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第 ３ 章　京都大学吉田南構内ＡＰ23区の発掘調査

伊藤淳史　　笹川尚紀　　外山秀一＊　　辻本裕也＊＊

　 １ 　調査の概要

　今回の調査地点は，京都大学吉田南構内の中央付近，鴨川の東方約600ｍに位置し，吉

田二本松町遺跡に含まれる（図版 １，図14－428）。ここに，京都大学国際人材総合教育棟

の新営工事が計画されたため，予定地全面を2014年 ６ 月30日から同年12月12日にかけて発

掘調査した。調査面積は1470㎡，出土遺物総量は，整理用コンテナ72箱。

　調査地の周辺一帯では，これまでの調査により，縄文時代以降各期にわたる痕跡が濃厚

に遺存していることが判明してきた。とくに，南側の220地点東半では，弥生時代前期の

水田遺構が非常に良好な状態で確認されており，今回の調査地にその北への続きがおよぶ

ことは確実であった。また，西側の111地点から南側の220・378地点にかけては，古墳時

代の方形墳 ９基が見つかり吉田二本松古墳群とされているほか，111地点南辺と220地点北

＊皇學館大學　＊＊（株）パリノ・サーヴェイ

図1４　調査地点の位置（左1/25000，右1/5000）
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辺には平安時代中期の梵鐘鋳造土坑群 ６基も確認されている。このように，今回の調査地

一帯は，吉田構内のなかでも重要度の高い遺構群が重層する空間と評価されよう。

　調査の結果，上記の評価を裏付けるように縄文時代～近世にわたる各種の遺構・遺物が

出土したが，近代以降の建物基礎や管路などの破壊が著しく，古墳時代以降の遺跡の遺存

は良好とは言えない状態であった。それでも，弥生前期以前の遺跡については， １ｍあま

りの砂層下に埋積していることから，後世の破壊をほとんど被らず，良好に遺存が確認さ

れた。先述したように，南側の220地点東半で把握されていた水田畦畔の延長が検出され

るとともに，その北縁部や接続する流路遺構，微高地や凹地などが把握され，水田周囲の

微細な地形環境を含めた多様な情報を得ることができた（１）。こうした成果の重要性に鑑

みて2014年10月22日に説明会を実施し，現地を一般に公開した。

　弥生前期水田以外の主要な調査成果についても略述しておく。水田の基盤となっている

黄褐色の粘質土層中からは，縄文時代後期・晩期の土器が若干量出土した。水田に至るま

での地形形成過程を検討するうえで有意な情報といえよう。また，水田を覆う １ｍあまり

の黄色砂は，弥生前期末～中期初頭のごく一時期に生じた土石流による洪水堆積として，

吉田キャンパスでひろく確認される鍵層である。今回の調査では，黄色砂より上位で，遺

存良好な弥生中期初頭の土器が少量出土した。遺構にともなうものではないが，洪水によ

る水田埋没後に，あまり時間を隔てることなく人間の活動が再開されていたことを示唆す

る資料と言えよう。古墳時代～古代では，方形墳や鋳造関連遺構のあらたな確認は無かっ

たけれども，終末期の ７世紀代の遺構と遺物が一帯ではじめて確認されたことは特筆され

る。中世では，南北にはしる後半期の大溝のほか，大小多数の溝群，井戸や不定形な土坑

群が密に確認されている。このうち溝には，東西方向からＬ字状に北折してはしるものが

あり，この地点が，ある段階には方形区画の西南隅コーナーに位置していたことを想定さ

せる。コーナー付近の円形土坑から鉄製掘削具が直立状態で出土したことも，土地境界の

祭祀と理解するならば，その想定と矛盾しないだろう。近世にはほぼ全域が耕地となるな

かで，調査区北辺を西北西－東南東方向にはしる路面や並行する溝群が確認された。東方

の吉田社・旧参道へと向かう道がこの時期の絵図に描かれており，それに相当しよう。

　今回の発掘調査と遺物整理作業は，伊藤淳史・笹川尚紀が担当し，長尾玲が補佐した。

また，磯谷敦子・河野葵・佐々木夏妃・西田陽子・坂川幸祐・畠中優志・霜鳥聖響・熊野

貴文の助力を得た。本章は，第 ４節を外山，第 ５節を辻本，第 ６節および第 ９節の古代関

連を笹川，それ以外を伊藤が執筆し，全体の調節編集は伊藤がおこなった。
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　 ２ 　層　　　位

　今回の調査区内での層位の基本的な序列は，西側や南側の111・220地点など周辺一帯の

既調査地点と共通している。ここでは，最初にその基本層序を呈示し，その後に調査区北

壁と南壁の層位を，基本層序との対応を示しつつ説明する。なお，下層の弥生前期水田に

かかわる層位については，次節においても詳述している（図18・19）。

　基本層序（図15）　　第 １層の表土は，近代以降の堆積。調査地点の位置する吉田南構

内は，明治30年（1897）の京都帝国大学の創立にともない，本部構内にあった旧制第三高

等学校が移設されてその敷地となった。それ以降現代に至るまでの堆積である。50㎝前後

の厚みがある黒色の腐植土中に，煉瓦や石炭ガラのほか，近現代のガラス瓶や陶磁器類が

多く含まれる。調査時は機械力で除去したが，大学史との関連がうかがわれる遺物につい

ては回収し，一部を第 ８節で呈示している。

　第 ２層の灰褐色土は，近世の遺物包含層。比較的硬く締まった砂質土壌で，遺物の包含

は少ない。調査地一帯は畦道と畠地のひろがる景観であったと想定されるので，この堆積

も耕作にともなうものと考えられるが，床土状の有機物集積層などは認められず，比較的

均質である。10㎝程度の厚みしかないが，大学の敷地となった際の整地で削平されている

可能性があろう。

図15　調査区の基本層序模式図　縮尺1/40
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図1６　調査区北壁の層位　縮尺1/80
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　第 ３層の茶褐色土は，中世を中心とする時期の遺物包含層。もろい粗砂質の土壌を基調

とし，おおむね平安時代後期～室町時代の幅のある時期の遺物や小礫を多く含む。

　第 ４層の黒褐色土は，古代の遺物包含層。硬く締まったやや粘質の土壌で，弥生中期～

奈良時代を中心とする時期の遺物を少量含む。今回の調査地では全域に認められず，遺構

の埋土や窪地状の狭い範囲にひろがる堆積として確認されている。

　第 ５層の黄色砂は，弥生前期末～中期初頭の間のごく一時期に生じた土石流にともなう

洪水堆積層。京都大学構内遺跡では広く堆積が認められ，鍵層となっている層準で，今回

の調査地では最大で1.5ｍ前後の厚さをはかる。今回の調査では機械力を用いて除去した。

上方への粗粒化が顕著で，上半が黄白色の粗砂，下半が中砂～細砂となる。

　第 ６層は，縄文後期～弥生前期の遺物を包含する土壌化層。上半は土壌化の進行が乏し

い薄い青灰色や黄灰色の土層で，下半は土壌化の進行した褐色土となり， ６ａと ６ｂと細

分する。水田域など今回調査地の東半では粘質やシルト質の堆積が卓越し，西半では砂質

となる。これは，基盤となる下面の第 ８層黄色粘質土の状況に対応した変異である。 ６ａ

層の上面が水田耕作の対象とされ，それが上記第 ５層の要因である洪水により，ほぼ一度

で埋没している。

　第 ７層は，黄色の粘土質層で， １ｍ以上の厚さで堆積している。微量であるが縄文後期

以前の土器が出土する。調査区西半に白色粗砂の埋積する流路があり，その周辺を中心に

砂質土が卓越している。なお今回の調査区では，南方の220地点に比して礫の含有が多く，

やや精良さが乏しい状態であった。

図1６　つづき
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　調査区北壁の層位（図16）　　調査区の北壁は，比較的攪乱が少なく，本来の堆積状況

をうかがうことができる。表土以下，第 ３層の茶褐色土まではおおむね20㎝前後の厚さで

水平に堆積しているが，東西方向に40ｍ弱の北壁において，第 ２層灰褐色土上面は東端で

53.7ｍ，西端で53.4ｍ，第 ５層黄色砂上面はそれぞれ53.4ｍと53.2ｍと，20～30㎝程度西へ

とわずかな傾斜が認められる。しかし，黄色砂下の第 ６層上面は52.2ｍ前後でほぼ一定し

ており，傾斜は認められない。次節で詳述するが，弥生前期段階まではおおむね北から南

への傾斜を基調とした浅い谷状の地形であったものが，東北方の比叡山麓からの土石流に

よる洪水砂が埋積することによって，東から西への傾斜が地勢に加わったものと推測され

よう。

　なお，第 ４層の褐色砂質土は，層準としては基本層序での黒褐色土に対応するものだが，

包含される遺物は平安時代後期～鎌倉時代を中心とする。また，調査区中央付近は溝群や

不定形土坑群の埋土であり，おおむね西から東へと掘削され埋め戻されたかのような茶褐

色や褐色の粗砂質の堆積が連続する。これらの埋土中に，黒褐色土のブロックや古墳～奈

良時代の遺物が含まれていることから，本来は黒褐色土の堆積があった可能性が高いとみ

られる。これら不定形土坑は，下層の粘質土直上までで掘削を止めているため，黄色砂の

中でも上半の粗砂質の部分を主に確保する目的の砂取穴かと推測しているが，Ｙ＝2165付

近にある落込 １のみは，基盤の黄褐色粘質土まで大きく掘りこんでいる。上半からは中世

の遺物が出土するが，下半からは平安期以前の遺物が出土する。ＳＸ13と同様な平安時代

の粘土採掘坑であって，上部は中世に再掘削されたものではないかと思われる。

　調査区南壁の層位（図17）　　調査区中央付近は，下層の粘質土上面に達する撹乱によ

りほとんど層位を把握することができない。残された部分の堆積から見ると，東辺付近は

不定形土坑の埋土が卓越しており，一方西辺部は，黄色砂より上部の堆積は，溝などの掘

り込み以外ほとんど認められない。

　黄色砂の下層は，白色粗砂の埋積する流路ＳＲ ６に起因する，尾根状の比高差50㎝ほど

の微高地となっており，黄色砂の上面も同様な高まりとなっていた可能性が高い。ゆえに，

古代以降の包含層は削平されてしまったのであろう。ＳＲ ６内の白色粗砂からは，縄文後

期後葉以前の土器片が微量出土している。
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図1７　調査区南壁の層位　縮尺1/80
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　 ３　縄文・弥生時代の遺跡

　⑴ 遺　　構（図版 ５～ ９，図18～24）

　第 ５層黄色砂直下の ６ａ層上面では，弥生前期の水田遺構と流路がみつかっているほか，

同時期の自然地形も良好に把握された。また， ６ａ層を除去した後の ６ｂ層上面では，Ｙ

字状に分岐してはしる溝，縄文後期深鉢形土器の単独出土などが検出されている。以下順

に説明していく。なお，前期水田を対象としたプラント・オパール分析は第 ４節，堆積物

の土壌形態分析を中心とした自然科学分析は第 ５節で，別途報告する。

　黄色砂以下の層位（図版 ７，図18・19）　　黄色砂より下層の調査については，Ｘ＝

1380ラインに沿って東西方向の，またＹ＝2160ラインに沿って南北方向の土層観察用の畦

を設定した。その層位を説明する。おおむね基本層序の ６ａ層に相当するのが ２層の青灰

色シルトと ３層の暗灰褐色粘質土， ６ｂ層に相当するのが ４層の黄灰褐色粘質土， ７層に

相当するのが ６層の明黄灰色シルト，という関係になる。このうち ２層の青灰色シルトは，

おもに水田域のみの表層に確認されている堆積である。層中には黄色シルトが小さな膜状

のブロックで多数介在している（図版 ７－ ３）。水田畦畔もこの層で形成されているが，

水田の東半域を中心に，夾雑物の多い黄白色砂礫混じり灰色シルト（ａ）がさらに上面に

堆積する。 ３層の暗灰褐色粘質土， ４層の黄灰褐色粘質土， ６層の明黄灰色シルトはおお

むね全域で確認される堆積で， ６層の上部が土壌化した層が ３・ ４層といえる。南東部へ

向かうほど砂礫の含有が顕著になり， ７層の黄褐色砂礫混じり土へ移行している。一方，

西方へ向かうと ５層の淡黄褐色砂質土 ６層の上部に介在する。これは，調査区西辺部に白

色粗砂を埋土とする流路ＳＲ ６があることの影響であろう。　

　弥生前期の水田遺構（図版 ５・ ６・20，図20）　　調査区の南東部，南北15ｍ×東西25

ｍ程度の範囲で検出されている。南側の隣接する220地点東部でひろく見つかっているも

のの北へのつづきで，両調査区をあわせた状況は図版20に示した。畦畔は幅20㎝高さ10㎝

程度の断面蒲鉾形で，南北方向を基軸として通し，東西方向の短畦畔であみだくじ状に区

画する。この短畦畔は，中央付近の １列のみ明瞭に水口としての切れ目を設けている。畦

畔に囲まれた田面は凹凸が著しい（図版 ６）。こうした特徴は南側の220地点で確認された

ものと完全に共通しており，水田として今回新たに把握されたのは，水田北縁部の造作に

関わる諸特徴ということになる。以下はそれらを中心に報告する。

　水田域Ａ・Ｂと空閑地　　220地点から連続している水田域を水田域Ａとする。Ｘ＝



縄文・弥生時代の遺跡

39

図1８　東西畔（Ｘ＝1380）南壁黄色砂以下の層位　縮尺1/40
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1375ライン付近にそれぞれの南北列をつなぐような東西方向に長い畦畔と，それに沿って

深さ10㎝強程度の浅い溝がめぐらして北端を画している。この長い東西畦畔には，各列ご

とに水口状の凹みが設けられ溝からの取水を図っているが，最も西側の区画は溝に直接つ

ながっている。この溝の北側にも，西半に東西と南北の畦畔が認められる空間があり，水

田域Ｂとする。畦畔は最大 ５㎝ほどと低く不鮮明であるが，測量データを元に ３次元表示

をすると，範囲を明瞭に知ることができる（図21）。田面の凹凸はなく，北西－南東方向

の細い流れが上面を切ってはしる。水田域Ｂの東方は田面との比高差が最大で10㎝程度の

空閑地となり，東西にはしる浅い溝で北側が画されている。水田域Ａ・Ｂをあわせた範囲

の西縁は，水田外と田面との比高が20㎝あまりの小さな段差となるが，南北に蛇行する浅

い溝と畦畔がめぐらされており，外側から直接田面に落水することを防いでいる。この西

縁をめぐる溝は，攪乱で分断されているが，本来は水田域Ｂと空閑地の北側を画している

上記の溝と一体のものであり，北側より流下するＳＲ ３とつながることで，水田域への給

水の機能も果たしていたと思われる。

　以上の ３つの空間について，周囲をめぐる溝の状況から，空閑地も含めた全体が生産空

図1９　南北畔（Ｙ＝2160）南半東壁黄色砂以下の層位　縮尺1/40
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図20　灰色粘質土上面の遺構と地形　縮尺1/300
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図22　ＳＲ ３・ＳＤ52断面（図23－ＡＡ ・̓ＢＢ ）̓　縮尺1/40

図21　測量データによる灰色粘質土上面地形の ３次元表示　水平方向の縮尺約1/600
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間としては意識されていたと思われるが，水田域Ｂについては，鮮明さに欠ける検出状況

からみて，黄色砂の埋没時点では機能していなかった可能性が考えられよう。また，空閑

地の役割についてはさまざまに考えられるが，基盤となる黄褐色土が東方へ向かうほど砂

礫質の土壌になることから，耕作に不適な空間とみなされていたとも推測しうる。

　流路と水田周辺の地形　　黄色砂で埋積している流路状の凹部をＳＲ ２～ ５とした。

　ＳＲ ２は，調査区東北隅をかすめるように北西－南東方向に流下していたとみられる流

路。幅 １ｍ深さ80㎝程度の断面Ｕ字形で，下層に薄くシルトが堆積する（図16）。

　ＳＲ ３は，調査区中央付近を北西－南東方向に弧を描きながらはしる。黄色砂除去時点

での規模は幅1.2ｍ深さ50㎝程度であるが，下層に20㎝程度の厚さで青灰色シルトが堆積

し，さらにその下部に漏斗状に幅40㎝深さ20㎝程度の砂質土を埋土とする溝が検出され，

上部の流路と区別してＳＤ52とする（図22）。下部の溝ＳＤ52については，さらに南方ま

で長く検出されるもので，後述する。上部の流路ＳＲ ３については，Ｘ＝1380・Ｙ＝2170

付近で水田域の北縁をめぐる溝と合流し一体化しており，水田域への給水に供されていた

ものであると言える。ただし，下層のシルトの堆積からみると，常時の流水というよりは

一時的な滞水という状況が推察される。また，ＳＲ ３の両肩は，シルト質の土壌による比

高差10㎝程度の土堤状の高まりとなっている。断面の状態を見る限り，人為的な盛土とい

うよりはＳＲ ３が溢水することにより形成されたものである可能性が高いと考えている。

　ＳＲ ４は，調査区中央付近から北東－南西方向へとたどれる流路。黄色砂の埋積時点で

の幅は60㎝程度深さは10㎝程度と浅いものであるが，断面Ｕ字形をはかる内部に最大で20

～30㎝程度砂質土が埋積している状態を確認できる（図16）。Ｘ＝1390付近では，ＳＲ ５

が南東方向に分岐しており，幅・深さとも10～20㎝程度の浅い流れが直接水田域Ａ北縁ま

で至っている。

　以上の流路が位置する水田周囲の地形は，標高52ｍの等高線を追うことで良く把握され

るように，微高地が水田域を取り巻くような状況であったことがわかる。水田への給水の

ために，西方を流下する基幹的な流路（1981年・93－94年調査区のＳＲ ４）から調査区北

方で分水させたものがＳＲ ２やＳＲ ３であろう。とくにＳＲ ３は，人為的に掘削された溝

の上部にあたることから，自然流路ではなく「水路」と呼ぶべきかもしれない。一方，微

高地からの雨水流入などを調整していたものが，ＳＲ ４・ＳＲ ５であったといえる。この

うちＳＲ ４は，微高地を横断するように地形を無視した位置をはしっており，人為的に掘

削された可能性が高い。しかしＳＲ ５はごく浅く，黄色砂が埋積するのみであるので，ご
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図23　黄色粘質土上面の遺構と地形　縮尺1/300
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図2４　黄色粘質土上面の遺構と地形（1993－94年度調査区と合成）　縮尺1/600
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く短時間の自然的な流れの痕跡である可能性もあろう。

　黄色粘質土上面の地形（図23・24）　　黄色砂直下の灰色粘質土（図15－ ６ ａ層）を掘

り下げ，水田畦畔などを除去すると，おおむね ６ｂ層の褐色粘質土上面となる。この層は

縄文晩期後葉の土器をおもに含む土壌化層で，水田上面では確認できなかった南北溝ＳＤ

52ａ・52ｂはこの段階で初めて検出でき，流路ＳＲ ３下部の溝と一連であることが判明し

た。また，この褐色粘質土を掘り下げると，一帯の基盤層である黄色粘質土の上面となる。

層の上面やたち割りからは縄文後期北白川上層式 ３期ごろまでの遺物が出土しており，そ

の段階に埋積が完了して安定した低地の形成に至ったものと思われる。とくに1993－94年

度調査区ではすり鉢状に50㎝以上の深さをもつ凹地が形成され，そこに厚く灰色～黒色の

粘質土が堆積する状況が確認されている（図24）。弥生前期の水田は，こうした低湿な環

境を選択して形成されたことがわかる。

　ＳＤ52　　水田面の直下，褐色粘質土の上面で検出される。さきに述べたように流路Ｓ

Ｒ ３の下層で検出される溝ＳＤ52が南へと延び，二股に分岐しながら1993－94年度調査区

で把握されていた水田下層を南流している溝（ＳＤ30・31）へとつながる。分岐点での断

面観察によれば，ＳＤ52ａ→ＳＤ52ｂという切り合い関係が把握されるので（図22下段），

微高地のある西側から，標高の低い凹地付近の東側へと掘削し直された可能性もある。い

ずれにせよ，畦畔の造成直前の段階に広い範囲にまたがる溝を掘削しているということが

判明した点で，興味深い成果と言えよう。

　ＳＲ ６　　調査区西南隅で，黄色粘質土を切って白色の粗砂が埋積する流路を検出した。

縄文後期以前に形成され晩期までに埋積したものとみられる。1993－94年度調査区ではＳ

Ｒ10としたもので，埋積した部分が高まりとなり（中央微高地），縄文晩期末の突帯文土

器がまとまって出土している〔伊藤2003〕。水田域となる低地の形成に影響した流路と言

えるだろう。

　ＳＸ15・1６（図版 ９－ １）　　調査区中央付近で， １ｍ四方程度の範囲に黄色粘質土上

面で炭化物が密集している場所 ２カ所。とくに大きな炭化物は位置を記録して取り上げ，

樹種同定と年代測定をおこなった。結果は後述するが，人為的なものではなく自然炭化物

の集中と判断している。

　ＳＸ1７（図版 ９－ ２）　　調査区西北隅の黄色粘質土中から，深鉢（Ⅱ １）が一括出土

した。掘り込みは検出できていない。



縄文・弥生時代の遺跡

47

　⑵ 遺　　物（図版13～16，図25～30，表 １・ ２）

　弥生前期までの遺物は，黄色砂より下層から出土し，それぞれ位置を確認記録して736

点をとりあげた。ここではそれらのうち，有文の土器片や部位のわかる口縁部や底部の破

片を抽出して呈示する。また，黄色砂より上部から出土している弥生前期・中期の土器も

あわせて報告する。なお石器は後にまとめて報告する。

　黄色砂より下層出土の土器（Ⅱ １～Ⅱ73）　　いずれも破片の出土で，全域で散漫に出

土するにとどまり，水田と有意に関連づけられる状況は観察されない。最も点数が多いの

は流路ＳＲ ６に埋積している白色粗砂中からの出土で（Ⅱ ４・Ⅱ ８・Ⅱ10～Ⅱ13・Ⅱ15・

Ⅱ17・Ⅱ19～Ⅱ24・Ⅱ29～Ⅱ31・Ⅱ35・Ⅱ40・Ⅱ44～Ⅱ46），次いで灰色粘質土（Ⅱ ２・

Ⅱ ６・Ⅱ ７・Ⅱ16～Ⅱ18・Ⅱ25・Ⅱ32・Ⅱ33・Ⅱ36・Ⅱ38・Ⅱ41・Ⅱ50～Ⅱ73），黄色粘

質土（Ⅱ １・Ⅱ ３・Ⅱ ９・Ⅱ28・Ⅱ37・Ⅱ42・Ⅱ43・Ⅱ47～Ⅱ49），褐色粘質土（Ⅱ ５・

Ⅱ14・Ⅱ26・Ⅱ27・Ⅱ34・Ⅱ39）である。

　以上のうち，弥生前期の遠賀川式土器（Ⅱ52～Ⅱ73）はすべて黄色砂直下にあたる灰色

粘質土からの出土であり，それより下からは出土していない。これらは，沈線が多条化し

た新段階に位置づけられるものが主体である。縄文晩期末に位置づけられる刻目突帯文土

器の口縁部や胴部についても，Ⅱ ５が褐色粘質土からである以外，Ⅱ17・Ⅱ18・Ⅱ50・Ⅱ

51が灰色粘質土からの出土である。またⅡ ６の底部も晩期の可能性が高く，灰色粘質土か

らの出土である。黄色粘質土出土やＳＲ ６出土のすべてと，褐色粘質土出土土器のほとん

どは，縄文後期に位置づけられる。Ⅱ １が最も大きな破片で，無文の深鉢の下半部に有文

の口縁部破片が落ち込んだ状態で出土し（ＳＸ17），同一個体とみなした（図版 ９－ ２）。

直線的に真上に短くたちあがる口縁端部は帯状に肥厚しており，横走沈線と縄文を施す。

無文の胴部外面は板状の工具で縦位に粗く撫でつけたような調整がみられる。特徴からみ

ていわゆる縁帯文土器の典型的な段階，北白川上層式 １期ごろに比定できようか。これ以

外の有文土器についても，口縁部の肥厚や磨消縄文といった特徴を示す資料が目立ち，成

立期の縁帯文土器から北白川上層式 ３期まで，おおむね縄文後期前葉～中葉の幅のなかに

は収まるものであろう。

　黄色砂以上層出土の土器（Ⅱ74～Ⅱ97）　　Ⅱ74は，壺胴部の大破片で，多条の篦描沈

線文と刻目突帯がめぐる。調査区東南部で黄色砂直上からの出土が攪乱の断面で確認でき

たが（図46★印），遺構と認定できるような掘り込みはともなっていなかった。Ⅱ75は，

Ⅱ74周辺の茶褐色土中から複数の破片が出土している壺で，頸部以下の二分の一個体分程
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図25　縄文後・晩期の土器⑴（黄色砂より下層の出土）　Ⅱ ７～Ⅱ19：縮尺1/3
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図2６　縄文後・晩期の土器⑵（黄色砂より下層の出土）　縮尺1/3
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図2７　弥生前期の土器（灰色粘質土出土）　縮尺1/3
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図2８　弥生前期・中期の土器⑴（黄色砂以上層や古代以降の遺構からの出土）
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図2９　弥生前期・中期の土器⑵（黄色砂以上層や古代以降の遺構からの出土）　縮尺1/3

表 1　石器類の属性一覧

番号 調査区 位置・層位 種類 長
（mm）

幅
（mm）

厚
（mm）

重
（g） 石材 備考

Ⅱ98 2014年調査区 北辺褐色粘質土 凹基無茎 19 15 3.2	 1.0 サヌカイト（二上山）

Ⅱ99 2014年調査区 ＳＤ52内シルト 凹基無茎 19 15 2.0	 0.5 サヌカイト（二上山）

Ⅱ100 2014年調査区 北辺褐色粘質土 平基無茎 （20） 15 3.6	 （1.0）サヌカイト（二上山）先端欠

ａ 93－94年調査区 北半水田域黒灰色土 凹基無茎 19 18 2.8	 0.7 サヌカイト（二上山）

ｂ 93－94年調査区 北半水田域黒灰色土 凹基無茎 29 16 3.2	 1.0 サヌカイト（二上山）

ｃ 93－94年調査区 中央微高地黒灰色土 凹基無茎 32 16 3.5	 1.4 サヌカイト（二上山）

ｄ 93－94年調査区 中央微高地黒灰色土 平基無茎 18 12 2.5	 0.5 サヌカイト（二上山）

ｅ 93－94年調査区 中央微高地黒灰色土 平基無茎 （20） 16 3.2	 （1.1）サヌカイト（二上山）先端欠

ｆ 93－94年調査区 中央微高地黒灰色土 凹基無茎 27 15 3.0	 0.9 サヌカイト（金山）

ｇ 93－94年調査区 中央微高地黒灰色土 剝片 25 38 8.0	 4.7 サヌカイト（二上山）
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度から図上復元した。胴部は無文で，頸部に複数条の篦描沈線文がめぐっていたとみられ

る。Ⅱ76も壺の頸部～胴部の破片で，櫛描の稚拙な波状文と複帯構成の直線文がめぐる。

Ⅱ77は直口の壺の口縁部，Ⅱ78は頸部の破片で，単帯の櫛描直線文がめぐる。以上の壺は，

Ⅱ74・Ⅱ75には多条の篦描沈線という弥生前期末の装飾の特徴をとどめているものの，い

ずれも弥生中期初頭ごろに位置づけて良かろう。Ⅱ79・Ⅱ80の底部も，厚手の器壁から同

時期の壺になるだろう。Ⅱ81以下の破片については，櫛描文を施すⅡ87～Ⅱ94がおおむね

中期前葉に位置づけられる。径の小さな底部Ⅱ96・Ⅱ97も中期の土器だろう。それ以外は

弥生前期の土器で，本来は黄色砂の下層のものが上層に混入して出土したものといえる。

　石器（Ⅱ98～Ⅱ100・ａ～ｇ）　　黄色砂より下層で今回の調査区から出土した石器のう

ち，製品となるものはⅡ98～Ⅱ100の ３ 点のみであった。（図30・表 １）には，それに加え

て南側の1993－94年度調査区出土品についても呈示した。水田域の ２点のほかは，縄文晩

期末の突帯文土器がまとまっていた中央微高地からの出土である。これらの図化と観察は

高木康博（京都大学大学院文学研究科）がおこない，材質はその所見にもとづく。ｇは横

長の三角形を呈する剝片で，両極打法に依ったものとみられ，片面はネガティブな広い剝

離面となっている。石鏃素材のための剝片の可能性もあると考えるが，縁部 ２カ所に微細

な剝離痕があり，これ自体が使用された可能性もあるといえる。

図30　石器（黄色砂より下層出土，ａ～ｇは1993－94年度調査区出土品）　縮尺1/2
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　⑶ 出土炭化物等の放射性炭素年代測定（図版 ９，表 ２）

　おもに褐色粘質土上面において，炭化物が集中している地点が複数あり，そのうち密集

度が濃密で規模が大きいものをＳＸ15・16とした（図版 ９－ １）。平面や断面での炭化物

の検出状況からみて，これらは炉などの遺構ではなく，木材が自然炭化した可能性が高い

と判断しているが，内部の炭化物塊をとりあげて樹種の同定と放射性炭素年代測定をおこ

なった。また，調査区南半の水田域相当範囲の褐色粘質土上面で，黒色味の強い土壌を埋

土とする径・深さとも15㎝程度の円形の小穴が多数検出された（図版 ９－ ４）。いずれも

半割して断面形状を観察したが，下部に行くほど断面の輪郭は不鮮明で，又状になるもの

なども存在したことから，杭などの痕跡である可能性は無いと判断しているが，これらの

うち ３例（ＳＰ454・458・459）の埋土についても放射性炭素年代測定を試みた。分析は（株）

加速器分析研究所に依頼した。

　（表 ２）には，提出された測定結果を抜粋して示した。なお年代値はδ13Ｃ補正後で暦

年較正を経ていないものと，参考値としてIntCal13を用いた暦年較正値を併記している。

　出土炭化物については，ＳＸ15が広葉樹，ＳＸ16がクリと判明した。ともに広葉樹材と

いうことで，相互に年代差があるが，水田の開墾に先だつ時代の植生を考えていくうえで

参考となる情報となろう。小穴状のものの土壌については，炭素含有量がきわめて低く，

木片がそのまま炭化したものである可能性は薄いことがあらためて確かめられた。ただし，

土としては高めの値であり，何らかの植物や炭化物に由来する腐植ではあったと思われる。

年輪の多数ある材に由来するものであれば，使用する年輪の違いでもう少しばらつきが見

られて然るべきところ， ３試料とも揃った年代値が得られている点，そうした木を利用し

た杭や柱などではないことの傍証となろう。現状では，根株など自然物であった可能性が

高いとみておきたい。またこれらの年代値については，ＳＸ15の炭化材がやや古いものの，

おおむね較正年代でＢＣ ８世紀前葉ごろと，縄文晩期後葉に相当している。褐色粘質土か

らの出土土器の内容とは矛盾しないといえる。

表 2　放射性炭素年代測定結果

測定番号 試料 δ13C補正値（yrBP） 較正年代（1σ暦年代範囲） 炭素含有量
IAAA-142264 ＳＰ454埋土 2571±27  799calBC	-	771calBC（68.2%） 1.4％
IAAA-142265 ＳＰ458埋土 2602±25  806calBC	-	788calBC（68.2%） 1.7％
IAAA-142266 ＳＰ459埋土 2573±26  799calBC	-	774calBC（68.2%） 0.9％

IAAA-142267 ＳＸ15炭化物（広葉樹） 2823±26 1007calBC	-	968calBC（38.4%）
 963calBC	-	932calBC（29.8%） 71％

IAAA-142268 ＳＸ16炭化物（クリ） 2560±26  799calBC	-	763calBC（68.2%） 60％
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　 ４ 　弥生前期水田のプラント・オパール分析

　⑴ はじめに

　筆者は，弥生時代前期の水田址が発掘された吉田南構内の220地点（ＡＯ22区）と北部

構内の276地点（ＢＣ28区），297地点（ＢＤ28区）において，水田層とその下位層を対象

にプラント・オパール分析を実施し，水田址と地形環境とのかかわりを明らかにした〔外

山2002・2006，伊藤ほか2005，冨井ほか2007〕。ＡＯ22区の北に隣接する今回の調査区にお

いても，同様に水田層と下位の層準において，プラント・オパール分析用の試料を採取し，

その検出状況から水田遺構と微地形，土地利用とのかかわりを検討した。周辺調査区も含

めた検出遺構の詳細は（図版20）を参照されたい。

　⑵ 地層の堆積状況と試料の採取（図31・32）

　調査区の標高は51.3～51.7ｍで北西部に微高地があり，北東から南西方向の流路を境に

南東部にかけて低くなり，そこに水田遺構が検出されている。調査区では １層～ ７層の基

本層序が確立され，水田域では縄文時代晩期～弥生時代前期の遺物包含層の ６ａ層が安定

した堆積状況を示し，ＡＯ22区と同様に水田面は上位の厚い洪水堆積物（ ５層・黄色砂）

で埋積されている（図31）。

　調査区では，水田層とされ

る ６ａ層と ６ｂ層，下位の ７

層を対象として， １～10の地

点で各 ３試料の計30を採取し

た（図32）。これにより，同

一層準におけるプラント・オ

パールの出現傾向を空間的に

把握することができる。各層

は主に暗灰色の細礫混じりシ

ルト層や砂質シルト層，シル

ト質細砂層の細粒物質からな

る。

　⑶ 分析の方法

　定量分析法による試料の処 図31　調査区の基本層序と試料採取位置（■）　縮尺1/40
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図32　プラント・オパール試料採取地点　縮尺1/300
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理は，絶対乾燥－重量測定・仮比重測定－ガラス・ビーズの混入－ホモジナイザーによる

分散－ストークス法による細粒物質の除去－乾燥の順序でおこない，オイキット液により

プレパラートを作成した。プラント・オパールの分類学的検討は，400倍の偏光顕微鏡下で，

主にイネ科の機動細胞プラント・オパールの形態分類に基づいておこなった。そして，検

出されたガラス・ビーズ（300個）とプラント・オパールとの比率から，試料 １ｇあたり

の各プラント・オパールの個数ならびに総数を求めた。さらに，イネ，ヨシ属，ウシクサ

族ならびにタケ亜科の機動細胞プラント・オパールについては，地上部全ての重さ（乾物

重）を層厚 １㎝・面積10アールあたりの検出量で示した。

　なお，火山の噴火によって降灰した火山ガラスを，そこで生成されたプラント・オパー

ルと直接比較することはできないが，地層中の火山ガラスの含有状況ならびに出現傾向を

検討するために，ここではプラント・オパールと同一基準で示した。

　⑷ 結　　果（図33～35）

　全般的には，ネザサ節型をはじめとするタケ亜科が優先し，低湿な環境を好むヨシ属は，

６ａ層よりも下位の ６ｂ層と ７層で目立つ（図33～35）。イネの機動細胞プラント・オパ

ールは，調査区南の水田域Ａとされる地域のうち，地点 ７・ ８・ ９の ６ａ層から検出され

たが，検出数と量はともに少ない。南のＡＯ22区と較べると，全般的に検出総数や検出量

が少なく，イネの検出地点も限られる。なお，ＡＯ22区では ６層下部（第 ２層）の ９地点

において僅かながらイネの検出をみたが，今回調査区の同層準（ ６ｂ層）では確認されず，

むしろタケ亜科のプラント・オパールが多い。

　⑸ 考　　察

　調査区はＡＯ22区の北に隣接し，水田域の北端にあたる。水田址とともに東西方向の溝，

そしてそれに繋がる流路が確認されている。流路から取り込んだ水を東西方向の溝をつか

って水田面にオーバーフローさせ，南部のより低い水田域に引水させるとともに，中央部

の相対的に低い一連の畦畔には水口を設けており，傾斜を利用した水の管理システムが整

っていたとみられる。

　なお，弥生時代前期末～中期初頭における地形環境の変化は西日本の各地においても確

認され〔高橋2003〕，またプラント・オパール分析からも同時期の不安定な土地条件が指

摘されている〔外山2006〕。また，一般的には地層堆積後に安定した土地条件となり，そ

こで土地が利用された場合には，化石の検出数や量は増加する。 ６層層準におけるプラン

ト・オパール分析の結果を比較すると， ６ａ層では ６ｂ層に較べて検出総数が少ない（図
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33・34）。こうした原因として，まず上位の ５層が洪水堆積物であることから， ６ａ層上

部の一部が削平されている可能性が考えられる。また，調査区がＡＯ22区の水田域の北縁

部にあって標高も高く，水路から水をオーバーフローさせて水田面に灌水していたとみら

れることから，プラント・オパールがより低い南の水田域に移動した可能性もある。同様

の傾向は，ＡＯ22区の北半水田の ６・ ７・ ８・11地点においてもみられる〔外山2002〕。

さらには，水田での稲の栽培のみならず，別の土地利用のあり方も考えられる。

　⑹ おわりに

　調査区では，10地点において ６ａ層と ６ｂ層， ７層を対象として試料を採取し，プラン

ト・オパールの検出状況から，遺構と微地形，土地利用とのかかわりを考察した。水田域

では，標高の高い北部の流路から水を取り込み，オーバーフローさせてより低い南の水田

域に供給している状況がみられる。このように，吉田南構内では扇状地扇端部の湧水を利

用した土地開発の様子が伺える。稲作の初期段階においては，こうした微地形や地表面の

傾斜，水利を生かした土地利用のあり方が考えられ，地理的位置関係や水利上の利便性を

踏まえた適地適作の稲作であったとみられる。

図3６　プラント・オパール写真
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　 ５　自然科学分析－堆積物微細形態学的調査・粒度分析・微粒炭分析－

　はじめに　　今回の発掘調査では，弥生時代前期の砂質土石流堆積物直下において，

1994年調査範囲（220地点）北東部で確認されていた弥生時代前期の水田の北部が確認さ

れている。また，この水田の北側には沖積リッジ（微高地）が確認されている。

　今回の分析調査では，弥生時代前期の砂質土石流堆積物直下の調査区の土地条件に関す

る情報を得ることを目的として，堆積物微細形態学的調査および粒度分析・微粒炭分析を

実施する。以下に調査結果について報告する。

　⑴ 調査地点の層序

　調査区西壁・南壁の ６箇所の調査地点の層序を模式柱状図として図37， ６ 層～ ７層の堆

積物断面写真を図38・39に示す。調査区の堆積物は，発掘調査時に上位より， １層～ ８層

に区分されている。調査時所見によると， １層が表土（近代以降）， ２層が灰褐色土（近

世遺物包含層）， ３層が茶褐色土（中世遺物包含層）， ４層が黒褐色土（弥生中期～古代遺

物包含層）， ５層が黄色砂（弥生前期末土石流堆積層）， ６ａ層が灰色粘質土（縄文晩期～

弥生前期遺物包含層/水田耕作対象層），６ｂ層が褐色粘質土（縄文後期～晩期遺物包含層），

７層が褐色粘質土（縄文後期以前）とされる。

　弥生時代前期末の土石流堆積物である ５層直下の地形面は，北西側の １・ ２・ ３地点で

高く，流路の南東側の ４～ ６地点で低い。 ５層直下の ６層の層相は，北西側の微高地頂部

の １地点で暗褐～黄褐色砂質泥～泥質砂，微高地斜面の ２地点で著しく擾乱された黒褐色

を呈する腐植埴質砂質泥～泥質砂からなる。また，ＳＲ ６流路充填堆積物からなる微高地

の ３地点は黒色腐植質泥混じり砂からなる。これに対して，南東側の ４～ ６地点が位置す

る微高地周囲の低地では灰～暗灰色を呈する砂質泥からなる。特に水田遺構が確認されて

いる ５地点・ ６地点では泥がちである。いずれの地点も生物擾乱が顕著で，初生の堆積構

造は認められず，塊状（壁状）をなす。土壌腐植の集積は， ２～ ３地点で顕著であるが，

微高地頂部の １地点および低地に位置する ４～ ６地点で顕著でない。なお，ＳＲ ６流路充

填堆積物は，上方細粒化するトラフ型斜交葉理をなす砂礫からなり，充填後に微高地を形

成している。この流路充填堆積物上部は ２地点の ６ｂ・ ６ｃ・ ７ａ 層̓と同時異相の関係

にある。

　⑵ 試　　料

　各種分析は，微高地頂部の １地点，微高地斜面に位置する ２地点，水田遺構が確認され
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図3８　調査地点の試料写真（その １）
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図3９　調査地点の試料写真（その ２）
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ている ５地点について実施する。分析項目・採取層準を図37に示す。

　⑶ 分析方法

　ａ：粒度分析

　粒度分析（礫，砂1/4φ，泥）は〔公文・立石編1998〕，〔上杉1971・1972〕を参考に礫

画分・砂粒子画分は篩別法，シルト以下粒子画分はピペット法で行った。また，粒径区分

は〔Wentworth	1922〕に従った。以下に分析操作工程を示す。

　試料を風乾して ２㎜φ篩でふるい分ける。 ２㎜φ（-1.00φ）篩上粒子は水洗・乾燥さ

せた後重量を測定する。一方， ２㎜φ篩下粒子は20.00ｇをビーカーに秤量し，蒸留水と

30％過酸化水素水を加え，熱板上で有機物分解を行う。分解終了後，蒸留水と分散剤（ ４

％カルゴン）を加え，撹伴しながら30分間音波処理を行う。沈底瓶にこの懸濁液を移し，

往復振とう機で １時間振とうする。振とう終了後，水で全量を1000mlにする。この沈底

瓶を １分間手で激しく振り，直ちに静置する。ピペット法に準じて所定時間に所定深度か

ら粗粒シルト（0.063㎜φ（ ４φ）＞を10ml採取し，105℃で24時間乾燥させた後，重量を

測定し加積通過率（質量％）を求める。ピペット法終了後，懸濁液を0.063㎜篩で水洗い

する。0.063㎜篩残留物を105℃で24時間熱乾後，1.70㎜φ（-0.75φ），1.40㎜φ（-0.5φ），

1.18㎜φ（-0.25φ），1.00㎜φ（ ０φ），0.85㎜φ（0.25φ），0.71㎜φ（0.5φ），0.60㎜φ（0.75

φ），0.5㎜φ（ １φ），0.425㎜φ（1.25φ），0.355㎜φ（1.5φ），0.30㎜φ（1.75φ），0.25㎜

φ（ ２φ），0.212㎜φ（2.25φ），0.180㎜φ（2.5φ），0.150㎜φ（2.75φ），0.125㎜φ（ ３φ），

0.106㎜φ（3.25φ），0.088㎜φ（3.5φ），0.075㎜φ（3.75φ）篩でふるい分け，各篩毎に

篩上残留物の重量を測定し，加積通過率（重量％）を求める。重量計測は下 ２桁まで読み

とる。ピペット法およびふるい分けで求められる加積通過率（質量％）から粒径加積曲線

を描き，〔Wentworth	1922〕の粒径区分毎の質量を算出する。なお，ふるい分けに用いた

篩は内径200㎜，深さ60㎜である。

　ｂ：微粒炭分析

　微粒炭分析の方法は，〔山野井1996〕，〔井上2007〕を参考にする。なお，花粉化石との

相関を検討するためには，分析条件を同じにする必要があるため，花粉分析処理残渣の一

部を用いる。また，大微粒炭と小微粒炭の境界は，研究者，研究例により違いがあるが，

今回は花粉分析結果との親和性を高めるため，250μmとする。微粒炭の抽出は，試料10

㏄について，フッ化水素酸による泥化，水酸化カリウムによる腐植酸の除去，0.25㎜の篩

による篩別，重液（臭化亜鉛，比重2.2）による有機物の分離，フッ化水素酸による鉱物
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質の除去，アセトリシス（無水酢酸 ９：濃硫酸 １の混合液）処理による植物遺体中のセル

ロースの分解を行う。小微粒炭は，処理後の残渣を定容してから一部をとり，グリセリン

で封入してプレパラートを作製し，400倍の光学顕微鏡下で20μm以上の微粒炭について

計数する。同定基準は〔山野井1996〕，〔井上ほか2003〕等を参考にする。特徴的な微粒炭（た

とえば木材組織をもつもの，植物珪酸体を含む組織片など）がみられる場合には特記事項

として記載する。また，検鏡時に出現する花粉・胞子化石も同定・計数し，微粒炭等との

相関をみるため， １㏄あたりの花粉化石量を求める。大微粒炭は分析時の0.25㎜の篩によ

る篩別を行った際に篩の上に残った試料を乾燥させ，分析量試料とした。これを双眼実体

顕微鏡下で微粒炭の数を数える。その際，特徴的な形状をもつ微粒炭（たとえば導管，放

射組織，壁孔，表皮細胞など）や植物遺体（種実など）があれば記載する。

　結果は，分析土壌量（㏄），分析残渣量（ml），プレパラート作成量（μl）を測定し，

試料 １㏄あたりの微粒炭数および花粉・胞子数を求め結果表として表示する。この際，有

効数字を考慮し，適宜丸める。

　ｃ：土壌薄片作製鑑定

　試料の堆積物断面について，肉眼による観察記載を行った後，縦10㎝，横 ７㎝，厚さ １

㎝の板状に調整する。調整試料を80℃で １日間乾燥した後，樹脂（ペトロポキシおよびシ

アノボンド）で固化する。固化した試料は，一次研磨，80℃乾燥，樹脂による再固化，二

次研磨を経て片面の研磨を終了，室温で約 １時間の減圧乾燥をした後，スライドガラスに

スーパーセメダインで接着する。二次切断をしてもう片方の面を研磨，乾燥した後，カナ

ダバルサムによりカバーグラスを接着する。最後に仕上げ整形を行い完成させる。

　土壌薄片は，実体顕微鏡・偏光顕微鏡・生物顕微鏡で堆積・土壌構造などの観察と記載

を行う。なお，土壌薄片による層相や構造記載は，〔久馬・八木訳監修1989〕を参照した。

　⑷ 結　　果

　 ４－ １：粒度分析

　粒度分析結果を表 ３に示す。表には，〔Folk＆Ward	1957〕による粒度係数の評価も併

せて示す。また，粒径累積加積曲線を図40に示す。

　 ２地点： ６ａ層（試料 １）は中央値が細粒砂，平均値が微粒砂，淘汰度が非常に悪い，

尖度が著しい正の歪，歪度が中間的である。 ６ｂ層（試料 ２）は中央値が細粒砂，平均値

が微粒砂，淘汰度が非常に悪い，尖度が著しい正の歪，歪度が中間的である。 ６ｃ層（試

料 ３）は中央値が細粒砂，平均値が微粒砂，淘汰度が非常に悪い，尖度が著しい正の歪，
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図４0　粒度組成ヒストグラムと累積加積曲線
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歪度が中間的である。 ７ａ 層̓（試料 ４）は中央値が細粒砂，平均値が微粒砂，淘汰度が

非常に悪い，尖度が著しい正の歪，歪度が中間的である。 ７ａ層（試料 ５）は中央値が微

粒砂，平均値が微粒砂，淘汰度が非常に悪い，尖度が正の歪み，歪度が中間的である。

　 ５地点： ６ａ層（試料 １）は中央値がシルト，平均値がシルト，淘汰度が非常に悪い，

尖度が正の歪み，歪度が中間的である。 ６ｂ層（試料 ２）は中央値がシルト，平均値がシ

ルト，淘汰度が非常に悪い，尖度が正の歪み，歪度が突出である。 ６ｃ層（試料 ３）は中

図４1　微粒炭含量密度の層位変化

表 ４　微粒炭分析結果
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央値がシルト，平均値がシルト，淘汰度が非常に悪い，尖度が正の歪み，歪度が中間的で

ある。 ７ａ層（試料 ４）は中央値がシルト，平均値がシルト，淘汰度が非常に悪い，尖度

が正の歪み，歪度が中間的である。

　 ４－ ２：微粒炭分析

　結果を表 ４，図41に示す。大微粒炭（250μm以上）は，多い試料（ ２地点 ６ｃ層：試

料 ３）でも １㏄あたり10個程度で，そのほかの層準では １㏄あたり １～ ２個程度，あるい

は確認されない。小微粒炭（10～250μm）は ２地点で7000～19000個/㏄， ５地点で2000

～10個未満/㏄である。花粉化石・シダ類胞子はいずれの地点も非常に少なく，多くても

１㏄あたり ２～ ３個以下である。保存状態は一部で時代相応であるものの，ほとんどが極

めて不良である。マツ属やスギ属，アカガシ亜属などが検出されるが，シダ類胞子の保存

状態からみて，後代からの混入の可能性もある。以下に各地点の微粒炭の層位的変化につ

いて記載する。

　 ２地点：大微粒炭は， ６ｃ層（試料 ３）で12個/㏄を示すが，そのほかの層準では ２個/

㏄と少ない。小微粒炭は， ７層（試料 ５・ ４）で7000個/㏄前後， ６層（試料 ３～ １）で

18000～11000個/㏄と ６層で含量密度が高い。また， ６層における層位変化をみると，中

下部の ６ｃ・ ６ｂ層では18000個/㏄前後，上部の ６ａ層で11000個/㏄と減少する。

　 ５地点：大微粒炭（250μm以上）は， ６ａ・ ６ｂ層で僅かに産出するが， ６ｃ層・ ７

ａ層では産出しない。微粒炭は ７ａ層で約150個/㏄，６ｃ層で ９個/㏄と少ないが，６ｂ層・

６ａ層で増加し，1400～1700個/㏄を示す。上位ほど多い傾向がある。

　なお，今回の小微粒炭は，顕微鏡下で光を通さず，細長くてシャープな割れ口をもつ典

型的な微粒炭が含まれる一方，若干透過するものや，湾曲しているものなど微粒炭か否か

判断に苦しむようなものも多い。また， ２地点の ６ｃ層（試料 ３）では，大微粒炭，小微

粒炭の一部に放射組織が認められ，樹木由来の微粒炭を含む。他の試料は，特徴的な形状

をもった微粒炭は認められない。今回は，小微粒炭と比較して，花粉化石や大微粒炭の個

数が極端に少ないため，これらに相関があるかどうかは不明である。

　 ４－ ３：土壌薄片観察結果

　土壌薄片写真を図42・43，拡大写真を図44・45に示す。各地点の微細構造の記載は，推

定される堆積・土壌環境と合わせて考察に記述する。
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図４2　 １地点・ ２地点の土壌薄片写真
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図４3　 ５地点の土壌薄片写真
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図４４　土壌薄片拡大写真（その １）
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図４5　土壌薄片拡大写真（その ２）
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　⑸ 調査地点の古環境

　 １地点， ２地点の ６ｂ～ｄ層では，被覆する砂層である ５層から連続する棲管が非常に

発達する。この棲管のため， ５層では初生の堆積構造が擾乱されており，葉理がほぼ観察

されない。相対的に太い棲管は，幅10－20㎜を測る。棲管内は，パッキング孔隙を主体と

した孔隙が多く堆積物の充填が粗である。孔隙部分には，粘土被覆がわずかに認められる。

棲管内では，土壌動物の這跡に生じる場合のある弓状の分布パターンがほぼ認められない。

その内部には， ５層の砂礫が上位から押し込まれたようにして充填される部分がしばしば

観察される。このような特徴から， １地点， ２地点での棲管については，根跡である可能

性が高いと考えられる。幅が比較的太いことから，草本ではなく木本に由来することが想

定される。 １地点， ２地点で発達する棲管からは，少なくとも ５層堆積後のある段階に，

地表上で樹木が多く着生するような植生発達が生じていたことが推定される。このことは，

５層形成時・後のある時期に土地利用が活発でない期間が一定期間存在したことを示唆す

る。

　棲管の基盤となる ６層の本質部分では，砂礫間に泥が密に充填される。砂礫粒子は，互

いに接して密集状態となっている部分が多く，単粒で散在的に分布するものが少ない。全

体的な微細構造としては，壁状構造をなす。層内には，極少量の発達不良なチャンネル孔

隙を伴う。基質部分の泥には，腐植が多く含まれる。粘土の充填物や被覆は観察されない。

棲管の基盤となる部分の特徴からは，この部分において土壌発達が生じていたことが確認

される。

　 ５地点は，１， ２地点に比べ泥質である。本地点も １， ２地点と同様に ５層から連続す

る棲管が発達する。ただし，その幅は，相対的に小さく，さらに下方への発達も不良であ

る。棲管内では， １， ２地点に比べ粘土の充填物や被覆が多く見られる。

　砂層の ５層の下位に累重する ６層と ７層では，全体的な微細構造としては壁状構造をな

し，極少量の発達不良なチャンネル孔隙を伴う。 ６層については，上位から ６ａ層， ６ｂ

層， ６ｃ層に細分される。水田を埋没させた ５ｃ層直下の ６ａ層では，その上部に下部よ

りもやや砂質な印象を受ける層準が存在する。ただし，薄片の肉眼観察レベルでは， ６ａ

層上部と ６ａ層下部で明確な差違が認められない。一方，顕微鏡観察によると， ６ａ層上

部と ６ａ層下部では，層内に含まれる砂粒子が分散状況はやや異なることが認識される。

６ａ層上部では砂粒子が単粒で分散的に存在する。これに対し， ６ａ層下部では， ６ａ層

上部に比べ砂粒子同士互いに密に接する領域が多い状況が観察される。また， ６ａ層上部
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と下部では，層内に含まれる微細な粘土の充填物の分布密度も異なることが指摘される。

その分布は， ６ａ層下部でよく目立つ。これに対し， ６ａ層上部では，その分布がかなり

少ないことが認識される。 ６ａ層下部直下の ６ｃ層， ７ａ層では，微細な粘土の充填物の

分布が ６ｃ層下部よりも減少傾向となるが， ６ａ層上部に比べ多く含まれる。

　粘土の充填物ないし被覆については， ５層から連続する棲管内にもよく認められる。こ

れらは，パッキング孔隙を充填するようにして存在するものが多い。 ６ａ層下部で目立つ

ものは，連続性が極めて不良でかつ微細な管状もしくは塊状をなしており棲管内のものと

は様相が異なる。よって， ６ａ層内にみられる粘土の充填物は，上位からの生物擾乱に伴

うものでなく，含まれる層準の土壌化に伴い生成したものとみなされる。

　なお，上記したように，６ａ層の上部と下部では，見かけ上で明瞭な差違が確認されず，

連続した土壌発達層準のように認識される。しかし，顕微鏡観察では，砂粒子の堆積状況

や粘土の充填物に差違が存在している可能性が指摘される。このような差違を生じさせた

要因については，６ａ層上部の表層部分で水田畦畔が検出されていることからふまえると，

耕作に伴う表層堆積物の擾乱が関係していることが強く疑われる。

　 ６ａ層上部と下部の微細構造の差違は，不明瞭ながら砂粒子と粘土の充填物以外の特徴

も認識される。 ６ａ層上部に比べ ６ａ層下部の基質部分では，分解した有機物の腐植に由

来する褐色をなす有機色素の着色が濃いことが認識される。また， ６ａ層下部の基質部分

には，上部よりも微粒炭を含む細粒の有機物に由来する黒化した点状物を多く含むことが

観察される。さらに，極めて不明瞭ながら， ６ａ層上部では，微細にみると水平方向に伸

びる葉理状の痕跡を挟在して平坦に堆積物が積層するような印象を受ける。表層部に畦畔

が検出されていることをふまえると，このような堆積物の積層は，水を媒質とした堆積物

の再移動が推定される。また， ６層上部で有機物に伴う微細物質が減少するような層相変

化についても，堆積物を飽和させるような水の供給とその撹拌によって，有機物質の溶解

や分解が進行したことが想定される。また， ６層下部に比べ ６層上部で砂粒子が分離傾向

となることも，このような地表環境変化に起因することが推測される。

　以上のことから， ６ａ層上部では，地表湛水させるような水供給とそこで飽和した堆積

物の撹拌が生じていたことがうかがえる。今回の土壌薄片の観察からは，検出された水田

畦畔に伴う作土に相当する層準については， ６ａ層全体に及ぶものではなく，その上部層

厚 ２㎝程度の部分に限定される可能性が指摘される。この ６ａ層上部では， ６ａ層下部と

粒度組成が大きく異ならない。このことからは，作土に相当する ６ａ層上部が ６ａ層下部
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を母材として形成されたことが推定される。また，層位的な土壌薄片観察から， ５ｃ層に

よって埋没するまでの期間に分析地点近傍では，粗粒な砂などの流入がなく，さらにシル

トなどの浮遊堆積物の流入とその沈積も顕著でなかったと解釈される。このような特徴か

らは，分析地点近傍の水田面がかなり安定した地表環境下にあることや，湛水深が大きな

ものではなかったことが想定される。土壌薄片による極めて限定された観察ではあるが，

６層下部上面付近では，上位からの顕著な圧密や切断などの痕跡が認められない。これは，

水田開墾地やその維持・管理期間中に地表掘削や現在の農作業で見られるような田起しの

ような作業が行われていなかったこととも関係するように思われる。また，作土に相当す

る層準の層厚の薄さからは，湛水中での堆積物の撹拌の程度も小さかったことがうかがわ

れる。これらの点については，今後より多方面からの詳細な検討を進めていく必要がある

と思われる。

　ところで， ５層で埋没する古土壌部分の土壌微細構造については， １地点， ２地点， ５

地点ともに亜角塊状構造などの土壌構造の発達が不良であることが指摘される。この要因

の １つとしては，古土壌発達時に地下水位が高く，地表環境が比較的湿性であったことが

想定される。そのような地表水文環境下において，水田畦畔の分布域の ５地点では，遺構

が分布しない １地点， ２地点に比べ粘土の充填物もしくは被覆の発達程度が明らかに良い

ことが指摘される。これは，地表付近の水の降下浸透が １地点， ２地点よりも ５地点で不

良であったことと関係するとみられる。このような特徴および ５地点が地形的に低い位置

に存在していることをふまえると， ５地点付近は，周囲よりも地表排水が不良であったと

解釈される。なお， １地点， ２地点の ６層については，人為的に擾乱された痕跡が認識さ

れない。このことから， ６層段階に微高地に相当する １地点， ２地点では，耕作地などと

して積極的な土地利用が及んでなかったと考えられる。

　上記のことから，表層部分で土壌発達が進行する ６層段階に調査区では，地下水位が比

較的高い状態にあったことが推測される。このような要因の １つとしては， ６層直下に埋

没する流路のＳＲ ６が局地的な水みちになっており，その周囲で地下水位が高い状態とな

っていたことが想定される。 ６層段階の地下水の状況は， ７層より下位の埋没地形に規定

されている可能性が高いと思われる。 ６層での古水文環境については，基盤層の層序や埋

没微地形の検討を併せて行っていく必要がある。
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　 ６ 　古代の遺跡

　⑴ 遺　　構（図版 ４－ ２・ ５－ １・10－ ３ ，図46）

　検出された古代の遺構のうち，主だったものについて解説をおこなう。

　飛鳥時代の遺構　　ＳＸ ９は黒色土を埋土とする遺構。南側は現代の攪乱によって壊さ

れてしまっているものと思われる。その南辺西側を10㎝強掘ると，西から東へ，須恵器杯

身・須恵器杯蓋・土師器杯がならんでいるのを確認しえた。ただし，それぞれが原位置を

保っているのかどうか定かではない。なお，当該遺構の検出面からは，深いところで約40

㎝をかぞえる。

　須恵器杯身は ３片に割れていたものの，完形に接合することができた。そのすぐ横に存

する須恵器杯蓋は，完形の状態でみつかり，先の杯身と一組のものとなる。また，東に位

置する土師器杯にかんしては， ２片が出土し，それらをつぎあわせると，全体で半分ほど

の大きさとなった。

　上記の ３点の遺物は，この遺構からみつかったすべてのものとなり，いずれも ７世紀な

かごろの年代があたえられる。よって，ＳＸ ９は飛鳥時代の遺構であると判断される。

　奈良時代・平安時代の遺構　　ＳＤ18は黒色土を埋土とする南北溝。検出面からは，浅

いところで約30㎝，深いところで約55㎝をはかる。埋土からとりあげられた遺物より， ８

世紀代に機能していたことが考えられる。

　ＳＲ １は北東から南西方向の自然流路。黒色土を埋土とする。その上部から ８世紀代の

遺物がみつかっているので，この時期には完全に埋没してしまったことが推測される。　

　ＳＸ13は不定形の土坑。埋土は黒色土や第 ５層の黄色砂などが混じりあっており，基盤

層である第 ７ｂ層の黄褐色粘質土を垂直に掘り込んでいる。その底部は平らでなく，検出

面からは，浅いところで約1.3ｍ，深いところで約1.8ｍをはかる。

　遺物は ８世紀代のものと思われる須恵器がとりあげられており，それゆえに，当該遺構

はこの時期に属するものとも理解される。しかしながら，その年代・性格などについて考

えていくうえで，本調査区の南から南西にかけてひろがる220地点から検出された， １基

の不定形土坑にかんして看過することができない。

　220地点の中央北縁，本調査区のすぐ南西の付近から，東西にならんだ ４基の梵鐘鋳造

土坑がみつかっている。そのうちもっとも東に位置するＳＸ １は，梵鐘の鋳造がおこなわ

れなくなったのち，その上部において木炭や鋳型などを焼成する窯がもうけられるにいた

古代の遺跡
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った可能性が指摘されている。さらに，そうした窯の壁には，黄褐色粘質土が用いられて

おり，この土がＳＸ １の北東に存する １基の不定形土坑から採取されたのではないかと推

測されている〔五十川1994，伊藤1999ａ〕。

　もとより，本調査区のＳＸ13は，220地点のＳＸ １などと近接しており，こうした事柄

と上述した見解とを考えあわせると，それは窯を造成するために第 ７ｂ層・黄褐色粘質土

を採掘した跡であった公算が大きくなろう。くわえて，梵鐘鋳造土坑は ９世紀末から10世

紀はじめごろのものとされており〔五十川2016〕，そのような点をふまえると，ＳＸ13も

また同時期の遺構であったことが推察される。

　ＳＤ21は茶褐色土を埋土とする浅い東西溝。その出土遺物より，平安時代後期の年代が

あたえられる。

　ＳＤ29・ＳＤ30は茶褐色土を埋土とする南北溝で，ともに南端は東の方に少し曲がって

いる。ＳＤ29が掘られたのち，あらたにＳＤ30が造りなおされている。前者は検出面から

の深さが約20㎝。後者にかんしては，北側で約20㎝をかぞえるものの，だんだんと浅くな

って，その南端のあたりでは ５㎝ほどとなる。埋土からひろいあげられた遺物によると，

いずれも平安時代末期のものであったとみなされる。

　ＳＰ308・ＳＰ309は茶褐色土を埋土とする土坑。検出面からは，前者が約20㎝，後者が

約30㎝の深さとなる。埋土からの出土遺物により，ともに平安時代末期に掘削されたこと

がうかがわれる。

　⑵ 遺　　物（図版17，図47～51）

　ＳＸ ９出土遺物（Ⅱ101～Ⅱ103）　　Ⅱ101は土師器杯Ａ。内面に ２段放射状の暗文を

つけ，底部外面から体部外面下半にかけて篦削り，体部外面上半から口縁部外面にかけて

篦磨きをほどこす。飛鳥第Ⅲ期のものに相当する〔西1978〕。

　Ⅱ102・Ⅱ103は完形の須恵器杯蓋と杯身で，一組のものとなる。前者は断面三角のかえ

りをもち，端部をまるくおさめる。つまみは低く，円柱形をなす。Ⅲ型式 １段階〔中村

2001〕のものに比定されよう。後者は平らな底部からまるみをもって立ちあがり，口縁端

部がやや外反する。

　ＳＤ1８出土遺物（Ⅱ104～Ⅱ108）　　Ⅱ104・Ⅱ105は土師器椀。前者は口縁部外面を横

撫でし，内面も撫でて仕上げている。後者は口縁部外面を横撫でする。Ⅱ106は土師器甕。

肩部外面に縦方向の刷毛目，胴部上半に横方向の篦削り，胴部下半に煤の付着が認められ

る。口縁部内外面は横撫でをおこない，その端部を内側に巻き込んでいる。また，肩部内
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図４６　古代の遺構　縮尺1/300
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面に横方向の刷毛目調整が残されている。

　Ⅱ107は須恵器杯。口縁端部がやや外反する。Ⅱ108は広口の頸部を有する須恵器壺の底

部片。外傾する高台を貼り付けている。

　ＳＲ 1出土遺物（Ⅱ109・Ⅱ110）　　Ⅱ109は土師器甕。胴部外面に縦方向の刷毛目調

整がみうけられる。口縁端部を垂直につまみあげ，口縁部および頸部の内外面を横撫でで

仕上げている。

　Ⅱ110は須恵器杯Ｂ。体部はななめ上方にまっすぐにのび，口縁端部をまるくおさめて

いる。

　ＳＸ13出土遺物（Ⅱ111・Ⅱ112）　　Ⅱ111はほぼ完形の須恵器杯Ａ。平坦な底部から

ななめにまっすぐに立ちあがり，口縁端部をまるく作る。Ⅱ112は須恵器杯Ａの底部片。

　ＳＤ21出土遺物（Ⅱ113）　　Ⅱ113は「て」字状口縁手法のＢ４類の土師器皿。

　ＳＤ2９出土遺物（Ⅱ114～Ⅱ116）　　Ⅱ114・Ⅱ115は ２ 段撫で手法のＣ３類の土師器皿。

Ⅱ116は土師器受皿。

　ＳＤ30出土遺物（Ⅱ117・Ⅱ118）　　Ⅱ117はＣ３類の土師器皿。

　Ⅱ118は淡緑色を呈する緑釉陶器の椀ないしは皿の底部片。焼成は軟質で，削り出しの

輪高台を有する。混入したものであろう。

　ＳＰ30８出土遺物（Ⅱ119・Ⅱ120）　　Ⅱ119はＣ２類の土師器皿。Ⅱ120は白色を呈する

Ｃ３類の土師器皿。

　ＳＰ30９出土遺物（Ⅱ121～Ⅱ124）　　Ⅱ121はＣ３類の土師器皿。Ⅱ122は白色土器の皿。

平らな底部からななめ上にまっすぐに立ちあがり，口縁端部をまるくおさめる。回転台を

用いて内外面に横方向の撫でがほどこされ，底部外面に糸切り痕を残す。Ⅱ123は土師器

受皿。

　Ⅱ124は緑釉陶器の椀もしくは皿の底部片。焼成は軟質で，削り出しの円盤状高台をもつ。

淡緑色を呈する。混入したものであろう。

　中世の遺構に混入した古代の遺物（Ⅱ125～Ⅱ185）　　Ⅱ125は土師器杯ないしは皿の

口縁部片。内面に放射状の暗文がみうけられ，その端部はつまみあげられている。Ⅱ126

はＡ２類の土師器皿。外面に篦削りをほどこす。Ⅱ127は土師器杯もしくは皿の口縁部片。

端部は外反し，わずかにつまみあげている。外面に横撫でが認められる。Ⅱ128は土師器

杯ないしは椀。外面は口縁部から体部上半にかけて横方向の篦磨きをおこなう。そののち，

体部上半から下半にかけて，一部が交差するななめ方向の暗文をほどこしている。Ⅱ129
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図４７	 ＳＸ ９ 出土遺物（Ⅱ101土師器，Ⅱ102・Ⅱ103須恵器），ＳＤ18出土遺物（Ⅱ104～Ⅱ106土師器，
Ⅱ107・Ⅱ108須恵器），ＳＲ １出土遺物（Ⅱ109土師器，Ⅱ110須恵器），ＳＸ13出土遺物（Ⅱ
111・Ⅱ112須恵器），ＳＤ21出土遺物（Ⅱ113土師器），ＳＤ29出土遺物（Ⅱ114～Ⅱ116土師器），
ＳＤ30出土遺物（Ⅱ117土師器，Ⅱ118緑釉陶器），ＳＰ308出土遺物（Ⅱ119・Ⅱ120土師器），
ＳＰ309出土遺物（Ⅱ121～Ⅱ123土師器，Ⅱ124緑釉陶器）
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図４８	 中世の遺構に混入した古代の遺物⑴（Ⅱ125～Ⅱ145土師器，Ⅱ146黒色土器，Ⅱ147～Ⅱ161須
恵器）
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図４９	 中世の遺構に混入した古代の遺物⑵（Ⅱ162～Ⅱ164須恵器，Ⅱ165～Ⅱ173緑釉陶器，Ⅱ174～
Ⅱ181灰釉陶器，Ⅱ182青磁，Ⅱ183・Ⅱ184製塩土器，Ⅱ185土馬）
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図50　茶褐色土出土遺物⑴（Ⅱ186～Ⅱ218土師器，Ⅱ219黒色土器，Ⅱ220～Ⅱ224須恵器）
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図51	 茶褐色土出土遺物⑵（Ⅱ225須恵器，Ⅱ226～Ⅱ238緑釉陶器，Ⅱ239灰釉陶器，Ⅱ240～Ⅱ242製
塩土器，Ⅱ243土馬），表土・攪乱出土遺物（Ⅱ244・Ⅱ245土師器，Ⅱ246須恵器）
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は土師器甕。肩部外面に縦方向，その内面に横方向の刷毛目がみうけられる。口縁部内外

面は横撫でによって仕上げられている。Ⅱ130～Ⅱ135はＢ１類の土師器皿。Ⅱ130は口縁端

部内側に，Ⅱ133は口縁端部内外面に，Ⅱ135は内面のおおよそおよび口縁端部外面の一部

に煤が付着している。Ⅱ136・Ⅱ137はＢ２類の土師器皿。Ⅱ136の底部外面には ２文字の墨

書が認められ，そのあとのものは「法」の可能性が存する。Ⅱ138はＢ４類，Ⅱ139はＣ２類

の土師器皿。Ⅱ140～Ⅱ145は土師器受皿。

　Ⅱ146は黒色土器甕。内外面ともに黒色のＢ類にあたり，それらには篦磨きがほどこさ

れている。

　Ⅱ147～Ⅱ151は須恵器杯Ａおよび杯Ｂの底部片。Ⅱ152～Ⅱ158は須恵器杯蓋。Ⅱ153・

Ⅱ154はつまみが宝珠状を呈し，天井部外面には自然釉が付着している。Ⅱ155はかえりを

有し，口縁端部をまるくおさめる。Ⅱ156・Ⅱ157はかかりを作り出し，その端部をまるく

している。Ⅱ158は全体的にまるみをおび，口縁端部をわずかに外反させる。体部外面に

回転撫でをほどこしている。Ⅱ159は須恵器の小型の壺。Ⅱ160・Ⅱ161は須恵器長頸壺。

前者は口縁部が強く外反し，その端部は上方につまみ出されている。後者は頸部に浅い沈

線が存するものの，一周してはいない。くわえて，篦記号とおぼしきものが認められる。

Ⅱ162・Ⅱ163は須恵器壺。前者は大きく外反する広口の頸部を有する。後者は内外面のと

ころどころに自然釉が付着している。Ⅱ164は須恵器甕。口頸部は短く，肩部外面に平行

の叩き目が残る。

　Ⅱ165～Ⅱ171は緑釉陶器の椀ないしは皿。Ⅱ165・Ⅱ166は削り出しの円盤状高台，Ⅱ

167・Ⅱ168は削り出しの輪高台，Ⅱ169～Ⅱ171は貼り付けの輪高台をもつ。焼成はⅡ165

～Ⅱ168が軟質，Ⅱ169～Ⅱ171が硬質となる。また，Ⅱ169・Ⅱ170は濃緑色，それら以外

は淡緑色を呈する。Ⅱ172は緑釉陶器の四足壺。白味がかった胴部片で，横たがが認めら

れる。Ⅱ173は緑釉陶器。 ２条の沈線がめぐる。壺の頸部であろうか。

　Ⅱ174～Ⅱ181は灰釉陶器の椀もしくは皿。Ⅱ178は内面すべてに，そのほかのものは重

ね焼きによる高台接地部をのぞいて灰釉がほどこされている。Ⅱ180は椀で，長い高台の

下半が内側にやや傾き，その端部がとがる。内面は刷毛塗りによって施釉されている。

　Ⅱ182は越州窯系青磁の椀。内外面に黄緑色の釉がほどこされ，胎土は灰黄色を呈し，

密で精良となる。蛇の目高台を有し，その畳付には重ね焼きの目跡が存する。

　Ⅱ183・Ⅱ184は橙色を呈する製塩土器の口縁部片。後者の内面には指圧痕が残る。中世

の遺構からは，それらのほかに23点の製塩土器の破片が出土している。
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　Ⅱ185は土師質の土馬の脚部。表面は撫でて仕上げられている。

　茶褐色土出土遺物（Ⅱ186～Ⅱ243）　　Ⅱ186は土師器杯ないしは皿。内面に放射状の

暗文が認められる。Ⅱ187は土師器甕。内面には横方向の刷毛目調整がみうけられ，外面

では横撫でがおこなわれている。Ⅱ188～Ⅱ195はＢ４類の土師器皿。Ⅱ191は白色を呈する。

Ⅱ196～Ⅱ201はＣ２類の土師器皿。Ⅱ202～Ⅱ208はＣ３類の土師器皿。Ⅱ202は白色を呈する。

Ⅱ209は完形のＣ５類の土師器皿。Ⅱ210～Ⅱ218は土師器受皿。

　Ⅱ219は黒色土器甕。内面のみが黒色のＡ類で，そこには篦磨きがほどこされている。

　Ⅱ220・Ⅱ221は須恵器杯身。Ⅱ222・Ⅱ223は須恵器杯蓋。後者は焼きが甘く，にぶい黄

橙色を呈する。Ⅱ224は須恵器壺。口縁部は外反し，その端部の外面に面を有している。

Ⅱ225は須恵器鉢。口縁部は短く，かつ外反し，その端部には面を作り出している。

　Ⅱ226～Ⅱ234は緑釉陶器の椀もしくは皿。Ⅱ226～Ⅱ229は削り出しの円盤状高台，Ⅱ

230～Ⅱ234は削り出しないしは貼り付けの輪高台をもつ。焼成はⅡ227・Ⅱ229・Ⅱ230・

Ⅱ232が軟質，そのほかは硬質で，Ⅱ232が濃緑色，それ以外が淡緑色となる。Ⅱ233の内

面には陰刻花文が認められる。Ⅱ235は緑釉陶器の素地。Ⅱ236は緑釉陶器壺の頸部であろ

う。Ⅱ237・Ⅱ238は緑釉陶器香炉。前者は口縁部片，後者は撥形に外に開く台脚片となる。

　Ⅱ239は灰釉陶器の椀ないしは皿の底部片。

　Ⅱ240～Ⅱ242は製塩土器の口縁部片。いずれも内面に指圧痕がみうけられる。なお，茶

褐色土からは，それらのほかにその破片が15点みつかっている。

　Ⅱ243は土師質の土馬の顔部。三日月形で，目は竹管で突き，耳は短く，鼻孔と口は省

略される。表面は撫で調整がほどこされている。Ⅲ類第 ４型式〔大平2008〕にあたるか。

その是非はともかく， ８世紀ないしは ９世紀の製品であることはまずまちがいあるまい。

　表土・攪乱出土遺物（Ⅱ244～Ⅱ246）　　Ⅱ244は土師器高杯。平たく浅い杯部片で，

内面から口縁部外面にかけて横方向の撫で，体部外面には縦方向の刷毛目調整が認められ

る。Ⅱ245は土師器甕の口縁部片。その内外面には横方向の撫でがほどこされている。

　Ⅱ246は須恵器壺の底部片。胴部外面に回転篦削りをおこない，底部外面には糸切り痕

がみうけられる。

古代の遺跡
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　 ７　中世の遺跡

　⑴ 遺　　構（図版 ４・10・11，図52～55）

　中世の遺構には，井戸，溝，土坑のほか，「落込」とした不定形な土坑がある。また，

Ｙ＝2147付近からゆるやかに曲がってＸ＝1380付近をはしる段差が確認される。以下種類

別におもなものをそれぞれ説明する。

　ＳＥ13（図版11－ ５ ・ ６ ，図53）　　調査区西南部で確認された円形の石組井戸。今回

の調査では中世井戸はこの １基のみ確認された。上部 １ｍほどは攪乱で破壊されて，また

石組の井筒も東北側が ３割程度崩落していた。円形の掘形は径1.5ｍ程度をはかる。下部

に70㎝四方程度の方形の木枠を最低三段は組んでいたとみられ，木質は遺存していなかっ

たものの，四隅にあたる複数箇所から釘が出土している。最下部に桶の痕跡は確認されず，

黄白色～灰色の細砂が埋積する。底部の標高は48.320ｍ。黄色の粘土層と細砂層の下部に

ある茶褐色砂礫層に達している。井筒埋土から，中世前半，13世紀後半の土師器・須恵器

が出土している。

　ＳＤ1７（図版10－ ４ ）　　Ｙ＝2150付近を南北にはしる大きな溝。この南北溝は南方の

220地点・261地点と延長100ｍ以上にわたって確認できることから，重要な土地区画に位

置するものと推測される。今回の調査区では，先行するＸ＝1384付近までで立ちあがる溝

ＳＤ17ｂがあり，それが掘り直されて南北に通る新しい溝ＳＤ17ａとなる。ＳＤ17ａの断

面を南壁でみると，Ｖ字形を呈して幅・深さ ２ｍ程度をはかる（図17）。埋土中には拳大

～小児頭大の礫を多く含み，14世紀代の遺物が多く出土しているが，最上部からは15世紀

代に下る土師器が確認されることから，最終埋積は15世紀前半といえよう。先行するＳＤ

17ｂは，後述するような南北溝群と同様な位置で途切れていることを考慮すると，14世紀

以降に掘削された可能性が高い。その後あまり時を隔てず南北に通るＳＤ17ａとして掘り

直されたのだろう。

　ＳＤ20　　大きく東に振れる方位で東西方向にはしる溝が，鈍角に折れて南北方向の溝

となる。幅・深さとも70㎝程度の浅い溝で，13世紀前半代の遺物が出土している。

　ＳＤ22　　ＳＤ20に並行してはしる細い溝。西方で南北方向の溝に接続していた可能性

もあるが，はっきり確認できなかった。13世紀前半代の遺物が出土している。

　ＳＤ４４　　ＳＤ20の北側を並行してはしる大溝で，幅1.5ｍ深さ １ｍ程度の断面Ｕ字形

を呈する。西端の10ｍほどは箱形に深く掘り下げられ，検出面から ２ｍ近くの深さをはか
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図52　中世の遺構　縮尺1/300



92

京都大学吉田南構内ＡＰ23区の発掘調査

図53　ＳＥ13　縮尺1/40



	

93

る（図55右）。浅く平坦な南北溝ＳＤ32と鈍角に接続している。13世紀後半代の遺物が出

土している。

　ＳＤ2７　　調査区北東辺をほぼ真東西にはしる溝。幅 ２ｍ深さ １ｍ程度の断面Ｖ字形を

呈する。埋土は明確に上下 ２層に分けられ（図55左），上半から14世紀前半代の遺物が出

土している。攪乱があるため詳細な地点は特定できないが，東方で検出されないことから，

Ｙ＝2145付近で途切れているものと思われる。

　南北溝群（ＳＤ32～41）　　調査区北半中央付近に幅30㎝程度の溝群が複数並行しては

中世の遺跡

図5４　ＳＰ284鉄製品出土状況　縮尺1/20
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しる（図版10－ １ ）。ただし，ＳＤ32のみは幅広く，その下面からＳＤ33・34が検出され

ている。それ以外の溝群も上面は埋土が一体化しており，ある程度掘り下げたところでは

じめて個々の溝が峻別できる。ＳＤ32を除いてＸ＝1380付近で途切れている。まとまった

遺物の出土はないが，後述する落込との関係を考慮すると，14世紀代以降の遺構群だろう。

　円形土坑ＳＰ2４７・2８４・31４・3４5・3４６・４31　　調査区中央北半，Ｙ＝2150ライン付近

に径・深さ １ｍ前後の円形土坑が比較的まとまって存在している。ＳＰ247はその典型で，

埋土中より13世紀後半代に比定できる完形の土師器皿・椀類がまとまって出土した（図版

11－ ３ ，図60）。ＳＰ314・346・431は出土遺物が少なかったが，同時期の遺構だろう。Ｓ

Ｐ345はＳＤ17ａにほとんどを削平され，底部のみ確認できた。

　以上のほか特筆すべきはＳＰ284で，段差際に穿たれた深い円形土坑の中位よりやや下

付近で，鉄製の鍬鋤先（Ⅱ345）が立位状態で出土した（図版10－ ２ ・図54）。柄は遺存し

ていないが，意図的に土坑内に立てて置かれた可能性が高い。土師器類は13世紀前半代に

位置づけられる破片が少量出土しており，土坑の時期を示している。

　ＳＰ3６5　　調査区中央南半にある土坑で，上面が攪乱でほとんど削平されていたにも

関わらず，13世紀代前半の土師器類がまとまって出土している。本来は規模の大きな土坑

であったと思われる。

　ＳＫ 2　　 ２ｍ四方程度の隅丸方形の土坑。やはり上面をほとんど削平されいるが，黄

図55　中世溝ＳＤ27・ＳＤ44断面（それぞれ図52－aa’・bb’を表示）　縮尺1/60
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色砂下層の黄色粘土層まで掘り込まれていた。14世紀前半代の土師器が少量出土している。

状況から，中世に砂の採取をおこないながら，下面の埋積土の状態を探索するために深掘

りした遺構の可能性が考えられる。

　ＳＸ 2・ ４・ 5・ ７　　いずれも茶褐色土中に礫や遺物がまとまっていた集石や土器溜

の遺構。ＳＸ ２は，調査区南半にある土器溜で，14世紀前半頃の白色の椀を主体とする口

縁部計測法で118個体の土師器が出土している（図版11－ １ ，図60）。ＳＸ ４も土器溜だが，

土師器の破片が密集していたもの。時期はＳＸ ２と同様である。ＳＸ ５は，ＳＤ44上面に

礫と14世紀後半ごろの陶磁器の大破片が集積していた（図版11－ ２ ）。ＳＸ ７はＳＤ17ａ

の上面にある集石遺構。溝の埋積年代からみて15世紀代に下る遺構だろう。

　落込 1～11およびＳＫ 1　　調査区の中央北半～東半域を中心に，調査区の各所に，中

世遺構の基盤となる黄色砂が不定形に広く掘り込まれており，これらをすべて「落込」と

して処理した（図52梨地部分）。中央付近では，「段差」としたように西辺と南辺の輪郭は

明瞭であり，これらを掘り下げていく過程で南北や東西の溝群が検出された。またＳＫ １

は，落込 ６の下面から検出された径 ２ｍ程度の円形の凹みで，さらに深さ １ｍほどすり鉢

状に下がる。下層の灰色粘質土に達する直上で掘削が終わっている。埋土は茶褐色土と黄

色砂が互層になっていたり，黄砂混じりの茶褐色土である。こうした状況から，落込とし

た遺構は，黄色砂を採取した痕跡ではないかとみている。ＳＫ １は，さきのＳＫ ２と同様

に，下面の埋積土の状態を探索するために試し掘りした遺構の可能性が考えられる。出土

遺物には少量だが14世紀代に下るものが含まれており，砂の採取はその時期ころが盛期で

あったとみられる。

　⑵ 遺　　物（図版18，図56～71）

　13～15世紀前半ごろまでの幅をもつ中世の遺物は，遺構と茶褐色土から出土している。

このうち，出土量が多いのは溝や落込などであるが，それらは時期幅がありまとまりに乏

しいことから，注目される個体を中心に抽出して説明する。また石製品・青銅製品・瓦類

は遺構別ではなく後にまとめて呈示する

　ＳＤ20・22・４４・2７出土遺物（Ⅱ247～Ⅱ277）　　一段撫で手法Ｄ類の土師器皿に灰白

色の椀類が少量ともなう。Ⅱ247は須恵器壺の胴部片。器壁がきわめて厚く，焼成が甘く

瓦質に近い質感である。東播系であろうか。Ⅱ248は常滑産の陶器甕の底部。Ⅱ273は瓦器

の把手。表面を×形の暗文で飾っている。

　ＳＤ1７出土遺物（Ⅱ278～Ⅱ299）　　土師器皿類は，一段撫で手法Ｄ類からＥ類の各種

中世の遺跡
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図5６	 ＳＤ20出土遺物（Ⅱ247・Ⅱ248陶器），ＳＤ22出土遺物（Ⅱ249・Ⅱ250土師器），ＳＤ44出土遺
物（Ⅱ251～Ⅱ260土師器），ＳＤ27出土遺物（Ⅱ261～Ⅱ271土師器，Ⅱ272～Ⅱ275瓦器，Ⅱ276
須恵器，Ⅱ277青磁）
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とＦ１類（Ⅱ285）までの幅がある。Ⅱ299は土錘。

　ＳＰ2４７・31４・3６5出土遺物（Ⅱ300～Ⅱ333）　　一段撫で手法Ｄ類で口縁端部を面取

りする土師器皿類を中心にまとまって出土した一括性の高い資料群である。特にＳＰ247

は褐色系の皿類を中心に口縁部計測法で26.3個体が出土し，少量灰白色の椀類がともなう。

おおむね13世紀半前半のなかでとらえられよう。

　ＳＰ3４６・3４７・3７７・3８1・４13・４1４　４31出土遺物（Ⅱ334～Ⅱ340）　　Ⅱ336は灰釉系

陶器の小皿。Ⅱ338は灰白色を呈する土師器椀，Ⅱ337は土師器高杯の杯部だろう。

　ＳＰ284出土遺物（Ⅱ341～Ⅱ345）　　少量の土師器皿類（Ⅱ341～Ⅱ343）と灰白色の

椀（Ⅱ344）とともに鉄製のＵ字形鋤鍬先（Ⅱ345）が出土している。Ⅱ345の鋤鍬先は元

興寺文化財研究所に保存処理を依頼した（図版18）。処理後の法量は全長306㎜最大幅156

㎜刃部幅135㎜をはかる。薄い鉄板を折り曲げて成形したとみられ，片面の中央に合わせ

目が観察される。内側のＶ字状溝部はかなり深い。片面（図59左）には刃部先に三日月形

の板が付されている。強度を増すためであろうか。共伴した土師器からみて，13世紀前半

代の製品とみて良かろう。

　ＳＫ 1・ＳＫ 2出土遺物（Ⅱ346～Ⅱ348）　　褐色系の土師器皿類は口径がやや小さく

面取りをしないＥ１類が中心となる。Ⅱ348は灰白色の椀。14世紀前半だろう。

　ＳＥ13出土遺物（Ⅱ349～Ⅱ356）　　少量の褐色系土師器皿類は，端部を面取りをする

中世の遺跡

図5７	 ＳＤ17出土遺物（Ⅱ278～Ⅱ294土師器，Ⅱ295・Ⅱ296瓦器，Ⅱ297・Ⅱ298白磁，Ⅱ299土製品）
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図5８	 ＳＰ247出土遺物（Ⅱ300～Ⅱ313土師器，Ⅱ314瓦器），ＳＰ314出土遺物（Ⅱ315～Ⅱ321土師器），
ＳＰ365出土遺物（Ⅱ322～Ⅱ333土師器），ＳＰ346出土遺物（Ⅱ334土師器），ＳＰ377出土遺物
（Ⅱ336灰釉系陶器），ＳＰ347出土遺物（Ⅱ335土師器），ＳＰ381出土遺物（Ⅱ337土師器），Ｓ
Ｐ413出土遺物（Ⅱ338土師器），ＳＰ414出土遺物（Ⅱ339須恵器），ＳＰ431出土遺物（Ⅱ340土
師器）
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Ｄ６類（Ⅱ349）としないＥ１類（Ⅱ350・Ⅱ351）がある。Ⅱ354～Ⅱ356は木枠のコーナー

部分で遺存していたもの。銹と同化した木質に厚く覆われている。

　ＳＸ ４～ ６出土遺物（Ⅱ357～Ⅱ366）　　土師器は灰白色を呈する椀類が主体となる。

Ⅱ365は東播系の須恵器甕，Ⅱ366は卸目の確認できる信楽産の陶器すり鉢。15世紀代に下

るものだろう。

　ＳＸ 2出土遺物（Ⅱ367～Ⅱ413）　　口縁部計測法で118個体の土師器椀皿類が出土し

ている（図60）。主体は灰白色の椀類（Ⅱ379～Ⅱ412）で，わずかに底部が凹む小椀が多

数を占める。褐色系の土師器皿（Ⅱ367～Ⅱ378）は口縁端部を面取りしないＥ類である。

Ⅱ413は灰白色の受皿。

　落込出土遺物（Ⅱ414～Ⅱ430）　　中世各時期の遺物が出土しているが，最も下る時期

のものとしてはＦ２類の土師器皿（Ⅱ417）がみられる。Ⅱ421は常滑産陶器の甕口縁部で，

外面に自然釉がかかる。中世前半期のものだろう。

中世の遺跡

図5９　ＳＰ284出土遺物（Ⅱ341～Ⅱ344土師器，Ⅱ345鉄製品）



100

京都大学吉田南構内ＡＰ23区の発掘調査

図６0　ＳＸ ２・ＳＰ247出土土師器の計測結果
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図６1	 ＳＫ １ 出土遺物（Ⅱ346・Ⅱ347土師器），ＳＫ ２出土遺物（Ⅱ348土師器），ＳＥ13出土遺物（Ⅱ
349～Ⅱ352土師器，Ⅱ353須恵器，Ⅱ354～Ⅱ356鉄釘），ＳＸ ４出土遺物（Ⅱ357～Ⅱ362土師器），
ＳＸ ５出土遺物（Ⅱ363土師器，Ⅱ364瓦器，Ⅱ365須恵器，Ⅱ366陶器）
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図６2　ＳＸ ２出土遺物（Ⅱ367～Ⅱ413土師器）
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図６3	 落込 ２ 出土遺物（Ⅱ414～Ⅱ420土師器，Ⅱ421陶器），落込 ５出土遺物（Ⅱ422～Ⅱ424土師器），
落込 ６出土遺物（Ⅱ425・Ⅱ426土師器），落込 ７出土遺物（Ⅱ427土師器），落込11出土遺物（Ⅱ
428・Ⅱ429土師器），落込14出土遺物（Ⅱ430土師器），茶褐色土出土遺物⑴（Ⅱ431～Ⅱ461土
師器）
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図６４	 茶褐色土出土遺物⑵（Ⅱ462・Ⅱ463土師器，Ⅱ464土製品，Ⅱ465瓦質製品，Ⅱ466～Ⅱ469陶器，
Ⅱ470・Ⅱ471白磁，Ⅱ472・Ⅱ473青磁）
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　茶褐色土出土遺物（Ⅱ431～Ⅱ473）　　Ⅱ462・Ⅱ463は回転台成形の土師器皿。Ⅱ462

は特に焼成が堅緻で燈色を呈し，しっかりとした高台が付される。Ⅱ465は瓦質の異形製品。

円盤状の台部と脚台から成るもので，台部平面形は円形を基調に抉りが入れられ角の丸い

六角形であったかとみられる。表面が線描きによる蓮華文風の意匠で飾られている。類例

が無く用途不明である。陶器類は各時期各産地のものがある。Ⅱ466は常滑産，Ⅱ467・Ⅱ

468は東播系須恵器，Ⅱ469は常滑である。Ⅱ473の青磁底部は，打ち欠きにより円盤状に

成形している。

中世の遺跡

図６5	 石製品・青銅製品・銭貨（Ⅱ474石鍋，Ⅱ475～Ⅱ478砥石，Ⅱ479・Ⅱ480青銅製品，Ⅱ481～Ⅱ
488銭貨）Ⅱ474：ＳＰ247出土，Ⅱ475・Ⅱ477：ＳＤ17上面出土，Ⅱ476・Ⅱ478・Ⅱ482：ＳＤ
17埋土出土，Ⅱ479・Ⅱ484・Ⅱ485：落込 ２出土，Ⅱ480・Ⅱ483・Ⅱ486・Ⅱ487：茶褐色土出土，
Ⅱ481：ＳＰ244出土）　Ⅱ481～Ⅱ487縮尺1/2
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　石製品・青銅製品・銭貨（Ⅱ474～Ⅱ487）　　Ⅱ474は滑石製の石鍋口縁部。Ⅱ475は赤

褐色の厚手の石材による砥石で，筋状の使用痕が著しい。Ⅱ476は暗灰色，Ⅱ477は黄白色，

Ⅱ478は黄褐色のそれぞれ軟質の石材を用いた薄手の砥石である。

　Ⅱ479・Ⅱ480の青銅製品は，薄手の板状の部材を湾曲させたもので，小孔がある。Ⅱ

481～Ⅱ487は中世に帰属する銭貨類で，すべて渡来銭。今回出土の銭貨は，これらのほか

は表土中から洪武通宝（1368年初鋳） １点を採集したのみであり，南西方の378地点など

で160点もの渡来銭出土が報告されている様相と大きく異なると言えよう。

　瓦類（Ⅱ488～Ⅱ591）　　ここでは，平安時代にさかのぼるものも含めて今回出土の瓦

類をまとめて呈示する。瓦溜など遺構からのまとまった出土状況はみられず，落込や茶褐

色土などをはじめ散漫に出土した。したがって，今回の調査地に瓦を使用した建物が存在

した可能性はほぼ無いと言って良いけれども，近隣に存在したであろうそれらの時期を推

定するよすがとはなるであろう。

　Ⅱ488～Ⅱ537は軒丸瓦。Ⅱ488～Ⅱ506は平安中・後期段階の蓮華文瓦等であろう。Ⅱ

507～Ⅱ512は中房に卍等を置く複弁蓮華文軒丸瓦で，鎌倉時代に下る一群である。Ⅱ513

～Ⅱ537は巴文軒丸瓦。うちⅡ513・Ⅱ514は唐草文帯，Ⅱ515～Ⅱ527は珠文帯をもつ。こ

れらをもたないⅡ528～Ⅱ537を中心に鎌倉時代に下るものとみて良かろう。

　Ⅱ538～Ⅱ582は軒平瓦。Ⅱ538～Ⅱ544はおおむね平安中期段階のものといえる。うちⅡ

538の宝相華文軒平瓦は，灰色の堅緻な焼成で，顎外面や瓦当背面に粗い叩き目を顕著に

とどめる。丹波産であろう。Ⅱ546～Ⅱ559は瓦当が半折り曲げ作りや直線的なもので，多

くは平安後期段階のものとみられる。Ⅱ560の連珠文軒平瓦は，完成された折り曲げ作り

で凹面の布目も細かく，鎌倉時代に下るものかとみられる。Ⅱ561～Ⅱ568は，中心飾りの

両側に連巴文を配するもの。瓦当はおおむね半折り曲げ作りで，中央官衙系第Ⅳ期〔上原

1978〕，平安末期の12世紀中葉～後葉ころに比定できる。Ⅱ569～Ⅱ582は剣頭文軒平瓦。

笵は各種のものがみられるが，これらの多くは鎌倉時代に下るものだろう。

　Ⅱ583～Ⅱ585は丸瓦。Ⅱ583・Ⅱ584は凸面に木工寮を示すとされる「木」の押印がある

破片。平安中期のものだろう。Ⅱ585は縄叩きの外面に篦記号をもつ。

　Ⅱ586は焼成堅緻な平瓦破片で，緑釉が塗布されている。平安時代のものだろう。Ⅱ

587・Ⅱ588は内面に布目，撫での外面に篦記号がある破片で，平安後期～鎌倉時代ころの

軒平瓦平瓦部分であろう。Ⅱ589～Ⅱ591は篦記号のある平瓦。Ⅱ589・Ⅱ591は端面に刻線

で，Ⅱ590は凹面と端面との角部分に ３カ所の刻みを入れている。
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図６６	 軒丸瓦⑴（Ⅱ488・Ⅱ497：落込 ２，Ⅱ489：ＳＤ44，Ⅱ491・Ⅱ493～Ⅱ496・Ⅱ499・Ⅱ504～Ⅱ
506・Ⅱ510・Ⅱ512：茶褐色土，Ⅱ500：落込12，Ⅱ501・Ⅱ502・Ⅱ511：ＳＤ17，Ⅱ507：落込
６，Ⅱ508：ＳＫ １，Ⅱ509：落込13，ほか上層混入）
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図６７	 軒丸瓦⑵（Ⅱ513・Ⅱ517・Ⅱ520・Ⅱ529・Ⅱ532・Ⅱ536：落込 ２，Ⅱ514・Ⅱ517・Ⅱ519・Ⅱ
526・Ⅱ528・Ⅱ537：茶褐色土，Ⅱ515：ＳＤ40，Ⅱ516：ＳＤ17，Ⅱ522：ＳＫ １，Ⅱ523：落
込 ５，Ⅱ524・Ⅱ531・Ⅱ535：落込13，ほか上層混入）
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図６８	 軒平瓦⑴（Ⅱ538：ＳＸ ７，Ⅱ539～Ⅱ542：茶褐色土，Ⅱ545：ＳＤ17，Ⅱ543・544：上層混入）
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図６９	 軒平瓦⑵（Ⅱ546：ＳＸ １，Ⅱ547：落込 ２，Ⅱ548・Ⅱ552：ＳＤ17，Ⅱ549・Ⅱ551・Ⅱ553・
Ⅱ556・Ⅱ557・Ⅱ559：茶褐色土，Ⅱ550：落込 ２，Ⅱ554：落込 ３，Ⅱ555・Ⅱ558：ＳＸ ５，
Ⅱ560：ＳK １ ）
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図７0	 軒平瓦⑶（Ⅱ561・Ⅱ568：ＳＸ ５，Ⅱ562・Ⅱ573：ＳＤ44，Ⅱ563：ＳＤ20，Ⅱ564・Ⅱ572・
Ⅱ580：茶褐色土，Ⅱ565・Ⅱ566・Ⅱ576：落込13，Ⅱ569・Ⅱ570・Ⅱ575・Ⅱ577：落込 ２，Ⅱ
571・Ⅱ574・Ⅱ578：ＳＤ17，Ⅱ579：落込13，Ⅱ582：落込 ３，Ⅱ567・Ⅱ581上層混入）
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図７1	 丸瓦・平瓦（Ⅱ583：表土，Ⅱ584：ＳＤ17，Ⅱ585・Ⅱ587・Ⅱ589～Ⅱ591：茶褐色土，Ⅱ586
：ＳＰ309，Ⅱ588：ＳＤ20）
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　 ８ 　近世の遺跡

　⑴ 遺　　構（図版 ４，図72）

　遺構は，攪乱の影響もあり調査区北半と東壁際に偏って検出され，東西方向の路面と，

それと重複する同方向の溝群，南北にはしる溝や野壺が複数みつかっている。ほか耕作に

関係する柵柱の痕跡とみられる15㎝四方程度の方形ピットは全域で検出され，それらを結

ぶと東西方向の路面や溝群と並行する柵が幾列も復元される（ＳＡ １・ＳＡ ２）。

　ＳＦ 1・ＳＤ ７・10・11　　灰褐色土中において，Ｘ＝1390付近をやや東に振れる方位

で東西方向にはしる土壌硬化面が検出され，路面と認定した。硬化面の最大幅は4.5ｍ前

後あるが，中央付近の幅 １ｍ程度が砂混じりの厚い硬化面が形成されている。明瞭な轍は

検出されないが，細い溝状の凹みは多数見いだされる。また，下面にしっかりとした輪郭

と深さをもち同一方向にはしる溝ＳＤ ７・10・11が検出されている。これらは調査区西北

辺では，削平や破壊を被り確認することができなかった。

　この路面については，近世の『山城国吉田村絵図』に描かれ，小字「地蔵後」と「西の

辻」の字界であるとともに，約300ｍ西方で白川道から分岐して吉田神社旧参道（現在の

吉田社大元宮へと至る東西道）へとつながる道に相当しよう〔吉江2006〕。下面の溝内か

らも近世遺物しか出土しないので，路面の機能時期はほぼ近世に限られるとみて良い。

　ＳＤ ４と野壺群　　調査区東壁際で南北にはしる浅い溝ＳＤ ４と，それに沿うように野

壺ＳＥ ２・３・６～10が見つかっている。このうちＳＥ ２・３は漆喰枠をもつものであり，

ほかは径 １ｍ強の円形の掘形から木桶を用いたものと想定される。このように溝に沿って

列状にまとまる状況から，調査区外の東側に土地境界や道が南北にはしっていたことが推

測される。実際，上記した絵図に依ると，調査区東縁付近は小字「西の辻」と「地蔵前」

の字界が南北にはしっており，その推測を裏付けている。

　ＳＰ４0８　　上記のＳＤ ４の下面に小穴が穿たれ，完形の土師器皿（Ⅱ614）が埋納され

ていた。祭祀遺構だろう。

　ＳＤ1４・15・ＳＸ 3　　上記の路面ＳＦ １と溝ＳＤ ４が交差する付近に相当する位置の

路面下に，直角に折れる溝ＳＤ15や南北溝ＳＤ14が切り合っており，ＳＤ14埋土内からは

一石五輪塔（Ⅱ624）が立位で出土した。さらにその下部には小穴が穿たれ合わせ口状態

の土師器皿 ２点（Ⅱ611・Ⅱ612）が出土したため，これをＳＸ ３とした（図版11－ ４ ）。

東西・南北字界の結節点に位置する祭祀遺構といえよう。

近世の遺跡
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図７2　近世の遺構　縮尺1/300
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近世の遺跡

図７3	 ＳＥ １ 出土遺物（Ⅱ592土師器，Ⅱ593染付），ＳＥ ３出土遺物（Ⅱ594土師器，Ⅱ595・Ⅱ596染
付），ＳＤ11出土遺物（Ⅱ597土師器，Ⅱ598陶器，Ⅱ599染付），ＳＤ ４出土遺物（Ⅱ600陶器），
ＳＤ53出土遺物（Ⅱ601染付），ＳＦ １出土遺物（Ⅱ602・Ⅱ603土師器，Ⅱ604～Ⅱ607陶器，Ⅱ
608～Ⅱ610染付），ＳＸ ３出土遺物（Ⅱ611・Ⅱ612土師器），ＳＸ ８出土遺物（Ⅱ613陶器），Ｓ
Ｐ408出土遺物（Ⅱ614土師器），灰褐色土出土遺物（Ⅱ615土師器，Ⅱ616～Ⅱ618陶器，Ⅱ619
～Ⅱ623染付）
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　⑵ 遺　　物（図版19，図73～75）

　近世遺物の出土量は少ない。陶磁器類を中心に，土師器が少量みられるが，18～19世紀

代の近世後半期が中心で，前半期に比定できるものはほとんど出土していない。Ⅱ611・

Ⅱ612はＳＸ ３から，Ⅱ614はＳＰ408から出土した完形の土師器皿で，ともに見込みに圏

線をもつ。18世紀後葉のものだろう。注目すべき遺物としては，Ⅱ617の蓮月焼がある。

口径7.1㎝の小杯で，「世の中の・・・」と読める句が線刻されている。Ⅱ624は花崗岩を

素材とした一石五輪塔。頂部と基部の一部を欠き，残存長32.0㎝をはかる。

　Ⅱ625～Ⅱ632には表土・攪乱層から出土した近代以降とみられる陶磁器を抽出呈示した。

Ⅱ625の陶器底部には「寶山」の刻印がある。Ⅱ626は色絵の磁器椀で，「日本」と記した

幟旗が描かれる。Ⅱ627は底面に「東洋軒平八製」と釉書きされた磁器椀。Ⅱ628は黄褐色

を呈する陶器製インクボトルで，側面に「STEPHENS	191	ALDERSGA･･･」と刻印される。

Ⅱ629～Ⅱ632はガラス製品で，Ⅱ629・Ⅱ630はインク瓶，Ⅱ631・Ⅱ632は牛乳瓶。Ⅱ631

は「京都駅渡月軒」「全乳　金拾三銭」，Ⅱ632は「高温殺菌　済」「京都帝国大学納入　東

洋ミルクプラント」の銘がある。調査地は，明治期には旧制三高の図書閲覧所と付属の煉

図７４　ＳＤ14出土遺物（Ⅱ624石製品）
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瓦造文庫の位置にあたるほか，近隣に寄宿舎や食堂もあった。中央東寄りで検出された長

方形に囲む堅固な基礎や，攪乱に大量に投棄されていた煉瓦は，この文庫のものであろう。

出土したこれらの陶磁器やガラス製品は，こうした旧制高校当時に使用されていたものと

みてよかろう。

　 ９　小　　　結

　⑴ 縄文・弥生時代の遺跡

　弥生前期水田について　　今回の調査は，南側に隣接する220地点で良好に検出されて

いた弥生前期の水田遺構の延長が存在することが明確であったことから，そのひろがる範

囲がどこまでおよぶのか，水田の縁部がどのような状態で収束しているのか，等を確実に

図７5　表土・撹乱層出土遺物（Ⅱ625・Ⅱ628陶器，Ⅱ626・Ⅱ627染付，Ⅱ629～Ⅱ632ガラス製品）
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確

認しデータを収集記録することが，重要な課題であった。結果，220地点から10ｍたらず

で水田北縁部となり，東西方向に連続する畦畔と浅い溝とで簡便に画されていることが把

握できた。あわせて，さらにその北側に，痕跡的に低平な状態の畦畔がみられる空間（水

田域Ｂ）や空閑地である微高地が付帯し，北側から流路が接続していることも判明した。

堰など構造的な施設は確認されず，微地形を利用した粗放な水利のありようがうかがわれ

る。しかしながら，水田範囲内には，220地点と同様に堅固な畦畔が築かれ，それらに囲

まれる田面には，全面に著しい凹凸がみられた。

　この田面の凹凸については，凹凸のみられない220地点の南半水田や今回の水田域Ｂと

いった空間が，明確に画されたエリアとしてあることを考慮すると，明らかに人為による

ものと認定でき，土石流に埋没する時点で作業状態であった水田とそうでなかった空間で

あるような可能性を考えてきた。見かけ上近似した田面状態の出土例は，群馬県下の降下

軽石下に埋没している古墳時代水田などに顕著であり，子持村北牧大境遺跡などでは，代

掻き後と耕起中の作業過程の違いとして報告されている〔（財）群馬県埋蔵文化財調査事

業団2004〕。ただし，水田土層の断面には，それをうかがわせるような天地返しや攪拌の

痕跡は観察されない。第 ５節に示す土壌の微細形態分析によると， ６層の下部上面付近は

顕著な圧密や切断などの痕跡は認められず，地表掘削や現在の農作業でみられるような田

起こしのような作業が行われていなかったこととも関係することが示唆されている。同時

に，作土相当層の薄さは，湛水中での堆積物攪拌程度の小さかったことを反映するものと

推測されている。弥生前期段階では表面的で放置的な農法が採用されていた，とするひと

つの根拠にはなるかもしれないが，田面状態の理解も含めて，今後さらに考察を深めてい

く必要がある。

　なお，第 ４節に報告されるように，土層中からのイネのプラント・オパールについても，

220地点では多量の出土が確認できる地点が，標高の低い範囲を中心に複数存在していた

のに対して，今回は表層のみで地点が限られ，量もきわめて微量であった。今回の水田土

層は，前回220地点に比して砂粒の含有が多く，より不安定な環境下で堆積したことがう

かがわれる。水田域の全体が浅い摺鉢状の窪地に築かれているという立地環境を考慮する

と，このプラント・オパールの出現傾向は，単純に堆積環境を反映した蓄積の違いと推測

しうると同時に，小範囲での耕作頻度や収量を反映したものである可能性もあろう。その

意味では，水田下面で検出された溝ＳＤ52ａ・52ｂの存在はきわめて示唆的であり，水源



小　　　　結

119

図７６　弥生前期の地形と関連調査地点　縮尺1/10000（〔伊藤2016　図 ４〕を修正転載）
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となる基幹流路に接続させながら，収穫の期待できる低地帯を優先的・重点的に開墾して

いったことを反映する遺構と見ることもできよう。その点では，当初の開墾については労

力を傾注しながら，その後の維持管理といった側面では粗放なあり方，といった性格の水

稲耕作を想定していくべきなのかもしれない。

　水利と居住域　　水田周囲の微地形についてみると，小さな起伏が連続しながら，総体

としては水田を囲むように微高地がはしっている。これらの形成は，下層の出土遺物から

縄文後期後葉までには完了していたことが今回あらためて確認できた。220地点では，縄

文晩期末の突帯文土器が微高地上から集中的に出土したが，今回ほほとんど出土していな

い。弥生前期土器の出土も微量であり，同時期に隣接して居住していた可能性は無いこと

がはっきりしたと言える。今回の水田に対応する居住空間と想定できるのは，約100ｍ北

東に位置し，前期土器・石器類のまとまった出土や土器棺状の遺構も確認されている

288・238地点一帯である。また水利系統については，西方を南流する大規模流路が111地

点から401地点にかけて200ｍあまりにわたって確認できており，そこから今回調査地の北

方で取水したのであろう（図76）。ＳＲ ３はその導水路といえる。上記の居住域は，今回

の水田域との比高差 ３ｍあまりの，本部構内～吉田南構内東半を南北にはしる尾根上に位

置しており，水田のみならず，こうした関連する水利の双方を日常的に把握するうえでの

好適地と考えられる。同時に，第 ５節での土壌分析からは，水田域一帯が，当時比較的地

下水位の高い湿潤な条件にあったことが示唆されていることからみても，高燥な尾根上に

居住する選択は，自然なことであったといえよう。

　京都大学構内においては，今回のほかに，北部構内の276地点においても弥生前期の水

田遺構が確認されており，これに対応する居住域は，同時期の遺構・遺物の検出状況から

みて100ｍほど東南の ６地点周辺一帯の微高地と想定している。 ２つの事例にすぎないけ

れども，ともに同程度の距離を隔てた微高地上に基本的な居住や墓域を立地させる傾向が

看取されることは興味深く，当時の基本的な集落立地戦略を検討するうえで，重要な情報

を追加できたと考えたい。

　弥生中期土器の出土　　今回は，黄色砂の上面から少量ではあるが弥生中期初頭～前葉

の土器が出土している点にも，注意しておきたい。黄色砂埋積時期の下限を示すとともに，

土石流による埋積後短期間で活動が再開されていることが，あらためて確認されたといえ

よう。調査地周辺では，南方の261・378地点一帯で中期中葉～後葉の溝や方形周溝墓群と

ともにまとまった土器資料がみつかっているが，今回その段階の資料は出土していない。
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一方で，前葉に位置づけられる資料は，遺構はまだ確認されていないものの，今回も含め

吉田南構内各地点で少量ずつ散漫に土器が出土する傾向にある。小規模な集団の散住ある

いは移動を示唆すると考えられなくもないが，調査があまりおよんでいない吉田南構内東

半の微高地上に，大規模な活動域が未発見で残されている可能性もあり，今後の情報増加

を待って判断する必要がある。

　⑵ 古代の遺跡について

　本調査区からは，この時代の遺構はあまり検出されるにいたっていない。そのようなな

かにあって，ＳＸ ９とＳＸ13はすこぶる注目されよう。ＳＸ ９からは，完形の須恵器杯身・

杯蓋一組と土師器杯という， ７世紀中葉の ３点の遺物がならんで出土している。この時期

の遺構は，本調査区およびその周縁からはみつかっておらず，めずらしいといえよう。

　そこで，本部構内に目をむけるに，中央付近の230地点，南西隅の277地点における発掘

調査の成果をみすごすことができない。230地点では，ＳＫ17とＳＫ18という，ふたつの

土坑が検出されており，前者からは一組の，後者からは二組の完形の須恵器杯身・杯蓋が

とりあげられている。このような事柄などを前提としたうえで，先の ２基の土坑は， ７世

紀前半ごろの墓であった可能性が指摘されている〔古賀1999〕。いっぽう，277地点では，

その西辺で弧状を呈する溝がみつかっており， ７世紀代の円墳の周濠にあたるのではない

かと推定されている〔千葉・阪口2006〕。

　それら見解を参照すると，本調査区のＳＸ ９は， ７世紀なかばごろの墳墓の一部であっ

たとも考えられよう。けれども，それはまったくの憶測にすぎず，その当否をめぐっては，

近辺の発掘調査の成果をまって，検討をおこなっていくことが肝要になるといえる。

　つづいて，ＳＸ13にかんしては，220地点の梵鐘鋳造土坑であるＳＸ １，そのＳＸ １の

上部に作られた窯の材料となる黄褐色粘質土をえるための遺構であったと想定した。しか

しながら，さような理解が正しいとすると，窯の素材をこえる量の黄褐色粘質土が採取さ

れるにいたったのではないかとも思われ，問題が残されているといえる。こうした疑念を

解消していくためには，梵鐘を鋳造するに際し，それが使用されることはなかったのか，

丹念に分析をくわえていく必要を感じる。さらに，文献史料からの吟味もまた欠かすこと

ができないともくされ，それゆえに時間的な都合上，すべては後考に期することにしたい。

　⑶ 中世の遺跡について

　中世の遺構で最も目立つのは南北方向を中心とする溝群であり，一部が鈍角気味に東方

へと屈曲していくような状態であることが，注目される。同時に，その屈曲部付近に径 １



122

京都大学吉田南構内ＡＰ23区の発掘調査

ｍ前後の円形土坑が複数掘削され，内部から直立状態の鉄製鋤鍬先や（ＳＰ284），まとま

った点数の土師器皿類の出土（ＳＰ247）がみられた点も，注意される。これらは祭祀の

性格をうかがわせる遺構群であり，調査地点がなんらかの土地境界に位置することを示唆

していよう。帰属時期は，溝群も土坑もおおむね14世紀前半以前の中世前半期であり，中

世後半期に下る遺構は再掘削された後の南北溝ＳＤ17ａにとどまる。

　ここで，吉田南構内全域の主要な中世溝や井戸などの配置とあわせてみてみよう。中世

の南北溝は，やや東に振れる方位で各地点で検出されているが，いずれも中世後半期であ

って，288地点の溝ＳＤ51と柵で方形に囲まれた区画の中心点（図77－③）を軸線とした

約54ｍの区画に対応する可能性を，かつて指摘したことがある〔伊藤ほか2006　図158〕。

そこに今回や近年の成果等を付加したのが（図77）である。さきにも述べたように，今回

の調査では中世前半期の遺構が主体であったが，周辺の220・261・378といった諸地点で

は中世後半期の遺構・遺物ともに濃密に検出されており，様相を違えていると評価できる。

その段階の遺跡の中心からは外れているものと評価されよう。

　一方で中世前半期については，378地点では様相がやや希薄であるとはいえ，比較的ま

んべんなく各地点で検出されており，広域的な土地利用の状況がうかがえるといえよう。

そのなかで，今回のＬ字状に屈曲する溝は，238地点で検出されている溝のコーナー部分

と対応できるならば，108ｍ四方前後の方形区画が設定される位置関係にある。ただし，

238地点のコーナーをもつ溝ＳＤ11・53は中世後半期に比定され〔伊藤2000〕，今回のＳＤ

32・44等とは時期的なずれがあるため，方形区画についてはさらに検証を重ねて結論づけ

る必要がある。もっとも，238地点では，中世前半期の南北溝群がコーナーをもつ溝に先

行して掘削されており（ＳＤ19），また東西方向の溝についても，238・288地点ともに12

世紀末以降の度重なる掘削が確認されるため，地割としては中世前半期より存続していた

可能性は高いといえよう。それが屈曲部をもつ壕状大溝として中世後半期に掘削されて顕

在化する，という流れを辿るのであって，今回の調査地では，南北溝ＳＤ17ａの掘削がそ

の段階に相当する。溝として屈曲部は掘削されなかったけれども，その屈曲するラインは

段差として形成されていたことが判明している。

　いずれにせよ吉田南構内一帯においては，さきに述べたように，中世前半期の広域的な

利用状況から，中世後半期にいたって，区画の明示とともに集約された濃密な利用空間の

存在が顕在化してくるように思われる。このことは，それまでの勧修寺家をはじめとする

貴族層の分散的な領有と支配から，南北朝期の内乱による荒廃を経て吉田社による一円的
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図７７　吉田南構内の主要中世溝と井戸（〔伊藤ほか2006　図158〕を加筆修正）　縮尺1/2500
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支配への再編といった動向〔吉江2006・2007〕を反映する事象ともとらえられるかもしれ

ない。今後，そのような京近郊地域の社会的変容について，考古学的な検証を可能とする

空間として，さらに情報の蓄積と精査を続ける必要があろう。

　⑷ 近世の遺跡について

　上記したような中世の景観は，近世に至って畠地の広がる農村へと変貌したことが，今

回検出される近世遺構からもはっきりと知ることができる。応仁の乱を経て，戦国時代の

動乱期に吉田地区に構が形成されたことが，おおきな契機となったのであろう。吉田構が

そのまま近世段階の吉田社家町に継承されたことが示されているが〔浜崎1983〕，社家町

の入り口となる中口門に西方より取り付く道が，今回検出された路面ＳＦ １に比定できる。

約300ｍ西方の医学部構内308地点では，白川道より分岐したとみられる東方へと向かう路

面が確認されており，その延長上に位置する今回の路面に接続していく可能性が高い。現

在の吉田社参道にあたる場所は，近世段階に馬場となっていたことから，この道を経て山

上の斎場所大元宮へと至るルートが，吉田社への参道に相当するものであったとみて良か

ろう。今回の調査の知見によれば，路面の形成は中世以前にはさかのぼらず，硬化面はあ

るものの轍は確認できていない。また，複数の溝群が下面から検出できるものの，側溝と

認められるような状況にはない。こうした特徴は，本部構内で確認されている白川道とは

大きく異なっており，利用頻度や継続期間の違いは明らかと言える。

　明治30年（1897）に第三高等学校敷地となって以降，路面は確実に廃されたと言えるが，

北側にグラウンドが，南側に寄宿舎が設置されることで，土地境界として位置はおおむね

変わることなく現在に至ることとなった。近世以前の地割が，大学構内の校舎の配置にも

踏襲されているかのように見受けられることは，興味深い事象と言えよう。
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〔注〕
（ １）　隣接地点調査である111・220地点の調査時の水準測量データを検証したところ，実際より20

㎝高く表示されている誤りのあることが判明した。よって今回の報告にあたっては，過去の調
査データはすべて修正した値を表記している。




