭平．����．房総半島の後期新生代植物群．Ⅲ，沖積層か
らえた資料．千葉大学銚子臨海研究所研究報告　��．�����
��．

粉川昭平．����．熊野権現礼拝石の岩質とその原産地について．
「四天王寺，埋蔵文化財発掘調査報告，第�卷」，�����．文
化財保護委員会，東京．

粉川昭平．����．宅地造成地の水害と地学教育．地学研
究　�����������．

粉川昭平．����．狭山町の地質と化石．「狭山町史，第三巻別
編」，����．狭山町役場，大阪府．

粉川昭平．����．藤原宮出土植物種子について．「藤原宮跡昭和
��年度調査概要」，�����．奈良県教育委員会，奈良．

粉川昭平・徳永重元．����．実．「化石の研究法」（化石研究会
編），�����．共立出版，東京．

粉川昭平．����．大台ヶ原の地形と地質．「大台ヶ原山．自然と
探勝ガイド，�」，大台ヶ原の自然を守る会，奈良．

粉川昭平．����．池上遺跡出土の植物種子類について．「昭和��
年度第�阪和国道内遺跡発掘調査報告書，�」，�����．第�
阪和国道内遺跡発掘調査会，大阪府．

粉川昭平．����．瓜生堂遺跡出土の植物種子類について．「瓜生
堂遺跡，Ⅱ」，�����，���．��，��．瓜生堂遺跡調査会，東
大阪．

粉川昭平．����．種子・果実などの遺物の調査．考古学と自然科
学　�：�����．

粉川昭平．����．�号住居址埋土出土の果実について．「鳥取県
倉吉市服部遺跡発掘調査報告，遺物編」，��．倉吉市教育委

員会，倉吉．
粉川昭平．����．植物遺体．「菊川町岸本遺跡」，山口県埋蔵文
化財調査報告書第�集，��．山口県教育委員会，山口．

粉川昭平．����．故三木　茂先生，弔辞．地学研究　��：����
���．

粉川昭平．����．新会長に粉川昭平氏，ごあいさつ．�������
��������（��）：���．

粉川昭平．����．炭化果実について．「鳥取県服部遺跡発掘調査
報告，遺物編」，��．倉吉市教育委員会，倉吉．

粉川昭平．����．日本の後期新生代の古果実学の材料．「日本化
石集，第��集」，�������．築地書館，東京．

粉川昭平．����．珍しい木の実の化石－カンラン属－．�������
���������������．

粉川昭平・田村道夫．����．植物の系統と進化（���生命の科
学シリーズ�），���　��．日本放送出版協会，東京．

粉川昭平．����．花泉下金森遺跡の種子類．「花泉下金森遺跡」，
�����．花泉町教育委員会，岩手県．

粉川昭平．����．板付遺跡出土の種子について．「板付－市営住
宅建設にともなう発掘調査報告書，����～����」，福岡市
埋蔵文化財調査報告書，第��集，������．福岡市教育委員
会，福岡．

粉川昭平．����．福岡市鶴町遺跡出土の種子について．「鶴町遺
跡」，�����，福岡市埋蔵文化財調査報告書，第��集（本文
冊）．福岡市教育委員会，福岡．

粉川昭平．����．植物群の変遷．「日本の第四紀研究－その発展
と現状－」（日本第四紀学会編），�������．東京大学出版会，
東京．

粉川昭平．����．福岡市四箇����区出土の種子について．「福岡
市西区四箇周辺遺跡調査報告書，（�）」，福岡市埋蔵文化財
調査報告書，第��集，�����，���．�����．福岡市教育委員
会，福岡．

粉川昭平．����．植物遺体の同定．「新潟県中魚沼郡津南町，沖
ノ原遺跡，発掘調査報告書」，津南町文化財調査報告書，
��．��，�����，��．��．津南町，新潟県津南町．

粉川昭平．����．埴輪片についての所見．「メスリ山古墳」（奈良
県立橿原考古学研究所編），奈良県史跡名勝天然記念物調査
報告，��冊，���．奈良県教育委員会，奈良．

粉川昭平．����．メタセコイアの雄花．葦牙　��．��：�．
粉川昭平．����．諸岡遺跡��号甕棺近傍出土の炭化種子につい
て．「板付周辺遺跡調査報告書，（�）」，福岡市埋蔵文化財調
査報告書，第��集，�������，��．�．福岡市教育委員会，
福岡市．

粉川昭平．����．植物遺体について．「今宿バイパス関係埋蔵文
化財調査報告－福岡市西区・糸島郡前原町所在遺跡の調査」，
第�集，�����．福岡県教育委員会，福岡．

粉川昭平．����．古代の木の実の話．「第��回大阪市立大学，
婦人の夏期大学講座テキスト」，�����．大阪市立大学，大
阪．

森　浩一・粉川昭平・金子浩昌・安田博幸・渡辺直経．����．座
談会，�世紀の日本列島．科学朝日　����（�）：�����．

粉川昭平．����．長越遺跡の種子の調査．「播磨・長越遺跡，別
冊」，�������，���．���，���．兵庫県教育委員会，神戸．

粉川昭平．����．植物遺体．「桂見遺跡発掘調査報告書」，���
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��，図版�����．鳥取市教育委員会，鳥取．
粉川昭平．����．人類遺跡に伴う植物遺体群の古生態学的性質．
糸魚川淳二・鎮西清高・粉川昭平，古生態学と古環境学－日
本の新生代層を例として－，「日本の新生代地質（池辺展生
教授記念論文集）」，�������．池辺展生教授退官記念事業
会，大阪．

江坂輝弥・粉川昭平・藤原宏志．����．座談会：イネの伝来．
「地下に歴史を掘る，日本の考古学百年」，�������．朝日新
聞社，東京．

粉川昭平．����．高山市ツルネ遺跡の種子類について．「ツルネ
遺跡発掘調査報告書」，�����．高山市教育委員会，高山．

粉川昭平．����．縄文時代の栽培植物．考古学と自然科
学　��．��：�������．

粉川昭平．����．平城宮跡第��次発掘調査種子分析．「平城宮
整備調査報告，Ⅰ」，�����，��．�．奈良国立文化財研究所，
奈良．

粉川昭平．����．出土種子類の観察．「朝酌川河川改修工事に伴
うタテチョウ遺跡発掘調査報告，Ⅰ」，�������，��．��．
島根県教育委員会，松江．

粉川昭平．����．前田耕地遺跡の炭化物．「前田耕地，Ⅱ」，
�������．秋川市教育委員会，秋川．

粉川昭平．����．春日市大字上白水辻田遺跡谷地区出土の種実
類．「山陽新幹線関係埋蔵文化財調査報告，第��集，春日
市大字上白水門田・辻田所在門田遺跡谷地区の調査」，����
���，��．��．福岡県教育委員会，福岡．

粉川昭平．����．春日市大字上白水辻田遺跡の種実類について．
「山陽新幹線関係埋蔵文化財調査報告，第��集，春日市大
字上白水所在辻田遺跡の調査」，�������，��．���．福岡県
教育委員会，福岡．

粉川昭平．����．種子類について．「池上・四ツ池遺跡，第�分
冊，自然遺物編」，�����，���．��，��．大阪文化財セン
ター，大阪．

粉川昭平．����．瓜生堂遺跡出土の植物種子．「瓜生堂，近畿自
動車道天理－吹田線工事に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報
告書」，�������，���．���．大阪府教育委員会・大阪文化財
センター，大阪．

粉川昭平．����．がんげつ遺跡出土の炭化物について．「がんげ
つ遺跡，第�次発掘調査報告書」，瀬峰町文化財調査報告書
第�集，�����，���．��，��．瀬峰町教育委員会，宮城県．

粉川昭平・渡辺　誠．����．遺跡に伴う種実類について．「自然
科学の手法による遺跡・古文化財等の研究，総括報告書」，
�������．文部省科研費，特定研究「古文化財」総括班，東
京．

粉川昭平．����．広田遺跡大溝出土の種実類について．「二丈・
浜玉道路関係埋蔵文化財調査報告」，�������，��．��．福
岡県教育委員会，福岡．

粉川昭平．����．諏訪遺跡出土の種子類．「諏訪遺跡発掘調査報
告書」，日立市文化財報告，第�集，���，��．��．日立市教
育委員会，日立．

粉川昭平．����．炭化種実類について．「碇ヶ関村古館遺跡発掘
報告書」，青森県埋蔵文化財調査報告書第��集，�������．
青森県教育委員会，青森．

粉川昭平．����．論文にみる日本の科学��年：����������	
���

�����������	��
����
������������������������	��
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���������	����
��������������������科学��（記念増刊
号）：��．

粉川昭平．����．福岡市瑞穂遺跡出土の種子類．「瑞穂－福岡市
比恵台地遺跡」，�������，���．�，�．日本住宅公団九州支
社，福岡．

粉川昭平．����．綾羅木郷遺跡出土の炭化種実類．「綾羅木郷遺
跡発掘調査報告，第�集」，�������，��．���．下関市教育
委員会，下関．

粉川昭平．����．宮城県清水遺跡出土の植物遺存体．「東北新幹
線関係遺跡調査報告書，Ⅴ」．宮城県文化財調査報告書，第
��集，�������，���．�，�．宮城県教育委員会・日本国有鉄
道仙台新幹線工事局，仙台．

粉川昭平．����．九州北部の縄文遺跡の植物遺体．月刊考古学
ジャーナル��．���：�，�．

粉川昭平．����．仙台市六反田遺跡出土の種実類．「仙台市大生
田六反田遺跡発掘調査報告書，名取川下流域の縄文時代中
期－平安時代の集落跡」．仙台市文化財調査報告書第��集，
���．仙台市教育委員会・日本電信電話公社東北電気通信局，
仙台．

粉川昭平．����．瓜生堂・巨摩廃寺遺跡出土の植物種子．「巨摩・
瓜生堂，近畿自動車道天理－吹田線工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査概要報告書」，�������，��．��．大阪府教育委員
会・大阪文化財センター，大阪．

粉川昭平．����．日高遺跡出土の栽培植物種子の同定．「日高遺
跡－関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告
書，第�集」，�������．群馬県教育委員会，前橋．

粉川昭平．����．田能遺跡出土の植物遺物．「尼崎市文化財調査
報告集，第��集．田能遺跡発掘調査報告書」，�������．尼
崎市教育委員会，尼崎．

粉川昭平．����．縄文時代の植物－主として果実・種子を中心に
－．「日本の美術：�，��．���，縄文時代Ⅲ（後期・晩期）」，
�����．至文堂，東京．

粉川昭平．����．考古地理学と生物，植物（�）．「講座考古地理
学，（�）総論と研究法」，�������．学生社，東京．

渡辺　誠・粉川昭平．����．菜畑遺跡の大型種子．「菜畑－佐賀
県唐津市における初期稲作遺跡の調査，分析・考察編」，
�������．唐津市教育委員会，唐津．

粉川昭平．����．縄文人の主な植物食糧．「縄文文化の研究，�．
生業」（加藤晋平・小林達雄・藤本　強編），�����．雄山閣
出版，東京．

粉川昭平．����．和爾・森本遺跡出土の子実類．「天理市和爾・
森本遺跡」（奈良県立橿原考古学研究所編），奈良県史跡名勝
天然記念物調査報告，第��冊，�������．奈良県教育委員
会，奈良．

粉川昭平．����．多聞寺前遺跡第Ⅳ層出土の虫こぶについて．
「多聞寺前遺跡，Ⅱ」，���．多聞寺前遺跡調査会，東久留
米．

粉川昭平．����．佐堂遺跡から出土した植物種子．「佐堂（その
�）」，近畿自動車道天理－吹田に伴う埋蔵文化財発掘調査概
要報告書，�����，��．�．大阪府教育委員会・大阪文化財セ



ンター，大阪．
粉川昭平・吉井亮一．����．江上遺跡群出土の種実遺体．「北陸
自動車道遺跡調査報告，上市町木製品，（本文）・総括編」，
�����，��������．上市町教育委員会，富山県．

泉　拓良・中堀謙二・粉川昭平・嶋倉巳三郎．����．試掘調査の
成果．「京都大学埋蔵文化財調査報告，Ⅲ，第Ⅰ部，調査報
告編」，�����．京都大学埋蔵文化財研究センター，京都．

南木睦彦・山尾正之・粉川昭平．����．北白川追分町遺跡出土の
種実類．「京都大学埋蔵文化財調査報告，Ⅲ，第Ⅰ部，自然
科学的調査編」，�������，���．�����．京都大学埋蔵文化財
研究センター，京都

粉川昭平．����．安永田遺跡その他出土の植物遺体．「安永田遺
跡－佐賀県鳥栖市に所在する安永田遺跡銅鐸鋳型出土地点
の調査－，分析・考察編」，�������．鳥栖市教育委員会，鳥
栖．

粉川昭平．����．美園遺跡出土の植物遺体．「美園．近畿自動車
道天理－吹田に伴う埋蔵文化財発掘調査概要報告書」，���．
大阪府教育委員会・大阪文化財センター，大阪．

粉川昭平．����．都立一橋高校出土の果実・種子類について．
「江戸，都立一橋高校地点発掘調査報告」，�������，���．
���，���．都立一橋高校内遺跡調査団，東京．

粉川昭平．����．坂尻遺跡出土の種子同定について．「坂尻遺
跡，自然科学編」，�����．建設省中部地方建設局・静岡県教
育委員会・袋井市教育委員会，袋井．

粉川昭平．����．土器形式と一自然科学者の感想．月刊考古学
ジャーナル　��．���，�．

百原　新・三田村宗樹・粉川昭平．����．奈良富雄川河床から産
出した鮮新世イヌカラマツ化石．奈良植物研究　��．�：���
��，��．�．

黒松康悦・粉川昭平．����．亀井遺跡出土の大型植物遺体．「亀
井（その�），近畿自動車道天理～吹田線建設に伴う埋蔵文
化財発掘調査概要報告書」，�������，���．����．大阪府教
育委員会・大阪文化財センター，大阪．

粉川昭平．����．矢部遺跡出土の植物遺体について．「矢部遺
跡」（奈良県立橿原考古学研究所編），奈良県史跡名勝天然記
念物調査報告，第��冊，�������，���．�，�．奈良県教育
委員会，奈良．

粉川昭平．����．田原本町の植物化石．「田原本町史，本文編，
地理編」，�������．田原本町，奈良県田原本町．

粉川昭平．����．長崎県北有馬町今福遺跡の種子類．「今福遺
跡，Ⅲ」，長崎県文化財調査報告書，第��集，�������．長
崎県教育委員会，長崎．

粉川昭平．����．鷹野遺跡より出土した炭化物の種子について．
「鷹野遺跡，Ⅲ」，長崎県文化財調査報告書，第��集，����
���．長崎県教育委員会，長崎．

金原正明・粉川昭平．����．上之宮遺跡第�次調査出土植物性遺
物の検討．「奈良県桜井市南部特定土地区画整理事業にかか

わる埋蔵文化財発掘調査報告書」，�������，���．���．櫻
井市教育委員会，桜井．

粉川昭平．����．下堀切遺跡の大型種子．「下堀切遺跡���熊本
県八代市豊原下町所在の遺跡調査」，八代市文化財調査報告
書，第�集，�����．八代市，八代．

粉川昭平．����．和爾・森本遺跡出土の大型植物遺体について．
「和爾・森本遺跡」（奈良県立橿原考古学研究所編），奈良県
史跡名勝天然記念物調査報告，第��冊，�������．奈良県
教育委員会，奈良．

粉川昭平．����．大分県大野町代ノ原の種子化石．「哺乳動物化
石の産状と旧石器文化」（稲田孝司編），岡山大学文学部研究
叢書�．付編，大分県大野町代ノ原ゾウ化石産地の地質と植
物化石，�������．岡山大学文学部，岡山．

粉川昭平．����．タテチョウ遺跡出土の植物種子．「タテチョウ
遺跡発掘調査報告書，Ⅲ」，�������．島根県教育委員会，
松江．

粉川昭平．����．三木茂先生の研究とメタセコイアの発見（要
旨）．植生史研究　��．�：�����．
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粉川昭平．����．古生物．「奈良県史，第�巻．動物，植物」，
�������．奈良県史編集委員会，奈良．

粉川昭平．����．栽培植物の遺物同定についての感想．月刊考
古学ジャーナル　��．���：�．

粉川昭平．����．種実．「同志社高等学校理科館改築に伴う埋蔵
文化財の調査」（同志社大学校地学術調査委員会編），�����．
同志社大学校地学術調査委員会，京都．

金原正明・粉川昭平．����．東安堵遺跡における植物遺体の検
討．奈良県文化財調査報告書　��：�����，���．�����．奈良
県立橿原考古学研究所，橿原．

粉川昭平・清水康二．����．吉備塚古墳表採の銅鏡について．青
陵　��．��号：���．

粉川昭平．����．ミンミンゼミ�都会に進出．����������	
���：
��．

粉川昭平．����．西片町遺跡出土種子の同定．「西片町遺跡」，
�����．熊本県教育委員会，熊本．

塚腰　実・粉川昭平．����．河内長野市小山田町の大阪層群から
産出した植物化石．大阪千代田短期大学紀要，��．��：���．

粉川昭平．����．唐招提寺のイヌカラマツ．奈良植物研究会会
報　��．��：�����．

（塚腰　実，〒���������大阪市東住吉区長居公園����　大阪
市立自然史博物館；南木睦彦，〒���������神戸市西区学園西
町���　流通科学大学；辻　誠一郎，〒���������千葉県佐倉
市城内町���　国立歴史民俗博物館）

� ��� 植生史研究� 第��巻　第�号


