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序

　本年報は，２０１０年度に文化財総合研究センターがおこなった，学内の遺跡調査の成果と

それに関連する研究をまとめたものである。第Ⅰ部の３件の調査報告は，それぞれ学内の

施設の建設予定地内に残る遺跡を対象としたものであるが，京都盆地の一画を占める北白

川を中心とする地域の，先史時代から近世にいたる豊富な資料を得て，過去の成果に新た

な情報を加えてまとめたものである。

　大学はその地域の文化財の研究や活用に，先導的な役割を果たすとともに，それらの調

査成果は有効に活用され，社会へ広く発信することことが求められている。当センターで

も調査時の現地での説明会，ホームページなどを通じて情報の公開を図るとともに，大学

がおこなう社会へ向けたさまざまな行事のさいには，尊攘堂を利用して過去の発掘調査に

よる出土資料を公開している。この年次報告もこうした情報発信の一端を担うものと考え

ている。

　また第Ⅱ部の紀要においては，京都大学保管の石棒の紹介とそれをめぐる遺跡調査の経

緯，植物種実の検出法の開発，構内出土の植物遺存体から求めた炭素１４年代の検討，文献

に見られる羽束郷に関する解釈の再検討，などをテーマとした多彩な論考が収められてい

る。ご高覧いただきご批判をお願いしたい。

　なお，この年報で報告した調査を進めるにあたっては，学内学外の多くの関係者および

調査機関からご指導とご協力を賜った。第４章の病院構内の調査については，業務協力関

係の一環として，京都市埋蔵文化財研究所が発掘を実施し，その資料整理の結果を報告し

ていただいたものである。また，これらの発掘調査を実施する上で，多くのご協力を賜っ

た，京都大学の施設部，医学部の関係各位には，ここに厚くお礼申し上げる次第である。

　さらに，２０１３年３月をもって，文化財総合研究センターの発展・運営に尽力された清水

芳裕教授が定年退職される。氏は，昭和５４年４月に埋蔵文化財センター（当時）助手に着

任されて以来，一貫して京都大学構内遺跡の調査・研究に携わる一方で，土器の胎土分析

による産地同定研究において，考古学界をリードしてきた。氏のご恩・ご尽力に深く感謝

するとともに，今後の一層のご発展をお祈りしたい。

　　２０１３年３月

 京都大学文化財総合研究センター長　　　　　
 上　原　真　人　



ii

例　　　言

１　本年報は，京都大学構内で２０１０年４月１日から２０１１年３月３１日までに発掘，整理作業

をおこなった埋蔵文化財調査と保存の報告，および京都大学文化財総合研究センター

における研究成果をまとめたものである。

２　国土座標にしたがって一辺５０ｍの方形の地区割りをして，遺跡の位置を表示した。

３　層位と遺構の位置については，国土座標第Ⅵ座標系（日本測地系，ｘ＝－１０８,０００　ｙ

＝－２０,０００）が（Ｘ＝２,０００　Ｙ＝２,０００）となる京都大学構内座標により表示した。

４　遺構の略号は，奈良文化財研究所の方式にしたがって，井戸：ＳＥ，土坑：ＳＫのよ

うに表示し，各調査ごとに通し番号を１から付した。

５　遺物には，遺跡の調査名を示すローマ数字と，調査ごとの通し番号を１から付した。

　　この遺物番号は，本文，実測図，写真を通じて表示を統一した。

　　Ⅰ：京都大学北部構内ＢＧ３４区の発掘調査

　　Ⅱ：京都大学医学部構内ＡＱ１８区の発掘調査

　　Ⅲ：京都大学病院構内ＡＪ１６区の発掘調査

　　Ⅳ：京都大学本部構内ＡＴ２５区の立合調査

　　（例　Ⅰ１：京都大学北部構内ＢＧ３４区出土遺物１番）

６　原則として，遺物の実測図は縮尺１鍬４，遺物の写真は約１鍬２に統一した。他の縮尺のも

のは，それぞれに縮尺を明記した。

７　参考文献は，本文中に〔著者名　発表年〕の形式で表わし，巻末に一括した。

８　古代・中世土師器の型式分類は，とくにことわりがない場合，『京都大学埋蔵文化財調

査報告Ⅱ』（１９８１年）にしたがっている。

９　本文の執筆者名は各章の初めに列記した。また，遺物の撮影は，それぞれ報告者が担

当した。

10　編集は，笹川尚紀が担当し，清水芳裕，千葉豊，伊藤淳史，冨井眞，磯谷敦子，柴垣

理恵子，長尾玲，菊池倫世が協力した。
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第１章　２０１０年度京都大学構内遺跡調査の概要

上原真人　　清水芳裕　　笹川尚紀　

　１　調査の経過

　京都大学文化財総合研究センターは，吉田キャンパスおよび附属施設の敷地内における

建物の新営やそのほかの掘削工事に際し，予定地の埋蔵文化財調査を，既知の遺跡との関

係や過去の調査結果により，発掘・試掘・立合にわけて実施している。２０１０年度には，以

下のように発掘調査１件，立合調査１１件を実施した（括弧内は図版１および表３の地点番

号）。

　
発掘調査　医学部附属病院先端医療機器開発・臨床研究センター新営（病院構内ＡＪ１６区）
 （第４章，図版１－３６６）
立合調査　楽友会館改修（吉田南構内ＡＬ２２区） （第１章，図版１－３６７）
　　　　　iCeMS研究実験棟新営ほか（本部構内ＡＹ２３区） （第１章，図版１－３６８）
　　　　　物理国際先端研究棟関連（北部構内ＢＧ３４区） （第１章，図版１－３６９）
　　　　　学生寄宿舎Ａ棟等改修（熊野寮ＡＡ１７区） （第１章，図版１－３７０）
　　　　　旧演習林事務室改修（北部構内ＢＧ３３区） （第１章，図版１－３７１）
　　　　　松の木切り株除去（吉田南構内ＡＰ２３区） （第１章，図版１－３７２）
　　　　　農学研究科環境制御型特定網室新営（北部構内ＢＨ２９区） （第１章，図版１－３７３）
　　　　　総合研究６号館西側電気設備ほか（本部構内ＡＸ２９区） （第１章，図版１－３７４）
　　　　　南部食堂排水設備改修（医学部構内ＡＬ１６区） （第１章，図版１－３７５）
　　　　　高次脳機能総合研究センターＭＲＩ開発室改装（ＺＹ１６区） （第１章，図版１－３７６）
　　　　　百周年時計台記念館周辺環境整備（本部構内ＡＴ２５区） （第５章，図版１－３７７）
資料整理　物理国際先端研究棟新営（北部構内ＢＧ３４区） （第２章，図版１－３５７）
　　　　　医学部学生会館新営（医学部構内ＡＱ１８区） （第３章，図版１－３５８）

　２　調査の成果

　前節で掲げた発掘調査のうち，整理を終えたものについて，その成果を略述する。なお，

北部構内ＢＧ３４区，医学部構内ＡＱ１８区の発掘調査については，第２章・第３章において，

本部構内ＡＴ２５区の立合調査については，第５章において詳述しているので，それぞれ参

照されたい。また，病院構内ＡＪ１６区の発掘調査は，京都市と京都大学との間で進められ

た業務協力事業の一環として，京都市埋蔵文化財研究所によって実施され，その成果を第

４章に報告していただいた。

　北部構内ＢＧ３４区　　北部構内北東部に位置し，北白川追分町遺跡に含まれる。調査の



結果，中世後期における大規模な砂取り穴が検出された。そうした砂取りの作業によっ

て，古代の遺構が少なからず壊されてしまったことが想定される。このような活動が終了

して程なく，耕地化が展開され，かつ南北に伸びる道路ＳＦ１が設けられた公算が大きい。

道路ＳＦ１は，１６世紀ごろに構築されたものの，白川の洪水を契機にして，同世紀のうち

にその利用が放棄されるにいたった可能性が強い。中世後期における土地利用の変遷がお

およそおさえられ，それゆえにこの付近一帯の開発過程を考えていくうえで，欠かすこと

のできない素材となるといえる。　

　医学部構内ＡＱ１８区　　医学部構内北辺に位置し，吉田橘町遺跡の一部に相当する。調

査の結果，中世前期における多くの柱穴，井戸，溝，土器溜，集石遺構などが確認された。

くわえて，調査区の北東壁際からは，同時期の白川道の路面南端部分が検出されるにいた

っている。白川道沿いに雑舎がならんでいた状況がうかがわれ，当時のそのあたりの景観

をおさえていくうえで，重要な材料になるといえよう。

　病院構内ＡＪ１６区　　病院東構内北西部に位置し，聖護院川原町遺跡の範囲に含まれる。

調査の結果，中世に関しては，円形土坑群および１３世紀代の土師器などにもとづき，宅地

に利用されていた可能性が示唆されている。また，西端部では南北方向の河川が検出され

るにいたっている。近世になると，その河川は埋没し，一帯は耕地として活用される。東

から西へ，耕作面が段々になって下がっていくことが確かめられている。なお，京都帝国

大学附属病院にまつわる遺物の詳細な観察，および考察がおこなわれており，医療の変遷，

近代窯業史などを追究していくうえで，興味深い情報を提供しているといえる。

　以上のように，本年度は，とくに中世について大きな成果が得られた。いずれにかんし

ても，今後十分に検討を深めていく余地が残されており，研究がさらに進展することで，

あらたな事実が明らかになることが期待される。 

２

２０１０年度京都大学構内遺跡調査の概要
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第２章　京都大学北部構内ＢＧ３４区の発掘調査

千葉　豊　　笹川尚紀

　１　調査の概要

　本調査区は，京都大学北部構内の北東辺に位置し，北白川追分町遺跡に含まれる（図版

１－３５７）。ここに，物理国際先端研究棟の新営が計画されたため，周辺地域の調査成果を

勘案して発掘調査を実施した。調査期間は，２００９年１１月３０日から２０１０年４月１５日，調査面

積は１１５２釈である。

　本調査区の周辺では，南側に隣接する２２１地点で中世から近世の耕作地や道路状遺構，古

代の溝などの遺構が見つかったほか，大学構内では類例の乏しい９世紀後半から１０世紀の

土器・陶器・瓦が多数見つかっている。また南西に位置する１２・１６・１２３地点や西に位置

する２９９地点では，縄文時代の遺物が多数見つかるとともに，１２３地点では縄文中期末に編

年される竪穴住居跡２軒も発見されている。

　こうした既往の調査成果から，縄文時代および古代における遺跡の広がりや，中世の道

路状遺構の北への展開などに特に留意しつつ，縄文時代から近世に至る土地利用の変遷を

明らかにすることを目的として調査をおこなった。

　発掘調査の結果，中世におこなわれた大規模な砂取りによって，それ以前の遺跡は大き

く失われていたが，中世の耕作に関わる畝溝群や南の調査地点から続く道路状遺構などを

検出した。出土遺物は，中世の遺物を中心に縄文時代から江戸時代に及び整理箱８６箱を数

えた。

　本章は，第１～第３節・第４節１・第５節１を千葉，第４節２～６・第５節２を笹川が

分担執筆し，両名で調整をおこなった。

　２　層　　　位

　地表面の標高は，調査区北東隅で６６．３杓，南西隅で６５．７杓をはかり，北東から南西へゆ

るやかに傾斜する地形である。調査区南北畔と東西畔の層位を図１・２に示す。

　第１層から第１４層までが歴史時代の堆積物で，上から順に，表土・攪乱（第１層），灰

色土１（第２層），灰色土２（第３層），赤褐色土１（第４層），褐色土１ａ（第５層），褐

色土１ｂ（第６層），褐色土２（第７層），褐色土３ａ（第８層），褐色土３ｂ（第９層），
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図１　調査区南北畔の層位　縮尺１鍬８０



５

0 4m

図２　調査区東西畔の層位　縮尺１鍬８０
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赤褐色土２（第１０層），暗灰褐色土１（第１１層），暗灰褐色土２（第１２層），暗赤褐色土（第

１３層），黒灰色土（第１４層）となる。

　第１層の表土・攪乱は大学に関連する整地土などである。第２層～第４層は近世・近代

の耕作関連の堆積である。第２層の灰色土１は粘性が強く，第３層の灰色土２は鉄・マン

ガンの斑紋が目立つ。第４層の赤褐色土１は，鉄やマンガンの沈着層で固くしまってい

る。畦畔の確認はできていないが，これらの特徴から判断して，第２～第４層は水田の耕

作土およびその床土層と判断する。

　第５層～第１０層は中世後半の耕作関連の堆積物である。第５層～第９層の褐色土は，全

体で層厚５０尺前後をはかり，発掘では上・中・下の３層に分離して調査をおこなった。第

５層・第６層が褐色土上層，第７層が褐色土中層，第８層・第９層が褐色土下層に対応す

る。第１０層の赤褐色土２は鉄・マンガンの沈着層で固くしまっており，この層の上面で南

北方向に伸びる多数の畝溝を検出した。第６層の褐色土１ｂ，第９層の褐色土３ｂも鉄・

マンガンの斑紋に富んでいる。

　第１１層の暗灰褐色土１は砂取り穴の埋土を覆っている。堆積構造が観察されないので，

整地土である可能性が高い。第１２層の暗灰褐色土と第１３層の暗赤褐色土は，調査区南辺で

のみ確認された堆積物で，暗赤褐色土は固くしまっている。これらも耕作関連の地層であ

ろう。第１４層の黒灰色土は古代の堆積物で，土師器・陶磁器が出土した。

　第１５層の黒色土は腐植に富む，いわゆる黒ボク土である。上層に堆積する黒灰色土との

層界は漸移的であるが，第１５層のほうは黒みが強く，また砂粒の混入が少ないという特徴

が見られた。出土した遺物は多くないが，古代の須恵器とともに，縄文土器の細片が出土

している。これらの遺物を層中で明瞭に分離できてはいないが，周辺地区の堆積状況も勘

案すると〔千葉１９９８〕，黒色土は縄文～古代までの堆積物である可能性が高いと理解してい

る。

　第１６層以下が先史時代の確実な堆積物であるが，中世の砂取りによって大半を失われて

おり，堆積が認められたのは調査区東辺，南辺，および西端であった。上から順に暗褐色

砂質土（第１６層），灰白色粗砂１（第１７層），灰褐色砂質土（第１８層），灰白色粗砂２（第

１９層）となる。これらは，砂取りの対象となった堆積物である。第１８層の灰褐色砂質土は，

やや土壌化している。南に隣接する２２１地点では，同一層と思われる地層から縄文時代早

期の押型文土器が出土しており，砂取り穴埋土から出土している押型文土器（Ⅰ１・Ⅰ２）

は本来この層に包含されていた可能性がある。 
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　３　遺　　　構

　砂取り穴およびそれ以前の遺構（図版２，図３上）　 　中世後半におこなわれた砂取り

は調査区の約７割におよぶ大規模なもので，この活動がおよんだ範囲の砂取り以前の遺構

は失われている。砂取りが及ばなかった範囲は調査区の四周にみられたが，古代～中世前

半までの遺構は調査区南辺から東南辺に偏って見つかった。

　ＳＸ４は東西に長い土坑で，東端は攪乱で失われている。北西側が砂取りによって切ら

れている状況から判断すると，北へさらに延びる溝状の遺構であった可能性もある。埋土

に黄褐色の粘質土を含み，９世紀後半の土器・陶磁器類や瓦を含んでいた。

　ＳＸ５は幅１杓の南北に伸びる溝状の遺構で，南端は調査区外へと続いている。検出長

は２．５杓である。

　ＳＸ７は幅１～１．５杓前後の東西に延びる溝状の遺構で西端は砂取り穴によって切られ

ている。ＳＸ８は，ＳＸ７の北に位置する溝状の遺構。幅０．３～０．２杓，長さ２．８杓。

　調査区の７割におよぶ砂取りは，下層に堆積する白色系の砂（いわゆる白川砂）の採取

を目的としたものである。もっとも深いところで，検出面からの深さ２．５杓をはかる。そ

の下層は砂礫層となっており，良質な砂が採取できないため，掘削を断念したものとみら

れる。砂取り穴は南に隣接する２２１地点でも見つかっており，調査区周辺が白川砂の大規

模な採取地であったことが明らかとなった。

　砂取り穴埋土は，古代・中世の遺物を多数含む。そのうち，年代がもっとも新しい遺物

は，Ｆ２類の土師器皿である（Ⅰ８６）。砂取り穴の上部に構築されている遺構の年代も総合

して，砂取りのおこなわれた時期は，１５～１６世紀ごろと判断する。

　これらの遺構のほかに，調査区東辺南よりの地点で，円形の土坑を数基検出している。

時期を決定できる遺物は出土していないが，埋土が黒灰色土であることから，古代の遺構

の可能性が高い。

　中世の溝群（図版４，図３下）　 　砂取り穴を覆う第１１層（暗灰褐色土１）は，堆積構

造が観察されないので自然堆積ではなく，整地土であった可能性が高い。この上部に，中

世後半の耕作土・褐色土（第５～第９層）が形成される。この褐色土は，調査区東辺Ｙ＝

２７６５付近にみられる西落ちラインの西側，調査区南辺Ｘ＝２２１０付近にみられる北落ちライ

ンの北側，すなわち一段低い面にのみ認められた。このラインは，砂取り穴の東端のライ

ンおよび南端のラインとおおむね一致しているので，これが段差の形成に影響を与えたも

遺　　　　構
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図３　古代～中世の遺構　縮尺１鍬４００
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図４　道路ＳＦ１の変遷　縮尺１鍬３００
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のと考えられる。この褐色土を掘削したのち，第１０層（赤褐色土２）の上面で，多数の溝

を検出した。

　溝は南北方向にはしり，北端は調査区外へと続き，南端は東西方向にはしる溝にぶつか

るか，ないしはその手前で収束している。幅は，細いもので０．２杓，太いもので０．６杓をは

かるが，おおむね０．３～０．４杓のものが多く等間隔に並んでいる。方位を真北から約６度東

に振っている。耕作に伴なう，いわゆる畝溝とみてよいだろう。

　畝溝の南端を限る東西方向の溝は，幅０．４杓前後。東端はＹ＝２７５７．５付近にあり，西端は

道路ＳＦ１にぶつかって収束している。

　道路ＳＦ１（図版２・３，図３～５）　 道路ＳＦ１は，調査区西辺をおおよそ南北方向

にはしる。本調査区の南側，２２１地点で検出された道路ＳＦ１と接続する〔千葉１９９８〕。ま

た，調査区外となる北側では，北西方向にゆるやかに曲がっていく可能性が強い。

　道路ＳＦ１は，逆台形に地面を掘り下げ，幅約２～４杓の路面を造成している。調査の

際には，溝状の落ち込みｂ層（ＳＸ３）を完掘したのち，最下面にいたるまで，３回にわ

けて掘り下げをおこなった。その結果，３枚の路面を確認することができた。

　最初期の路面は，地表面から約１～１．２杓近く逆台形に掘り下げ，その下底面の幅３～

３．５杓を路面としている（図版３－１，図４上）。路面は叩きしめて構築されており，全体

的にきわめて固い（ｌ層）。南北に伸びる轍状の凹みがみとめられ，また拳大の礫を含む土

を充填してそれを補修したとみられる痕跡があった。路面および斜面の大部分は，砂取り

穴の埋土を切っており，道路ＳＦ１は，大規模な砂取りがおこなわれた後に設けられたこ

とがおさえられる。

　次の段階の路面は，拳大の礫が敷きつめられており（ｈ・ｊ層），一種の舗装がおこな

われていたことが把握される。そのような石敷は，Ｘ＝２２２０以南でとりわけ密になってい

る（図版２－２，図４中）。

　最後の路面は，ｈ・ｊ層の上に灰色土（ｉ層）を盛ってつき固めたものとなる（図版２

－３，３－２，図４下）。この部分からは，Ｆ２類の土師器（Ⅰ２２３）が検出されている。路

面中央から西端の大半では，灰色土（ｉ層）からなる硬化部分が残っておらず，流水によ

る堆積と判断できる灰白色砂（ｆ・ｇ層）が広がっていた。この灰白色砂は，２２１地点で

検出された流路ＳＲ１に該当すると思われる。白川の洪水に伴って堆積したものととらえ

られ，その結果，最終的に造成された路面が削り流されてしまったと想定される。つまる

ところ，こうした洪水によって，道路としての利用は放棄されるにいたったのではないか
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と理解できるのである。なお，東端および西端には，南北方向に伸びる溝が検出されてお

り，側溝であったとも考えられるものの，詳細は不明とせざるをえない。

　道路ＳＦ１の造成年代については，先にも述べたように，砂取り穴掘削以降で，第８層

が道路堆積物の上部を覆っているので，それより古いことも確実である。そうすると，道

路が造成された時期は，第９層～第１１層の時期に絞られる。既述したように，第９・１０層

は耕作土で，第１１層は整地層である。整地によって，耕作地が造成された可能性が高く，

道路もこの一連の過程とほぼ同時に造成されたと理解する。

　砂取り穴の埋土からは，Ｆ２類の土師器皿（Ⅰ８６）が検出されている。また，第８層以

下，ＳＦ１を覆うａ層～ｅ層からは，近世の遺物は出土しない。これらのことを総合する

と，ＳＦ１は１５世紀後半～１６世紀ごろ，造成された公算が大きいと判断される。

　ＳＦ１廃絶後に，この上に構築された遺構についても，ここで解説しておく（図６上）。

　ＳＸ３（ｂ層）はＳＦ１を埋積する凹み状の遺構である。この埋土を除去したのちｃ層

（灰黄色土）の上面で，ｂ層を埋土とする動物の足跡を多数検出した（図版４）。残りの

よいものでは，偶蹄目の蹄の形状をなしている。耕作に使われたウシの足跡であろう。

　ＳＤ１・ＳＤ４は西側，ＳＤ２は東側を南北にのびる溝。両者は，北端では４．２杓の間隔

をあけるが，南端では２杓と狭くなっている。ＳＥ３・４・６はＳＤ２の西側，ＳＥ５は

東側で見つかった野壺。ＳＥ３は底面に黄色粘土を貼り，木桶を設置したとみられる痕跡

が残っていた。ＳＤ１・４とＳＤ２のあいだが道路であり，道路脇に野壺が設置された可

能性が考えられるが，路面と判断できるような硬化面は認められなかった。下層の道路と

異なり，耕作地の間を抜ける畦道程度のものが通じていたのであろうか。北端で検出され

たＳＸ１は，不定形な落ち込みで，ＳＤ２を切っている。

　近世・近代の遺構（図版４，図６下）　 　第４層（赤褐色土１），第５層（褐色土１ａ）

上面，およびＳＦ１の最上部で検出した遺構を図６下に示した。おもな遺構として野壺・

土坑・柱穴などがある。

　野壺は，調査区の北西辺で，ＳＥ１・ＳＥ２・ＳＥ７・ＳＥ９を検出した。ＳＥ１は漆

喰製の野壺で，西側は調査区外である。ＳＥ２を切っている。ＳＥ２とＳＥ７は同じ位置

にある野壺で，ＳＥ７が一回り大きく，ＳＥ２へ作り替えたものと判断した。ＳＥ２は壁

体および底面を黄白色の粘質土を用いて構築していた。ＳＥ９は遺存状況がよくないが，

埋土から漆喰の破片が出土するので，壁体には漆喰を用いていたと復元できるが，最下部

に円形の石組みを構築していた。湧水のある地層ではないので，水溜め状の施設と理解し
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図６　道路ＳＦ１廃絶後の遺構（上），近世～近代の遺構（下）　 縮尺１鍬４００

遺　　　　構



ておく。

　調査区北西隅で検出したＳＫ１は，東西６杓，南北４杓におよぶが，ともに調査区外へ

と広がっている大規模な落ち込みである。拳大から一抱え以上の大きさをもつ多数の礫と

ともに，石仏，題目石，土器・陶磁器類が出土した。明治１６年の一銭銅貨が出土しており，

近代における廃棄土坑であると考えられる。

　ＳＫ２～ＳＫ８とした小規模な土坑は，調査区東半に分布する。これらは赤褐色土１を

埋土とする。一方，調査区全域で多数見つかった柱穴は，灰色土を埋土としている。

　４　出　土　遺　物

　１　先史時代の遺物（図版５，図７・８）

　本来の位置を保っていないが，歴史時代の遺物包含層から縄文～弥生時代の遺物が出土

しているので，実測図と写真を掲げて解説を加える。

　Ⅰ１～Ⅰ３は，縄文早期の押型文土器。いずれもネガティブな楕円文を施しているが，

Ⅰ１は円形に近く，Ⅰ２・Ⅰ３は横長の形態をしている。Ⅰ１は大川式，Ⅰ２・Ⅰ３は大

川式～神宮寺式に比定しておく。南に隣接する２２１地点でも，同時期の土器が６点出土し

ており，調査区周辺においてこの時期の遺跡の存在に留意する必要がある。

　Ⅰ４～Ⅰ７は縄文中期の土器。Ⅰ４・Ⅰ５は撚糸文施文か。Ⅰ６は口縁部直下に２段左

撚縄文を施して，その下端を結節沈線で画している。Ⅰ７はＤ字形の刺突列を２段めぐら

し，斜行する沈線を施している。

　Ⅰ８～Ⅰ１３は縄文後期の土器。Ⅰ８は胴部片で蛇行沈線ないしは横長の区画文を描い

て，２段左撚縄文を充填している。Ⅰ９・Ⅰ１０は垂下沈線と縄文の組み合わせ，Ⅰ１１とⅠ

１２は垂下あるいは斜行する多条の沈線文を施している。Ⅰ１３は胴部全面に縄文（２段左撚）

を施す。いずれも後期前半のものである。

　Ⅰ１４は縄文晩期の土器。深鉢の胴部辺で，ケズリの痕跡が認められる。Ⅰ１５は土器底

部。平底で，外面に刷毛目調整が観察される。弥生時代の土器。

　Ⅰ１６～Ⅰ２８は石器類。Ⅰ１６・Ⅰ１７は石鏃。Ⅰ１６は凹基式で抉りが深い。片脚を欠損する。

０．４ｇ。Ⅰ１７は平基式で，両面ともに主剥離面を大きく残す。未製品かもしれない。２．０

ｇ。両例ともサヌカイト製で，肉眼観察では二上山と判断する。

　Ⅰ１８～Ⅰ２５は剥片。Ⅰ２１・Ⅰ２５がチャートであるほかはサヌカイトで，肉眼観察ではい

ずれも二上山と判断する。

１４
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１５

　Ⅰ２６は磨製石斧。基部を欠損する。現存長８．８尺，最大幅５．１尺をはかる。２３６．３ｇ。Ⅰ

２７は磨石・敲石の類。自然石の可能性も残る。３３９．４ｇ。

　Ⅰ２８は石皿の破片で，磨面が残存する。３０６．６ｇ。

　２　古代・中世前期の遺構および包含層出土遺物（図版６，図９・１０）

　ＳＸ４出土遺物（Ⅰ２９～Ⅰ３３）　 　Ⅰ２９・Ⅰ３０は黒色土器椀で，内面を黒色処理するＡ

類に属する。Ⅰ３０は内面を密接に磨き，断面三角形の高台がつく。Ⅰ３１は緑釉陶器。削り

出しの蛇の目高台で，高台底には施釉が認められない。焼成は軟質。京都産と考えられる。

図７　縄文土器（Ⅰ１～Ⅰ３早期，Ⅰ４～Ⅰ７中期，Ⅰ８～Ⅰ１３後期，Ⅰ１４晩期），弥生土器（Ⅰ１５
前期）　 縮尺１鍬２

出　　土　　遺　　物
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図８　石器（Ⅰ１６・Ⅰ１７石鏃，Ⅰ１８～Ⅰ２５剥片，Ⅰ２６磨製石斧，Ⅰ２７磨石，Ⅰ２８石皿）　 縮尺１鍬２（Ⅰ
１６～Ⅰ２５），１鍬３（Ⅰ２６～Ⅰ２８）



１７

Ⅰ３２は緑釉陶器稜椀。器壁は全体的に薄く，口縁は直線的にやや外に開いて立ち上がる。

口縁端部は丸い。高台は高く狭く作られ，やや外に開いている。全面に施釉が認められ

る。東海産の黒笹９０号窯式に比定される。Ⅰ３３は灰釉陶器皿。口縁端部がわずかに外反す

る。猿投産の黒笹１４号窯式に該当する。

　ＳＸ５出土遺物（Ⅰ３４・Ⅰ３５）　 　Ⅰ３４は２段撫で手法のＣ４類，Ⅰ３５は１段撫で面取

り手法のＤ５類の土師器皿。いずれもにぶい橙色を呈する。

　ＳＸ７出土遺物（Ⅰ３６～Ⅰ４２）　 　Ⅰ３６は体部外面に篦削りを施す土師器皿。にぶい黄

橙色を呈する。Ⅰ３７は橙色を呈する土師器高杯の杯部。その内面には，脚部に近いところ

に螺旋暗文，口縁に近いところに斜放射暗文が認められる。また，その外面には，脚部に

近いところに横位の篦削り，口縁に近いところに横撫でが施されている。８世紀代に作製

されたと考えられる。Ⅰ３８は黒色土器椀。内面のみを黒色処理するＡ類。内面は密接に磨

かれており，外面は削りで仕上げられている。

　Ⅰ３９は須恵器の高杯脚部片。灰色を呈し，２段の透かし窓の部分が残る。Ⅰ４０は須恵器

杯Ｂ。高台は低く矮小となり，灰白色を呈する。Ⅰ４１は緑釉陶器。削り出しの円盤状高台

で，焼成は軟質。底部外面には釉を施さない。京都産と判断される。Ⅰ４２は灰釉系陶器。

１２世紀前半の広口瓶で，内面に釉を施す。

　ＳＸ８出土遺物（Ⅰ４３）　 　Ⅰ４３は土師器甕。胴部内面には，丸底にするために指をあ

てた痕跡が認められる。底部から胴部外面にかけては，最終的に横方向の刷毛目調整が施

されている。また，口縁部内外面は横撫でによって仕上げられている。

　黒色土出土遺物（Ⅰ４４・Ⅰ４５）　 　Ⅰ４４は須恵器杯Ｂ。外面は灰色，内面はにぶい橙色

を呈する。Ⅰ４５は須恵器長頸壺の底部片。高台端部の成形は鋭さを欠き，丸みを帯びてい

る。外面は灰褐色を呈する。

　黒灰色土出土遺物（Ⅰ４６～Ⅰ５９）　 　Ⅰ４６は「て」字状口縁手法のＢ１類の土師器皿。橙

色を呈する。Ⅰ４７は土師器高杯の脚部。面取りを施し，橙色を呈する。Ⅰ４８・Ⅰ４９は管状

土錘。Ⅰ４８は橙色，Ⅰ４９はにぶい黄橙色を呈する。Ⅰ５０・Ⅰ５１は土師器甕。前者は内面に

横方向の刷毛目調整が認められる。後者は口縁部内外面を横撫でによって仕上げている。

Ⅰ５２は瓦器小椀。体部内外面に篦磨きを施す。口縁内面の端部付近には沈線がめぐらされ

ている。

　Ⅰ５３は須恵器杯蓋。灰色を呈し，つまみは整った宝珠状となる。天井部外面は回転篦削

りを施し平滑に整える。天井部内面は不定方向に撫でて仕上げている。Ⅰ５４は須恵器杯Ｂ。

出　　土　　遺　　物



高台は低く矮小となり，体部外面には回転篦削りが認められる。灰白色を呈する。Ⅰ５５は

灰色を呈する須恵器杯Ｂ。高台はずんぐりと断面四辺形状となる。底部外面は回転篦削り

を施し，底部内面は撫でて仕上げている。Ⅰ５６は須恵器長頸壺の脚部片。高台は横方向に

張り出し強く踏ん張る。体部には篦削りが認められ，黒灰色を呈する。

　Ⅰ５７は緑釉陶器。高台は削り出して作られており，焼成は軟質。京都産と考えられる。

Ⅰ５８は灰釉系陶器。高台は断面四辺形で貼り付けられている。Ⅰ５９は白磁。体部内面中ほ

どにわずかな段を有する。

　３　中世後期の遺構および包含層出土遺物（図版６・７，図１１～２０・２２～２４）

　砂取り穴埋土出土遺物（Ⅰ６０～Ⅰ２２０）　 　Ⅰ６０・Ⅰ６１は外面篦削り手法のＡ１類の土師

１８
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図９　ＳＸ４出土遺物（Ⅰ２９・Ⅰ３０黒色土器，Ⅰ３１・Ⅰ３２緑釉陶器，Ⅰ３３灰釉陶器），ＳＸ５出土遺
物（Ⅰ３４・Ⅰ３５土師器），ＳＸ７出土遺物（Ⅰ３６・Ⅰ３７土師器，Ⅰ３８黒色土器，Ⅰ３９・Ⅰ４０須
恵器，Ⅰ４１緑釉陶器，Ⅰ４２灰釉系陶器），ＳＸ８出土遺物（Ⅰ４３土師器）



１９

器杯。口縁部に幅広い横撫でを施す。ともに橙色を呈する。Ⅰ６２・Ⅰ６３は暗文を施す土師

器杯。Ⅰ６２には間隔の粗い斜放射文，Ⅰ６３には螺旋文が認められる。ともに橙色を呈する。

Ⅰ６０～Ⅰ６３の土師器は８世紀後半の作製と考えられる。Ⅰ６４～Ⅰ８６は土師器皿。Ⅰ６４は

Ｂ１類，Ⅰ６５はＢ３類，Ⅰ６６～Ⅰ６８はＣ３類，Ⅰ６９・Ⅰ７０はＣ４類，Ⅰ７１はＤ２類，Ⅰ７２～Ⅰ

７６はＤ３類，Ⅰ７７～Ⅰ７９はＤ４類，Ⅰ８０はＤ５類，Ⅰ８１～Ⅰ８３は１段撫で手法のＥ１類，Ⅰ８４

はＥ３類，Ⅰ８５はＥ４類，Ⅰ８６は１段撫で手法のＦ２類。橙色ないしはにぶい黄橙色を呈す

る。Ⅰ７７は口縁部分に煤が付着している。Ⅰ８７～Ⅰ９２は白色の土師器椀。Ⅰ９２の外面には

煤が付着している。Ⅰ９３は白色の土師器皿。轆轤で成型され，底部は削り調整が施されて

いる。Ⅰ９４は須恵器杯Ｂ。高台は低く矮小で，焼成は甘い。灰黄色を呈する。Ⅰ９５は橙色

を呈する土師器高杯の杯部片。内外面ともに横撫でを施す。Ⅰ９６は土師器口縁部片。甕と

思われ，内外面に横撫でが認められる。

図１０　黒色土出土遺物（Ⅰ４４・Ⅰ４５須恵器），黒灰色土出土遺物（Ⅰ４６・Ⅰ４７・Ⅰ５０・Ⅰ５１土師器，
Ⅰ４８・Ⅰ４９土錘，Ⅰ５２瓦器，Ⅰ５３～Ⅰ５６須恵器，Ⅰ５７緑釉陶器，Ⅰ５８灰釉系陶器，Ⅰ５９白磁）

出　　土　　遺　　物
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図１１　砂取り穴埋土出土遺物１（Ⅰ６０～Ⅰ９３・Ⅰ９５・Ⅰ９６・Ⅰ９９・Ⅰ１００土師器，Ⅰ９４須恵器，Ⅰ９７製
塩土器，Ⅰ９８土錘）



２１

図１２　砂取り穴埋土出土遺物２（Ⅰ１０１～Ⅰ１０４土師器，Ⅰ１０５～Ⅰ１０９瓦器，Ⅰ１１０～Ⅰ１４０須恵器）

出　　土　　遺　　物



　Ⅰ９７は製塩土器。外面に叩き調整を施す。内面は口縁端部をのぞき剥落している。橙色

を呈し，胎土中には石英・長石が含まれている。Ⅰ９８は管状土錘。にぶい橙色を呈する。

Ⅰ９９・Ⅰ１００は土師器高杯の脚部。Ⅰ９９は面取りを施さず，橙色を呈する。Ⅰ１００は幅広の

面取りを施し，にぶい橙色を呈する。Ⅰ１０１～Ⅰ１０４は土師器甕。Ⅰ１０１・Ⅰ１０４は胴部外面

に縦方向，胴部内面に横方向の刷毛目調整を施し，口縁部内外面を横撫でで仕上げている。

Ⅰ１０２は胴部外面に縦方向の刷毛目調整を施すものの，胴部内面は刷毛目調整を撫でて消

し去っている。また，口縁内外面は横撫でで仕上げている。Ⅰ１０３は胴部外面に縦方向，口

縁部および胴部内面に横方向の刷毛目が認められる。口縁部外面は横撫でを施すものの，

製作の初期段階において器面を整えるために付された縦方向の刷毛目が部分的に明瞭に見

受けられる。Ⅰ１０５～Ⅰ１０９は瓦器椀および鍋。Ⅰ１０９は口縁端部が内側に屈曲し，内面に

は横方向の刷毛目調整が施されている。

　Ⅰ１１０～Ⅰ１２２は須恵器杯蓋。Ⅰ１１２・Ⅰ１１３・Ⅰ１１５～Ⅰ１２１は口縁端部の下方に伸びる部

分が断面三角形状を呈する。Ⅰ１１４は天井部が平坦となり，口縁部に屈曲を有する。Ⅰ１２１

は口縁端部の下方に伸びる部分を折り曲げ状にする。Ⅰ１１５・Ⅰ１１８のつまみはともに偏平

であるものの，前者の頂部はわずかに突出させている。Ⅰ１１３は灰白色，Ⅰ１２２は灰黄褐色，

それ以外はすべて灰色を呈する。Ⅰ１２３～Ⅰ１２６は須恵器杯Ａ。Ⅰ１２４は底部が平坦で体部

は直線的に伸びる。体部の立ち上がる屈曲部に篦削りを施す。Ⅰ１２５は平坦な底部から直

線的に立ち上がり，口縁端部を丸くおさめる。底部内面には中央まで回転撫でをめぐらせ

ている。Ⅰ１２６は底部が平坦で体部の立ち上がりに丸みをもつ。いずれも灰白色を呈する。

Ⅰ１２７～Ⅰ１４５は須恵器杯Ｂ。Ⅰ１２７・Ⅰ１２８は高台の踏ん張りがやや強い。前者は灰色，後

者は灰白色を呈する。Ⅰ１２９～Ⅰ１３１は高台が断面四辺形状となる。Ⅰ１３１は屈曲部に篦削

りによる調整を施す。いずれも灰色を呈する。Ⅰ１３２～Ⅰ１４５は高台が低く矮小となる。Ⅰ

１４０は底部内面に回転撫でを施す。Ⅰ１４５は体部が直線的に伸び，口縁端部を丸くおさめる。

Ⅰ１３４・Ⅰ１３５・Ⅰ１３８・Ⅰ１３９は焼成が悪く灰白色を呈しているものの，その他はすべて灰

色となっている。Ⅰ１４６・Ⅰ１４７は灰色を呈する須恵器長頸壺口縁部片。ともに口頸部は外

反し，端部は上方につまみ出されている。Ⅰ１４８～Ⅰ１５０は灰色を呈する須恵器長頸壺高台

部片。Ⅰ１５０は強く踏ん張り，端部の成形が丸い。内面には自然釉が厚く付着している。

Ⅰ１５１・Ⅰ１５３・Ⅰ１５４は須恵器すり鉢の破片。Ⅰ１５２は灰色を呈する備前焼すり鉢。５条１

単位のすり目が存する。

　Ⅰ１５５～Ⅰ１８７は緑釉陶器椀皿類。Ⅰ１５５～Ⅰ１７２は削り出しの円盤状高台を有する。焼成

２２
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図１３　砂取り穴埋土出土遺物３（Ⅰ１４１～Ⅰ１５１・Ⅰ１５３・Ⅰ１５４須恵器，Ⅰ１５２備前，Ⅰ１５５～Ⅰ１８７緑釉
陶器）

出　　土　　遺　　物



はⅠ１７１のみ硬質で，その他は軟質。Ⅰ１６６の底部外面には「×」の線刻が施されている。ま

た，Ⅰ１６７の底部外面には回転糸切り痕が認められる。いずれも京都産と考えられる。Ⅰ

１７２は素地で，焼成は硬質。削り出しの円盤状高台を有する。底部外面には回転篦削りお

よび「×」の線刻が確認される。また，底部内面には重ね焼きの痕跡がうかがわれる。Ⅰ

１７３～Ⅰ１７６は削り出しの蛇の目高台を有する。焼成はⅠ１７３のみ軟質で，その他は硬質。

いずれも京都産とみなしうる。Ⅰ１７７・Ⅰ１７８は削り出し高台を有し，円盤状・蛇の目のい

ずれかに該当すると目される。Ⅰ１７９は削り出しの輪高台で，その高さは低い。Ⅰ１７７～Ⅰ

１７９はいずれも焼成が軟質で，京都産と認められる。Ⅰ１８０は貼り付け高台で，幅が狭くて

高くやや外に開く角高台となっている。焼成は硬質。東海産の黒笹９０号窯式と推測される。

Ⅰ１８１は貼り付けの三角高台を有する。濃緑色の釉が施されており，焼成は硬質。近江産

と考えられる。Ⅰ１８２～Ⅰ１８４は貼り付けの輪高台で，焼成はいずれも硬質。Ⅰ１８５～Ⅰ１８７

は椀。焼成はⅠ１８５のみが硬質で，その他は軟質。Ⅰ１８７は体部が内彎して立ち上がり，口

縁端部がやや外反する。削り出しの円盤状高台になると思われ，京都産に比定しうる。

　Ⅰ１８８～Ⅰ１９８は灰釉陶器。Ⅰ１８８～Ⅰ１９１は猿投産の黒笹１４号窯式の皿。いずれも内面に

灰釉が施されている。Ⅰ１９０は角高台で体部が厚手に作られ，口縁端部がわずかに外反し

ている。また，体部外面には削りの痕跡が認められる。Ⅰ１９２・Ⅰ１９３は猿投産の黒笹９０号

窯式の椀。ともに内面に刷毛塗りによって施釉されており，口縁端部がわずかに外反する。

Ⅰ１９４～Ⅰ１９６は椀皿類。Ⅰ１９４は東濃産の折戸５３号窯式。高台は貼り付けで三日月状を呈

する。底部内面には融着を防ぐため高台接地面に灰釉を施してはいない。Ⅰ１９５は断面三

角形の貼り付け高台を有する。猿投産で１１世紀末ごろに位置づけられる。Ⅰ１９７・Ⅰ１９８は

壺ないしは瓶の底部片と思われる。Ⅰ１９７は内面がにぶい赤褐色を呈する。Ⅰ１９８は強く踏

ん張る高台を有している。

　Ⅰ１９９は蛇の目高台を有する中国産の陶器。体部下端に篦削りを施す。Ⅰ２００～Ⅰ２０２は

青磁椀皿類。Ⅰ２０２は外面に蓮弁文が認められる。Ⅰ２０３～Ⅰ２１５は白磁椀皿類など。Ⅰ２０５

は内面見込み部分の釉を輪状に掻き取っている。Ⅰ２０９・Ⅰ２１０は内面に片切彫りの文様を

もつ皿。Ⅰ２１０は底部の釉を施釉した後に削り取っている。Ⅰ２１１は壺ないしは水注の口縁

部片と思われる。口縁端部を口禿とする。Ⅰ２１３～Ⅰ２１５は口縁部が玉縁となる椀。

　Ⅰ２１６は暗緑灰色を呈する管玉。両面穿孔で孔径は４～４．５勺を測る。孔内面は平滑。Ⅰ

２１７～Ⅰ２１９は砥石。Ⅰ２１７はにぶい褐色，Ⅰ２１８は灰黄色，Ⅰ２１９は灰色を呈する。Ⅰ２２０は

用途不明の青銅製品。

２４

京都大学北部構内ＢＧ３４区の発掘調査



２５

図１４　砂取り穴埋土出土遺物４（Ⅰ１８８～Ⅰ１９８灰釉陶器，Ⅰ１９９陶器，Ⅰ２００～Ⅰ２０２青磁，Ⅰ２０３～Ⅰ
２１５白磁，Ⅰ２１６管玉，Ⅰ２１７～Ⅰ２１９砥石，Ⅰ２２０青銅製品）

出　　土　　遺　　物



　ＳＦ１石敷出土遺物（Ⅰ２２１・Ⅰ２２２）　 　Ⅰ２２１は灰釉陶器底部片。貼り付け高台で，

焼成は硬質。内面に重ね焼きの痕跡が認められる。Ⅰ２２２は白磁底部片。

　ＳＦ１東半硬化部出土遺物（Ⅰ２２３～Ⅰ２２８）　 　Ⅰ２２３はＦ２類の土師器皿。にぶい橙色

を呈する。Ⅰ２２４は白色を呈する土師器小椀。Ⅰ２２５は緑釉陶器。焼成は硬質で，外面に篦

書きによる文様が認められる。Ⅰ２２６は青磁底部片。高台は断面四角で，その内部は抉り

がやや浅い。畳付およびその内側は露胎となる。Ⅰ２２７は青磁水注。注口部片のため全体

像は不明。Ⅰ２２８は鎹。

　ＳＦ１上部下層出土遺物（Ⅰ２２９～Ⅰ２４７）　 　Ⅰ２２９・Ⅰ２３０はＦ１類，Ⅰ２３１・Ⅰ２３２は

Ｆ２類の土師器皿。Ⅰ２２９・Ⅰ２３２は淡橙色，Ⅰ２３０・Ⅰ２３１はにぶい橙色を呈する。Ⅰ２３３は

白色を呈する土師器椀。Ⅰ２３４は灰色を呈する須恵器杯Ｂ。高台は断面四辺形状となる。

Ⅰ２３５は灰色を呈する大型の須恵器甕。口縁端部に面をもたせる。Ⅰ２３６は灰色を呈する須

恵器すり鉢。口縁端部が上方に突出する。

　Ⅰ２３７は緑釉陶器。畳付の内側の部分がわずかに窪んでいる。焼成は硬質。Ⅰ２３８は内面

に灰釉が付着する山茶椀。底部外面に回転糸切り痕が認められる。平安時代末期のものと

考えられる。Ⅰ２３９は灰釉陶器底部片。貼り付けの三角高台を有する。Ⅰ２４０は天目の底部

片。蛇の目高台を有する。中国産の可能性が高い。Ⅰ２４１は古瀬戸の卸皿。底部外面に回

転糸切り痕が認められる。Ⅰ２４２・Ⅰ２４３・Ⅰ２４６は青磁椀皿類。Ⅰ２４４は青白磁の蓋。頂部

中央に四足の動物を配する。Ⅰ２４５・Ⅰ２４７は白磁。Ⅰ２４５は口縁端部を口禿とする皿。Ⅰ

２４７は高台部外面を直に，内面を斜めに削っている。

　ＳＦ１上部中層出土遺物（Ⅰ２４８～Ⅰ２５５）　 　Ⅰ２４８は白色の土師器小椀。Ⅰ２４９はＦ１

類，Ⅰ２５０はＦ２類の土師器皿。前者はにぶい橙色，後者は浅黄橙色を呈する。Ⅰ２５１は灰釉

陶器。高台は貼り付けで，断面二等辺三角形状となる。東山７２号窯式に比定される。Ⅰ

２５２は山茶椀。断面三角形状の貼り付け高台を有する。Ⅰ２５３・Ⅰ２５４は古瀬戸。後者は卸皿

で，底部に回転糸切り痕が認められる。Ⅰ２５５は青磁皿。体部外面下半および底部内外面

を露胎とする。体部はゆるやかに内彎し，口縁端部はやや外反する。

　ＳＦ１上部上層出土遺物（Ⅰ２５６～Ⅰ２６０）　 　Ⅰ２５６～Ⅰ２５８は白色の土師器椀。Ⅰ２５９・

Ⅰ２６０は灰釉陶器。Ⅰ２５９は東濃産の折戸５３号窯式に比定される。　

　ＳＸ１出土遺物（Ⅰ２６１・Ⅰ２６２）　 　Ⅰ２６１は白色の土師器小椀。Ⅰ２６２は白磁。

　ＳＸ２出土遺物（Ⅰ２６３）　 　Ⅰ２６３は信楽焼の捏ね鉢。

　ＳＸ３出土遺物（Ⅰ２６４～Ⅰ２７３）　 　Ⅰ２６４はＢ３類の土師器皿。にぶい黄橙色を呈する。

２６

京都大学北部構内ＢＧ３４区の発掘調査



２７

図１５　ＳＦ１石敷出土遺物（Ⅰ２２１灰釉陶器，Ⅰ２２２白磁），ＳＦ１東半硬化部出土遺物（Ⅰ２２３・Ⅰ２２４
土師器，Ⅰ２２５緑釉陶器，Ⅰ２２６・Ⅰ２２７青磁，Ⅰ２２８鎹），ＳＦ１上部下層出土遺物（Ⅰ２２９～Ⅰ
２３３土師器，Ⅰ２３４～Ⅰ２３６須恵器，Ⅰ２３７緑釉陶器，Ⅰ２３８山茶椀，Ⅰ２３９灰釉陶器，Ⅰ２４０天目，
Ⅰ２４１古瀬戸，Ⅰ２４２・Ⅰ２４３・Ⅰ２４６青磁，Ⅰ２４４青白磁，Ⅰ２４５・Ⅰ２４７白磁），ＳＦ１上部中層
出土遺物（Ⅰ２４８～Ⅰ２５０土師器，Ⅰ２５１灰釉陶器，Ⅰ２５２山茶椀，Ⅰ２５３・Ⅰ２５４古瀬戸，Ⅰ２５５
青磁），ＳＦ１上部上層出土遺物（Ⅰ２５６～Ⅰ２５８土師器，Ⅰ２５９・Ⅰ２６０灰釉陶器）

出　　土　　遺　　物



Ⅰ２６５は白色の土師器椀，Ⅰ２６６は白色の土師器凹み底小椀。Ⅰ２６７は土師器受皿。橙褐色

を呈する。Ⅰ２６８は白色土器の底部片。Ⅰ２６９は灰色を呈する須恵器杯Ｂ。高台は低く矮小

となる。Ⅰ２７０は緑釉陶器。高台部畳付およびその内部には濃緑色の釉が施されてはいな

い。焼成は軟質で，見込みに一条の圏線がめぐる。近江産に比定される。Ⅰ２７１は緑釉陶

器の椀。内外面に濃緑色の釉がかかり，焼成は軟質。口縁端部が外反する。近江産と考え

られる。Ⅰ２７２は白磁。口縁部に管状のものが付着する。Ⅰ２７３は口縁部が玉縁となる白磁

椀。

　ＳＤ２出土遺物（Ⅰ２７４）　 　Ⅰ２７４は白色の土師器椀。

　ＳＤ６出土遺物（Ⅰ２７５・Ⅰ２７６）　 　Ⅰ２７５はＦ１類，Ⅰ２７６はＦ２類の土師器皿。前者は

橙色，後者は浅黄橙色を呈する。

　ＳＥ６出土遺物（Ⅰ２７７）　 　Ⅰ２７７は白色の土師器小椀。

　赤褐色土２上面・溝群出土遺物（Ⅰ２７８～Ⅰ２９０）　 　Ⅰ２７８はＤ２類，Ⅰ２７９はＥ１類，Ⅰ

２８０はＥ３類，Ⅰ２８１はＥ４類の土師器皿。Ⅰ２７８・Ⅰ２７９はにぶい橙色，Ⅰ２８０はにぶい黄橙色，

Ⅰ２８１は橙色を呈する。Ⅰ２８０の口縁端部には煤が付着している。Ⅰ２８２～Ⅰ２８６は白色の土

師器椀および小椀。Ⅰ２８７は白色の土師器蓋のつまみ部分。Ⅰ２８８はかえりのある須恵器

蓋。灰色を呈し，頂部外面には自然釉が付着している。Ⅰ２８９は立ち上がりをもつ須恵器

杯身。灰白色を呈し，体部には自然釉が付着している。Ⅰ２９０は灰色を呈する須恵器杯Ｂ。

高台は低く矮小となる。　

　段差上・溝群出土遺物（Ⅰ２９１～Ⅰ２９３）　 　Ⅰ２９１はにぶい黄橙色を呈するＣ５類の土師

器皿。Ⅰ２９２は灰色を呈する須恵器壺Ｇの底部片。底部外面に回転糸切り痕が認められる。

Ⅰ２９３は青白磁合子の蓋。

　暗灰褐色土１・２出土遺物（Ⅰ２９４～Ⅰ３５８）　 　Ⅰ２９４はＡ２類の土師器皿。橙色を呈し，

口縁端部にまで篦削りを施す。Ⅰ２９５はＢ３類，Ⅰ２９６はＣ３類，Ⅰ２９７はＣ５類，Ⅰ２９８はＤ３

類，Ⅰ２９９・Ⅰ３００はＥ１類，Ⅰ３０１～Ⅰ３０５はＥ３類，Ⅰ３０６～Ⅰ３０８はＥ４類，Ⅰ３０９・Ⅰ３１０

はＦ１類，Ⅰ３１１はＦ２類の土師器皿。Ⅰ３０１・Ⅰ３０２・Ⅰ３１０は口縁端部に煤が付着している。

Ⅰ３１２は橙色を呈するＡ２類の土師器椀。Ⅰ３１３～Ⅰ３２８は白色の土師器小椀および椀。Ⅰ

３２９・Ⅰ３３０は土師器甕。ともに内面に横方向の刷毛目調整が認められる。

　Ⅰ３３１・Ⅰ３３２は須恵器杯Ａ。Ⅰ３３１は底部外面に篦切りによって生じた粘土の凹凸が認め

られる。Ⅰ３３３～Ⅰ３３６は須恵器杯Ｂ。Ⅰ３３３は体部が丸みをもって立ち上がり，口縁端部

がわずかに外反する。Ⅰ３３６は体部が直線的に立ち上がり，高台は断面四辺形状を呈する。

２８
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２９

図１６　ＳＸ１出土遺物（Ⅰ２６１土師器，Ⅰ２６２白磁），ＳＸ２出土遺物（Ⅰ２６３信楽），ＳＸ３出土遺物
（Ⅰ２６４～Ⅰ２６７土師器，Ⅰ２６８白色土器，Ⅰ２６９須恵器，Ⅰ２７０・Ⅰ２７１緑釉陶器，Ⅰ２７２・Ⅰ２７３
白磁），ＳＤ２出土遺物（Ⅰ２７４土師器），ＳＤ６出土遺物（Ⅰ２７５・Ⅰ２７６土師器），ＳＥ６出土
遺物（Ⅰ２７７土師器），赤褐色土２上面・溝群出土遺物（Ⅰ２７８～Ⅰ２８７土師器，Ⅰ２８８～Ⅰ２９０須
恵器），段差上・溝群出土遺物（Ⅰ２９１土師器，Ⅰ２９２須恵器，Ⅰ２９３青白磁）

出　　土　　遺　　物



３０

京都大学北部構内ＢＧ３４区の発掘調査

図１７　暗灰褐色土１・２出土遺物１（Ⅰ２９４～Ⅰ３３０土師器，Ⅰ３３１～３３７須恵器，Ⅰ３３８～Ⅰ３４３緑釉陶
器，Ⅰ３４４～Ⅰ３４６灰釉陶器）



３１

Ⅰ３３７は須恵器片口鉢。口縁部は大きく外反し，その端部は上方へ強く拡張される。１２世

紀後半に位置づけられると思われる。

　Ⅰ３３８～Ⅰ３４２は緑釉陶器椀皿類。Ⅰ３３９は削り出しの蛇の目高台を有し，焼成は硬質。

その他は削り出しの円盤状高台で，焼成は軟質となる。いずれも京都産と考えられる。Ⅰ

３４３は焼成が硬質の緑釉陶器皿。

　Ⅰ３４４～Ⅰ３４６は灰釉陶器。Ⅰ３４４は灰褐色を呈する短頸壺の底部片。猿投産に比定され

る。Ⅰ３４５は高台下半が内彎し，その先端が尖っている。猿投産の黒笹９０号窯式とみなし

うる。Ⅰ３４６は高台下半がわずかに外反する。底部内面には融着を防ぐため高台接地面に

灰釉を施してはいない。東濃産の東山７２号窯式と考えられる。

　Ⅰ３４７は古瀬戸の卸皿。底部外面に回転糸切り痕が認められる。Ⅰ３４８～Ⅰ３５０は白磁。

Ⅰ３４９は見込みを蛇の目釉はぎしている。Ⅰ３５０は口縁部が玉縁となる椀。高台は低い輪状

で内側が斜行する。畳付は外面端部が若干浮いている。体部外面下部から高台外面にかけ

て露胎とし，見込みには沈線をめぐらせている。Ⅰ３５１～Ⅰ３５３は青磁。Ⅰ３５１は合子身。

Ⅰ３５３は底部内面に片切彫りの文様を有する。Ⅰ３５４は青白磁底部片。

　Ⅰ３５５・Ⅰ３５６は砥石。Ⅰ３５６の片側の平坦面には使用による線条痕が認められる。前者は

図１８　暗灰褐色土１・２出土遺物２（Ⅰ３４７古瀬戸，Ⅰ３４８～Ⅰ３５０白磁，Ⅰ３５１～Ⅰ３５３青磁，Ⅰ３５４青
白磁，Ⅰ３５５・Ⅰ３５６砥石，Ⅰ３５７・Ⅰ３５８温石）

出　　土　　遺　　物
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京都大学北部構内ＢＧ３４区の発掘調査

図１９　赤褐色土２出土遺物１（Ⅰ３５９～Ⅰ３９３土師器，Ⅰ３９４・Ⅰ３９５黒色土器，Ⅰ３９６・Ⅰ３９７瓦器，Ⅰ
３９８～Ⅰ４０４須恵器）



３３

浅黄色，後者はにぶい褐色を呈する。Ⅰ３５７・Ⅰ３５８は滑石製の温石。Ⅰ３５７は何らかの文様

を陰刻し，孔を穿っている。

　赤褐色土２出土遺物（Ⅰ３５９～Ⅰ４２２）　 　Ⅰ３５９は外面に刷毛目の痕跡が認められる土

師器。Ⅰ３６０は口縁端部にまで篦削りを施すＡ２類の土師器椀。Ⅰ３６１・Ⅰ３６２はＣ４類，Ⅰ

３６３・Ⅰ３６４・Ⅰ３８６はＤ３類，Ⅰ３６５はＤ５類，Ⅰ３６６はＥ１類，Ⅰ３６７はＥ２類，Ⅰ３６８～Ⅰ３７３

はＥ３類，Ⅰ３７４～Ⅰ３７６はＥ４類，Ⅰ３７７はＦ１類，Ⅰ３７８・Ⅰ３７９はＦ２類の土師器皿。Ⅰ３６７・

Ⅰ３６８・Ⅰ３７５・Ⅰ３７８は口縁端部に煤が付着する。Ⅰ３８０～Ⅰ３８５・Ⅰ３８７～Ⅰ３９３は白色の

土師器小椀および椀。

　Ⅰ３９４・Ⅰ３９５は黒色土器。いずれも内面を黒色処理するＡ類に属する。Ⅰ３９４は断面三角

形の高台がつく。Ⅰ３９５は内面を磨きで，外面を削りで仕上げている。Ⅰ３９６は瓦器鍋，Ⅰ

３９７は瓦器羽釜。

　Ⅰ３９８は須恵器杯蓋。天井部が平坦で口縁部に屈曲を有する。Ⅰ３９９～Ⅰ４０２は須恵器杯

Ｂ。いずれも高台は低く矮小となる。Ⅰ４０３は須恵器壺底部片。灰白色を呈する。Ⅰ４０４は

須恵器片口鉢。口縁端部の拡張が上下に認められる。

　Ⅰ４０５～Ⅰ４０９は緑釉陶器椀皿類。Ⅰ４０６・Ⅰ４０８は削り出しの円盤状高台，Ⅰ４０５・Ⅰ４０７

は削り出しの円盤状高台ないしは蛇の目高台となる。焼成はⅠ４０７のみ硬質で，その他は

軟質。いずれも京都産と考えられる。Ⅰ４０９は内外面に濃緑色の釉が施され，見込みに浅

図２０　赤褐色土２出土遺物２（Ⅰ４０５～Ⅰ４１０緑釉陶器，Ⅰ４１１・Ⅰ４１２・Ⅰ４１５灰釉陶器，Ⅰ４１３灰釉系
陶器，Ⅰ４１４山茶椀，Ⅰ４１６古瀬戸，Ⅰ４１７天目，Ⅰ４１８～Ⅰ４２０青磁，Ⅰ４２１・Ⅰ４２２白磁）

出　　土　　遺　　物



い一条の沈線がめぐっている。焼成は軟質。近江産に比定される。Ⅰ４１０は緑釉陶器香炉。

胴部下部から撥形に外に開く台脚上部にかけての破片となる。焼成は軟質。なお，北部構

内１２地点の発掘調査において，平安時代の包含層から２個体分の緑釉陶器香炉が検出され

ている〔中村１９７４ａ〕。それらのうちの１つは残りがよいものの，これまでその実測図は公

表されてはいない。そこで，ここに図２１として実測図を掲げておくことにする。

　Ⅰ４１１は灰釉陶器。高台は貼り付けで，断面二等辺三角形状を呈する。猿投産の東山７２

号窯式に比定される。Ⅰ４１２は灰釉陶器。東海産で平安時代末ごろと考えられる。Ⅰ４１３は

灰釉系陶器。畳付に籾殻状圧痕が認められる。東濃産で１３世紀代に位置づけられる。Ⅰ

４１４は山茶椀。底部外面に回転糸切り痕が認められる。Ⅰ４１５は猿投産の灰釉陶器蓋。Ⅰ

４１６は古瀬戸前期様式の洗。Ⅰ４１７は古瀬戸後期様式の天目茶椀。Ⅰ４１８～Ⅰ４２０は青磁。Ⅰ

４２０は底部内面に片切彫りの文様を施し，その外面を無釉とする。Ⅰ４２１・Ⅰ４２２は白磁皿。

Ⅰ４２１は口縁端部を口禿とする。

　褐色土３ａ・３ｂ出土遺物（Ⅰ４２３～Ⅰ４６０）　 　Ⅰ４２３はＥ３類，Ⅰ４２４はＥ４類，Ⅰ４２５・

Ⅰ４２６はＦ１類，Ⅰ４２７～Ⅰ４２９はＦ２類の土師器皿。Ⅰ４２３・Ⅰ４２５は口縁端部に，Ⅰ４２７は口

縁端部から体部内外面にかけて煤が付着している。Ⅰ４３０～Ⅰ４３３は白色の土師器小椀およ

び椀。

　Ⅰ４３４～Ⅰ４３６は須恵器杯Ｂ。Ⅰ４３４は高台が低く矮小となり，Ⅰ４３５は断面四辺形状，Ⅰ

４３６は断面三角形状を呈する。Ⅰ４３７は須恵器片口鉢。口縁端部の拡張が上下に認められる。

　Ⅰ４３８・Ⅰ４３９は灰釉陶器。Ⅰ４３８は角高台で，内面に施釉されている。猿投産の黒笹１４

号窯式に比定される。Ⅰ４３９は高台下半が内彎し下端が尖る。内面には高台接地部を除い

て灰釉が施されている。Ⅰ４４０～Ⅰ４４６は古瀬戸。Ⅰ４４０は前期様式の水注，Ⅰ４４１は前期様

式の四耳壺，Ⅰ４４２は中期様式の小壺，Ⅰ４４３は小皿，Ⅰ４４４～Ⅰ４４６は卸皿。Ⅰ４４１は内面が

未調整で，粘土紐輪積み痕を残す。Ⅰ４４２～Ⅰ４４６の底部外面には回転糸切り痕が認められ

る。Ⅰ４４７は天目茶椀の底部片。削り出しの高台を有する。

　Ⅰ４４８・Ⅰ４４９は青磁椀，Ⅰ４５５は青磁底部片。Ⅰ４５０～Ⅰ４５４は白磁。Ⅰ４５０は四耳壺の口

縁部片。Ⅰ４５１は口縁部が玉縁となる椀。Ⅰ４５３は削り出しの低い輪状の高台で，内側が斜
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図２１　北部構内１２地点出土緑釉陶器香炉
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図２２　褐色土３ａ・３ｂ出土遺物（Ⅰ４２３～Ⅰ４３３土師器，Ⅰ４３４～Ⅰ４３７須恵器，Ⅰ４３８・Ⅰ４３９灰釉陶
器，Ⅰ４４０～Ⅰ４４６古瀬戸，Ⅰ４４７天目，Ⅰ４４８・Ⅰ４４９・Ⅰ４５５青磁，Ⅰ４５０～Ⅰ４５４白磁，Ⅰ４５６
青白磁，Ⅰ４５７・Ⅰ４５８砥石，Ⅰ４５９・Ⅰ４６０鉄製品）

出　　土　　遺　　物



行する。畳付は外面端部が若干浮いている。Ⅰ４５４は貼り付け高台で，断面二等辺三角形

状を呈する。Ⅰ４５６は青白磁の底部片。高台内側を露胎とする。

　Ⅰ４５７・Ⅰ４５８は砥石。いずれも浅黄色を呈する。Ⅰ４５９は鉄棒の頭部を環状に作った止め

金具。Ⅰ４６０は環状の飾金具と思われる。

　褐色土２出土遺物（Ⅰ４６１～Ⅰ４８５）　 　Ⅰ４６１はＤ２類，Ⅰ４６２はＤ４類，Ⅰ４６３・Ⅰ４６４は

Ｆ１類，Ⅰ４６５・Ⅰ４６６はＦ２類，Ⅰ４６７はＦ４類の土師器皿。Ⅰ４６３・Ⅰ４６７には口縁端部に煤

が付着している。Ⅰ４６８は白色の土師器小椀。

　Ⅰ４６９・Ⅰ４７０は須恵器杯Ｂ。いずれも高台は低く矮小となる。Ⅰ４７１・Ⅰ４７２は緑釉陶器。

Ⅰ４７１は貼り付けの輪高台で，焼成は軟質。Ⅰ４７２は削り出しの輪高台で，焼成は硬質。内

外面に施釉される。Ⅰ４７３は東濃産の山茶椀。畳付の部分に籾殻状圧痕が認められる。Ⅰ

４７４は華南三彩緑釉陶器で盤の底部片と思われる。内面に波状などの線刻が施されている。

Ⅰ４７５は灰褐色を呈する備前焼すり鉢。７条１単位のすり目が存する。

　Ⅰ４７６・Ⅰ４７７は青磁。Ⅰ４７７は口縁端部がわずかに外反する椀。Ⅰ４７８～Ⅰ４８０は白磁。Ⅰ

４７８は口縁部が玉縁となる椀，Ⅰ４８０は口縁端部を口禿とする椀。Ⅰ４８１～Ⅰ４８３は青白磁。

Ⅰ４８２・Ⅰ４８３は合子蓋。

　Ⅰ４８４は灰黄色を呈する砥石。片側の平坦面には使用による線状の凹みが認められる。

Ⅰ４８５は白色を呈するミニチュアの土製品と思われる。

　褐色土１ａ・１ｂ出土遺物（Ⅰ４８６～Ⅰ５０７）　 　Ⅰ４８６はＤ２類，Ⅰ４８７はＥ１類，Ⅰ４８８

～Ⅰ４９０はＦ１類，Ⅰ４９２はＦ３類の土師器皿。Ⅰ４８８～Ⅰ４９０は口縁端部に煤が付着してい

る。Ⅰ４９１は白色の土師器椀。

　Ⅰ４９３は中国製の青花。見込みに文様を有し，畳付には砂が付着している。１６世紀に位

置づけられる。Ⅰ４９４は瓦器鍋。口縁部は水平方向に張り出し，端部は尖って仕上げられ

ている。体部外面に指押さえ，内面に横位の刷毛目調整が認められる。Ⅰ４９５は東播系の

須恵器椀。平安時代末期のものと考えられる。

　Ⅰ４９６・Ⅰ４９７は緑釉陶器。Ⅰ４９６は貼り付けの輪高台で，焼成は硬質。Ⅰ４９７は削り出し

の蛇の目高台で，焼成は硬質。Ⅰ４９８は灰釉陶器蓋。Ⅰ４９９は灰釉陶器底部片。貼り付けの

三日月高台を有する。Ⅰ５００は陶器小椀。口縁端部に面取りを施している。Ⅰ５０１は古瀬戸

大窯期の天目茶椀。体部は丸みをおび，口縁端部は外反する。体部外面下半を露胎とする。

Ⅰ５０２は青磁底部片。見込みを露胎とし，何らかの文様が刻まれている。胎土は淡赤橙色

を呈する。Ⅰ５０３は口縁部を玉縁とする白磁椀。
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図２３　褐色土２出土遺物（Ⅰ４６１～Ⅰ４６８土師器，Ⅰ４６９・Ⅰ４７０須恵器，Ⅰ４７１・Ⅰ４７２緑釉陶器，Ⅰ４７３
山茶椀，Ⅰ４７４華南三彩緑釉陶器，Ⅰ４７５備前，Ⅰ４７６・Ⅰ４７７青磁，Ⅰ４７８～Ⅰ４８０白磁，Ⅰ４８１
～Ⅰ４８３青白磁，Ⅰ４８５土製品），褐色土１ａ・１ｂ出土遺物（Ⅰ４８６～Ⅰ４９２土師器，Ⅰ４９３青花，
Ⅰ４９４瓦器，Ⅰ４９５須恵器，Ⅰ４９６・Ⅰ４９７緑釉陶器，Ⅰ４９８・Ⅰ４９９灰釉陶器，Ⅰ５００陶器，Ⅰ５０１
天目，Ⅰ５０２青磁，Ⅰ５０３白磁，Ⅰ５０４土錘，Ⅰ５０５青銅製品，Ⅰ５０６硯，Ⅰ５０７砥石）

出　　土　　遺　　物



　Ⅰ５０４は管状土錘。にぶい黄橙色を呈する。Ⅰ５０５は用途不明の青銅製品。Ⅰ５０６は黒灰

色を呈する石硯。Ⅰ５０７は灰黄色を呈する砥石。片側の平坦面には使用による線状の凹み

および線条痕が認められる。

　段差斜面・褐色土出土遺物（Ⅰ５０８～Ⅰ５１０）　 　Ⅰ５０８はＣ３類の土師器皿。Ⅰ５０９は緑

釉陶器。削り出しの輪高台で，焼成は硬質。Ⅰ５１０は古瀬戸前期様式の四耳壺の高台。

　段差上・褐色土出土遺物（Ⅰ５１１・Ⅰ５１２）　 　Ⅰ５１１・Ⅰ５１２は灰釉陶器。Ⅰ５１１は三日

月高台，Ⅰ５１２は高台の断面が二等辺三角形状を呈する。いずれも灰釉は内面に高台接地

部を除いて施されている。

　４　近世以降の遺構および包含層出土遺物（図版７，図２５～３１）

　ＳＫ２出土遺物（Ⅰ５１３～Ⅰ５１９）　 　Ⅰ５１３～Ⅰ５１７はＣ３類，Ⅰ５１８はＣ４類，Ⅰ５１９はＤ２

類の土師器皿。いずれもにぶい黄橙色を呈する。

　ＳＫ３出土遺物（Ⅰ５２０）　 　Ⅰ５２０はＣ３類の土師器皿。にぶい黄橙色を呈する。

　ＳＥ１出土遺物（Ⅰ５２１・Ⅰ５２２）　 　Ⅰ５２１は陶器底部片。Ⅰ５２２は磁器染付の小杯。見

込みに草花文を描く。

　ＳＥ７出土遺物（Ⅰ５２３）　 　Ⅰ５２３は橙色を呈する軟質施釉陶器小皿。内面から口縁部

外面にかけて透明の釉がかけられている。見込みに一条の沈線がめぐる。

　ＳＥ９出土遺物（Ⅰ５２４～Ⅰ５２７）　 　Ⅰ５２４・Ⅰ５２５は陶器。Ⅰ５２６は青磁合子蓋。Ⅰ５２７

は磁器染付。

　赤褐色土１出土遺物（Ⅰ５２８～Ⅰ５６９）　 　Ⅰ５２８～Ⅰ５３１はＣ３類，Ⅰ５３２はＣ５類，Ⅰ５３３・

Ⅰ５３４はＤ３類の土師器小皿。Ⅰ５３４は口縁端部に煤がわずかに付着している。Ⅰ５３５はＣ２

類，Ⅰ５３６～Ⅰ５４４はＣ３類，Ⅰ５４５・Ⅰ５４６はＣ４類，Ⅰ５４７～Ⅰ５４９はＣ５類，Ⅰ５５０はＤ４類

の土師器皿。Ⅰ５３７は口縁端部に煤が付着している。Ⅰ５５１は白色の土師器小椀。Ⅰ５５２～

Ⅰ５５６は土師器受皿。Ⅰ５５７は橙色を呈する土師器高杯の杯部片。内外面ともに横撫でが施

されている。
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図２４　段差斜面・褐色土出土遺物（Ⅰ５０８土師器，Ⅰ５０９緑釉陶器，Ⅰ５１０古瀬戸），段差上・褐色土出
土遺物（Ⅰ５１１・Ⅰ５１２灰釉陶器）
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　Ⅰ５５８・Ⅰ５５９は須恵器杯Ｂ。Ⅰ５５８は焼成が甘く，灰白色を呈する。高台は低く矮小。

Ⅰ５５９は断面四辺形状の高台を有する。体部は直線的にのび，口縁端部を丸くおさめる。

Ⅰ５６０～Ⅰ５６６は緑釉陶器。Ⅰ５６０～Ⅰ５６３・Ⅰ５６５は削り出しの輪高台。Ⅰ５６１・Ⅰ５６３は焼

成が軟質，その他は硬質。Ⅰ５６４・Ⅰ５６６は削り出しの円盤状高台で，焼成はいずれも硬質。

Ⅰ５６７は志野焼の皿。１７世紀初頭のものと考えられる。Ⅰ５６８は青磁椀。口縁端部はわずか

に外反し，体部外面に蓮弁文を有する。Ⅰ５６９は白磁。高台部外面は直に，内面は斜めに削

っている。

　灰色土出土遺物（Ⅰ５７０～Ⅰ５８０）　 　Ⅰ５７０は内面のみを施釉する陶器灯明皿。体部外

面には削りの痕跡が認められる。Ⅰ５７１は陶器底部片。偏平で幅広の削り出し高台を有す

る。Ⅰ５７２は信楽焼のすり鉢底部片。内外全面に鉄泥を塗布する。Ⅰ５７３は五徳。口縁部か

ら体部外面にかけて緑釉を施す。Ⅰ５７４～Ⅰ５７８は磁器。Ⅰ５７６以外は呉須による文様を施

した染付。Ⅰ５７９は泥面子。Ⅰ５８０は大黒天の顔をかたどったガラス製品。裏面に「ヲガワ」

という文字が認められる。

　ＳＫ１出土遺物（Ⅰ５８１～Ⅰ６０３）　 　Ⅰ５８１・Ⅰ５８２は土師器皿。Ⅰ５８２は見込みに圏線

を有する。Ⅰ５８３～Ⅰ５８６・Ⅰ５８８・Ⅰ５８９は陶器。Ⅰ５８３は蓋物の蓋。頂部外面に灰釉を施

す。Ⅰ５８４は内面に灰釉を施す灯明皿。口縁部外面に煤が付着している。Ⅰ５８５は内面に灰

図２５　ＳＫ２出土遺物（Ⅰ５１３～Ⅰ５１９土師器），ＳＫ３出土遺物（Ⅰ５２０土師器），ＳＥ１出土遺物（Ⅰ
５２１陶器，Ⅰ５２２染付），ＳＥ７出土遺物（Ⅰ５２３軟質施釉陶器），ＳＥ９出土遺物（Ⅰ５２４・Ⅰ５２５
陶器，Ⅰ５２６青磁，Ⅰ５２７染付）

出　　土　　遺　　物
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図２６　赤褐色土１出土遺物（Ⅰ５２８～Ⅰ５５７土師器，Ⅰ５５８・Ⅰ５５９須恵器，Ⅰ５６０～Ⅰ５６６緑釉陶器，Ⅰ
５６７志野，Ⅰ５６８青磁，Ⅰ５６９白磁）
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釉を施し，見込みに２個の目跡が認められる。Ⅰ５８６は椀。畳付のみ露胎とする。Ⅰ５８８は

鍋。口縁部内面および体部外面下半を露胎とし，その他の部分に灰釉を施す。体部下半に

は煤が付着している。Ⅰ５８９は環状の把手が付く鍋。口縁部内面および体部外面下位を露

胎とする。Ⅰ５８７は土師質の焜炉。体部内面には煤が付着し，またその外面には「鍬田製」

という刻印が認められる。Ⅰ５９０～Ⅰ５９８は磁器の皿・蓋・椀。Ⅰ５９５は底裏に呉須による

銘が存するものの，破損のため最後の「製」しか把握することができない。

　Ⅰ５９９は砥石。灰赤色を呈する。Ⅰ６００～Ⅰ６０２は石仏。いずれも花崗岩製で，舟形光背

に如来坐像を浮き彫りしている。Ⅰ６０３は題目塔。花崗岩製の角柱で，上端は四周を除い

て原形を保ち，下部は折損する。３面に日蓮宗の題目である「南無妙法蓮華経」を刻む。た

だし，欠損のため，もっとも残りのよい面で「華」の上部までを確認しうるにすぎない。

残る１面には「嘉慶二二」と刻まれており，一番下の「二」の右横にもまた文字の存在が

認められる。冒頭の「嘉慶」は北朝の年号ととらえてよかろう。嘉慶３年（１３８９）２月９

日に康応に改元されている点を踏まえると，「嘉慶二二」は嘉慶２年２月のことを指し示し

ていると考えられる。

　表土出土遺物（Ⅰ６０４～Ⅰ６１１）　 　Ⅰ６０４は土師器壺の口縁部片。Ⅰ６０５は須恵器杯蓋。

器形は全体的に丸みを帯び，体部外面に回転撫で，天井部外面に回転篦削りを施している。

Ⅰ６０６・Ⅰ６０７は須恵器杯Ｂ。高台はそれぞれ断面四辺形状のもの，低く矮小なものとなる。

Ⅰ６０８・Ⅰ６０９は陶器蓋。Ⅰ６０８は白色の胎土に透明釉がかかる。頂部に花文が施されてい

る。Ⅰ６１０は泥面子。Ⅰ６１１はガラス製の小瓶。「大学目薬」「参天堂薬房」という文字が認め

られる。

　５　瓦　　類（図版８，図３２～３４）

　軒丸瓦（Ⅰ６１２～Ⅰ６１９）　 　Ⅰ６１２は長岡宮式７１３３Ａｂ型式軒丸瓦。中房の蓮子１＋４

図２７　灰色土出土遺物（Ⅰ５７０・Ⅰ５７１・Ⅰ５７３陶器，Ⅰ５７２信楽，Ⅰ５７４・Ⅰ５７５・Ⅰ５７７・Ⅰ５７８染付，
Ⅰ５７６磁器，Ⅰ５７９泥面子，Ⅰ５８０ガラス製品）

出　　土　　遺　　物



個が「＋」状に接続する。丸瓦部凸面には縦方向の削り調整が施され，凹面には布目痕が

残る。灰色～橙色を呈し焼成は硬質。ＳＸ４出土。Ⅰ６１３は複弁八葉蓮華文軒丸瓦。瓦当

面には自然釉の付着が認められる。また，瓦当裏面には指押さえの痕跡が残る。薄灰色を

呈し焼成は硬質。西賀茂角社西群瓦窯産と考えられる。ＳＸ４出土。

　Ⅰ６１４は単弁蓮華文軒丸瓦。間弁が蓮弁に接着する。黒灰色を呈し焼成は硬質。瓦当部
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図２８　ＳＫ１出土遺物１（Ⅰ５８１・Ⅰ５８２・Ⅰ５８７土師器，Ⅰ５８３～Ⅰ５８６・Ⅰ５８８・Ⅰ５８９陶器，Ⅰ５９０～
Ⅰ５９８磁器，Ⅰ５９９砥石）
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と丸瓦部を一体に作る一本造り技法による。平安時代中期に位置づけられる。砂取り穴埋

土出土。Ⅰ６１５は単弁蓮華文軒丸瓦。Ⅰ６１４と同様に間弁が蓮弁に接着する。灰色を呈し焼

成は硬質。一本造り技法により，平安時代中期の瓦とみなしうる。段差上・赤褐色土２出

図２９　ＳＫ１出土遺物２（Ⅰ６００・Ⅰ６０１石仏）　 縮尺１鍬８

出　　土　　遺　　物



土。　

　Ⅰ６１６は単弁蓮華文軒丸瓦。中房に蓮子が存在しない。灰色を呈し焼成は硬質。１１世紀

後半から１２世紀初頭の瓦と考えられる。褐色土３ａ・３ｂ出土。Ⅰ６１７は単弁蓮華文軒丸瓦。
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図３０　ＳＫ１出土遺物３（Ⅰ６０２石仏，Ⅰ６０３題目塔）　 縮尺１鍬８
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間弁をもたず，子葉は短い直線で表現される。瓦当裏面には指押さえの痕跡が残る。灰色

を呈し焼成は硬質。１１世紀後半から１２世紀初頭の瓦と判断される。砂取り穴埋土出土。Ⅰ

６１８は宝相華文軒丸瓦。橙色を呈し焼成は軟質。平安時代末期の播磨産の瓦と考えられる。

赤褐色土１出土。Ⅰ６１９は右巴文軒丸瓦。外区の珠文が大粒となる。瓦当面に自然釉が付

着する。薄灰色を呈し焼成は硬質。播磨産の可能性が高い。道路ＳＦ１石敷より出土。

　軒平瓦（Ⅰ６２０～Ⅰ６３２）　 　Ⅰ６２０は唐草文軒平瓦。中心飾をＣ字対向形とし，左右に三

転する蕨手の反転部分に楔形の副葉を配置する。唐草文は簡略化されている。凹面には布

目の痕跡が残る。灰色を呈し焼成は硬質。いわゆる平安宮式軒瓦となり，その作製は９世

紀の年代が与えられる。砂取り穴埋土出土。Ⅰ６２１は唐草文軒平瓦。中心飾をＣ字対向形

とし，主葉は反転しない。凸面は全体にわたって縦位の削りを幅広く施すものの，布目圧

痕がところどころに認められる。凸面押圧技法による。なお，凹面には布目の痕跡が残

る。灰色を呈し焼成は硬質。９世紀後半の栗栖野瓦窯産とみなしうる。ＳＸ４出土。

　Ⅰ６２２は唐草文軒平瓦。凸面に削りの痕跡が認められ，凹面には布目の痕跡が残る。灰

色を呈し焼成は硬質。１０世紀初頭の小野瓦窯産と考えられる。ＳＤ４出土。Ⅰ６２３は均整

唐草文軒平瓦。唐草は左右から中央に向かっており，枝葉の先端が分枝する。けれども，

その一方が界線に接しているがゆえに，飛雲文状を呈している。凹面には瓦当上縁まで布

目圧痕が認められ，凸面では指圧痕が顕著となる。黒灰色～灰白色を呈し焼成は硬質。『平

安京古瓦図録〈図録篇〉』の４６７番と同笵ないしは同文と思われ，１１世紀後半の製品として

位置づけられる。砂取り穴埋土出土。

　Ⅰ６２４はトンボ形を呈する中心飾りをもつ軒平瓦。そのような中心飾りの左右には，巴

文が配されていたと推測される。瓦当面が平瓦に対して鈍角をなす。灰色を呈し焼成は硬

図３１　表土出土遺物（Ⅰ６０４土師器，Ⅰ６０５～Ⅰ６０７須恵器，Ⅰ６０８・Ⅰ６０９陶器，Ⅰ６１０泥面子，Ⅰ６１１
ガラス製品）

出　　土　　遺　　物



質。１２世紀中葉の瓦と判断される。褐色土２出土。Ⅰ６２５は宝相華文軒平瓦。瓦当角は鈍

角で，半折り曲げ技法で作られている。凹面には瓦当上縁まで布目圧痕が確認される。茶

白色を呈し焼成は軟質。平安時代後期の瓦とみなしうる。道路ＳＦ１上部中層出土。Ⅰ

６２６・Ⅰ６２７は硬化した唐草文を配する軒丸瓦。瓦当折り曲げ式で，Ⅰ６２６の凹面には布目圧

痕が残る。Ⅰ６２６は黄灰色，Ⅰ６２７は灰色を呈し，焼成はともに軟質。１２世紀の栗栖野瓦窯

産と考えられる。前者はＳＫ１，後者は赤褐色土２より出土。

　Ⅰ６２８は巴文を配する軒平瓦。半折り曲げ技法で作られ，凹面には瓦当上縁まで布目圧

痕が残る。橙色を呈し焼成は軟質。砂取り穴埋土出土。Ⅰ６２９～Ⅰ６３２は剣頭文軒平瓦。い
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図３２　軒丸瓦（Ⅰ６１２～Ⅰ６１９）
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ずれも上下幅の狭い瓦当面に，こぶりの剣頭文を配する。Ⅰ６２９は笵が浅く，文様がはっき

りしない。Ⅰ６３２には，瓦当上縁から２本の篦記号が確認される。Ⅰ６２９・Ⅰ６３１は灰白色，

Ⅰ６３０は褐灰色，Ⅰ６３２は橙色を呈し，焼成はいずれも軟質。瓦当折り曲げ式で，いずれも

図３３　軒平瓦（Ⅰ６２０～Ⅰ６３２）

出　　土　　遺　　物



１３世紀の年代が与えられる。Ⅰ６２９・Ⅰ６３０は褐色土２，Ⅰ６３１は砂取り穴埋土，Ⅰ６３２は道

路ＳＦ１上部下層より出土。

　平瓦・緑釉瓦・塼（Ⅰ６３３～Ⅰ６３７）　 　Ⅰ６３３は凸面に縦縄叩きを施す平瓦。凹面は布
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図３４　平瓦（Ⅰ６３３～Ⅰ６３５），緑釉瓦（Ⅰ６３６），塼（Ⅰ６３７）
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目を丁寧に擦り消している。広端部中央やや右寄りに２本の篦記号が認められる。砂取り

穴埋土出土。Ⅰ６３４は凸面に縦縄叩きを施す平瓦。くわえて，凸面には横方向の糸切痕が

みうけられる。凹面は縦方向に撫でており，布目を擦り消している。広端部には斜線の篦

記号が施されている。砂取り穴埋土出土。Ⅰ６３５は凸面に横縄叩きを施す平瓦。広端部に

は１本の篦記号が確認される。段差上・溝群より出土。

　Ⅰ６３６は緑釉瓦。釉は凸面にかけられ，かつ粗い縄叩きが施されている。暗灰褐色土１・

２出土。Ⅰ６３７は塼。原形をとどめている２面に縄叩きが認められる。道路ＳＦ１上部下

層より出土。

　６　銭　　貨（図３５）

　Ⅰ６３８は開元通宝。武徳４年（６２１）初鋳の唐銭。道路ＳＦ１上部下層より出土。Ⅰ６３９

は咸平元宝ないしは治平元宝。前者は咸平元年（９９８），後者は治平元年（１０６４）初鋳。い

ずれも北宋銭。ＳＸ２出土。Ⅰ６４０は祥符元宝。大中祥符元年（１００８）初鋳の北宋銭。砂

取り穴埋土出土。Ⅰ６４１は皇宋通宝。宝元２年（１０３９）初鋳の北宋銭。３枚が付着した状

態で出土し，それゆえに残る２枚の銭文は確認しえなかった。褐色土３ａ・３ｂ出土。Ⅰ

６４２は熙寧元宝。熙寧元年（１０６８）初鋳の北宋銭。褐色土２出土。

　Ⅰ６４３は洪武通宝。洪武元年（１３６８）初鋳の明銭。褐色土３ａ・３ｂ出土。Ⅰ６４４・Ⅰ６４５

は永楽通宝。永楽６年（１４０８）初鋳の明銭。前者は道路ＳＦ１上部下層，後者は褐色土１

ａ・１ｂ出土。Ⅰ６４６は寛永通宝。ＳＫ１出土。Ⅰ６４７は明治１６年の１銭銅貨。ＳＫ１出土。

図３５　銭貨（Ⅰ６３８～Ⅰ６４７）

出　　土　　遺　　物



　５　小　　　結

　１　土地利用の変遷

　縄文時代の堆積物は，中世後半（１５～１６世紀）におこなわれた砂取りによって，かなり

の部分がすでに失われていた。残存する遺物包含層は黒色を呈する腐植土層（黒ボク土）

で，安定した土壌形成がうかがえたが，遺構の検出はなされず遺物も縄文土器小片がわず

かに出土したのにとどまった。調査地点は，縄文時代の活動の中心地からは，はずれてい

た可能性を想定させる調査結果である。

　古代の遺跡も縄文時代の遺跡同様，中世の砂取りによって大半が失われたと想定でき，

調査区南辺で不定型な土坑や小ピットがわずかに見つかったのみである。ただし砂取り穴

埋土からは，古代の遺物が多数見つかっているので，古代の遺跡が本調査区まで及んでい

たことは確かであろう。

　調査地点の土地利用では，中世の段階で大きな変化が訪れる。まず最初に，調査区の７

割前後に達する大規模な砂取りが１５～１６世紀ごろにおこなわれた。砂取りの活動が終了し

たのち，調査地は耕地化し西辺には南北に伸びる道路が設けられた。耕地化と道路の敷設

は，ほぼ同時期である。また砂取りとそれに後続する耕地化のあいだにも大きな時期差を

想定することはできない。砂取り／耕地化／道路敷設は，時間の断絶のほとんどない一連

の活動の所産であった可能性が高い。

　南北に伸びる道路（ＳＦ１）は，すぐ南の２２１地点で検出したものと一連の遺構で，本

調査区北端付近で，西側へゆるやかにカーブしていることが明らかになった。また，流水

による砂の埋積によって廃絶している状況を改めて確認した。

　中世に耕地化した本調査地点は，近世から大学設置直前まで引き続き耕作地として機能

していた。灰色グライ化層や鉄分・マンガン集積層などからみて，遅くとも江戸時代には

水田が営まれていた。

　２　道路ＳＦ１と白川の氾濫

　先に道路ＳＦ１の最終的な路面は，白川の洪水に伴って削り流されてしまった蓋然性が

強いことを指摘した。そこで，こうした点をよりはっきりとさせるために，白川の洪水の

様相について文献史料からおさえておきたいと思う。

　正中２年（１３２５）６月２６日，大雨によって京都に洪水が発生した。『花園天皇宸記』同日

条によれば，白川もまたあふれ，その結果，小家はすべて流され，かつ死者が数多く生ず
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５１

るにいたったという。それから約３ヵ月後，二条道平は北白川のあたりへと向かった。そ

の目的は，６月の大洪水の後，白川のあたりに数十町にわたって広がっていた白沙，すな

わち紀伊の吹上浜のような景色を見物するためであった（１）。ちなみに，『吉田家日次記』永

徳３年（１３８３）７月１３日条から，この洪水の折，浄土寺（左京区銀閣寺町の慈照寺〔銀閣

寺〕のあたりに所在していた寺院）の御堂などが砂のなかに埋もれてしまったことがうか

がい知られる（２）。

　かくして，１４世紀前半の白川の洪水について，諸史料に基づいて概観してきた。管見の

限り，如上の事例は，白川の洪水の実態をもっともよく伝えているのではないかと思う。

つまるところ，白川の洪水の際には，その都度，周辺に大量の白砂がもたらされるにいた

った点をくみ取ることが可能となる。したがって，道路ＳＦ１西半の大部分で検出された

灰白色砂は，白川の洪水によって運ばれてきたととらえてよかろう。

　それでは，その洪水の時期は一体いつごろに求められるのであろうか。前述したよう

に，道路ＳＦ１は１６世紀ごろに造成されたと推測される。また，その上部に堆積したＳＸ

３以下の層からは，近世の遺物をまったく確認しえていない。これら事柄を勘案すると，

道路ＳＦ１を破壊した洪水は，１６世紀代に起こったのではないかと想定される。

　天正６年（１５７８）５月１２日，長雨によって白川をはじめとする諸河川があふれ，京都に

甚大な被害が生じた（３）。白川の洪水によって，白川の在家２０軒ばかりが流され，かつ吉田

神社の前の道・山中路が損壊（４）するなど，惨憺たる状況であったという。あるいは，この

洪水に合致するとみなしてよいのかもしれないが，詳細は不明とせざるをえない。

　道路ＳＦ１は，白川道から分岐していたと解してまず間違いあるまい。くわえて，北西

方向にゆるやかに曲がっていき，田中郷（左京区里ノ前町一帯）に通じていたと推定され

る。中世後期の田中郷には，諸史料から渡辺氏が勢力を扶植していたことがおさえられ

る（５）。地侍・渡辺氏は，たとえば天正元年７月，足利義昭と織田信長の対立の折，前者に

与した渡辺宮内少輔（６）など，政治的な活動を精力的に展開していた。一案として，この渡

辺氏が主体となって，道路ＳＦ１が築かれるにおよんだ可能性を指摘しておきたい。

　なお，江戸幕府京都大工頭・中井家によって作成されたいくつかの地図（７）には，吉田山

のすぐ北西のところで白川道より分かれ，田中村へといたる道路が描き出されている（８）。

もとより，これと道路ＳＦ１との関係が問題となろう。

　先にふれたように，道路ＳＦ１は，１６世紀代に白川の洪水によって，その機能が失われ

てしまったと推測している。よって，道路ＳＦ１と近世の地図にみえる道路とは異なって

小　　　　結



いると解釈したい。詮ずるところ，道路ＳＦ１の利用が放棄された後，それと至近のとこ

ろに，新たに田中郷（村）へと向かう道路が構築されるにいたったのではあるまいか。む

ろん，こうした理解は確実なものとはいいがたく，それゆえに今後の発掘調査の成果をう

けて，なお慎重に検討を積み重ねていくことが肝要となろう。

　なお現地調査と整理作業は，千葉豊と笹川尚紀が担当し，磯谷敦子，下坂澄子，河野

（旧姓・結城）葵，曽根茂，加藤潤，工藤二郎，松崎公哉，高野紗奈江が測量や出土資料

の実測・復元などをおこなった。また，堆積物の観察において辻本裕也氏（パリノ・サー

ベイ株式会社），古代・中世の遺物に関して柴垣勇夫氏（愛知淑徳大学），瓦類に関して上

原真人氏（本学大学院文学研究科）から，貴重なご教示をいただいた。末尾ながら記して

感謝申し上げます。

〔注〕
（１）　 『後光明照院関白記』正中２年９月１９日条（小川剛生「『後光明照院関白記〔道平公記〕』解

題・翻刻・人名索引」〔『調査研究報告』２２，国文学研究資料館文献資料部，２００１年〕）。
（２）　 「去正中年中，自坂本蛇出現之時，如今之洪水在之。浄土寺御堂等埋砂中了」と書きつづら

れている。正中年中（１３２４～１３２６）の洪水については，正中２年６月のそれとみなして大過な
いと考える。なお，『吉田家日次記』に関しては，京都大学文学研究科図書館架蔵の写本（請求
記号：国史／き４／５１）を参照した。

（３）　 『兼見卿記』天正６年５月１２日条，『信長公記』巻１１・「洪水の事」など。
（４）　 『兼見卿記』天正６年５月１２日・２９日，６月２８日条など。
（５）　 『鹿苑日録』天文５年（１５３６）７月２２日条，『兼見卿記』天正１１年１２月１７日条など。なお，『寛

政重修家譜』巻第４８４・「渡辺」を参照。
（６）　 『信長公記』巻６・「真木島にて御降参，公方様御牢人の事」など。
（７）　 「元禄十四年〔１７０１〕実測大絵図」・「天明六年〔１７８６〕京都洛中洛外絵図」（大塚隆編集『慶

長　昭和　京都地図集成　１６１１〔慶長１６〕年～１９４０〔昭和１５〕年』，柏書房，１９９４年），正徳４
年（１７１４）～享保６年（１７２１）の間の状況を表す「京都明細大絵図」（『別冊太陽』８６，１９９４年）
など。

（８）　 諸地図では，この箇所は五叉路として描かれている。現在，その交点と思われる付近には，
嘉永２年（１８４９）５月に建てられた道標（ただし，道路の拡張の際に移動させられており，原
位置を保ってはいない），および鎌倉時代のものと推測される花崗岩製の阿弥陀如来坐像２体
（川勝政太郎『京都の石造美術』，木耳社，１９７２年。天明７年〔１７８７〕成立の『拾遺都名所図
会』巻２・「二躯石仏」の項に，「陵〔後二条院陵―筆者注〕の東，白河道の左傍にあり。二体
共坐像四尺計〔後略〕」と記されている）が存している。
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第３章　京都大学医学部構内ＡＱ１８区の発掘調査

伊藤淳史　

　１　調査の概要

　本調査地点は，医学部構内の北辺に位置し，吉田橘町遺跡に含まれる（図版１－３５８）。こ

こに，医学部学生会館の新営が計画されたため，予定地全面を発掘調査した。調査期間は

２０１０年１月１４日～４月７日，調査面積は８２４釈。出土遺物の総量は整理箱８０箱。

　これまで周辺では多数の調査が実施されており，鎌倉～室町期を中心とする時期の柱穴

や井戸など集落関連の遺構と遺物が豊富に見つかっている。とくに，調査地の小字名は

「女郎花（じょろうげ）」で，藤原北家勧修寺流吉田家の菩提寺「浄蓮華院」旧地との関

連が注意されるところであった。また，調査地北側に接して，中世以来の京から近江への

幹線道のひとつであった志賀越え道（白川道）がはしっている。よって今回は，中世の屋

敷や寺院にかかわる遺構とあわせて，こうした古道関連の遺構存在も予想されるところで

あった。調査の結果，中世前半期を中心とする時期の多数の柱穴や井戸，溝，土器溜や集

石遺構がみつかり，調査区北東壁際では，硬化した礫敷き路面の南縁部が確認された。ほ

ぼ当初の想定通りの成果といえるが，大規模な邸宅や寺院の存在を直接示唆する資料は無

く，街道沿いに雑舎が並ぶ状況が想定されるにとどまった。

　調査は伊藤淳史が担当し，長尾玲が補佐した。また発掘と整理には，北尾敬子・小原紗

貴・河野葵・関屋成彰・竹嶋理絵・中西常雄・中西咲季・新田和央の助力を得た。

図３６　調査地点の位置　左：縮尺１鍬５万，右：縮尺１鍬５０００



　２　層　　　位

　調査区の基本層序について，比較的安定した堆積の確認できる東壁の一部を例示しなが

ら説明する（図３７下段参照）。

　第１層は近代の大学設置以降の盛土。北へ向かうほど厚くなる。

　第２層灰褐色土は，近世の遺物包含層で，主体は近世後半で，今回の調査地点での出土

量は多くない。比較的粘性の強い土壌で，大学設置までの水田耕作土であったとみられる。

　第３層黄灰色土は，中世末期～近世前半期の遺物包含層。層厚は薄く，遺物は細片が少

量含まれるにとどまる。当該時期の耕作土であったものと思われる。
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図３７　調査区東壁層位（図４０－ＤＤ’・ＥＥ’）　 縮尺１鍬４０
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図３８　調査区北壁層位（図４０－ＡＡ’・ＢＢ’・ＣＣ’）　 縮尺１鍬４０

層　　　　位



　第４層茶褐色土は，中世の遺物包含層。砂質土壌で，上辺部に鉄分やマンガンの沈着が

著しく固化している。中世以降に長らく上面が耕作された間は床土層となったのであろ

う。中世全期間にわたる遺物を多く含む。

　第５層暗茶褐色土は，とくに調査区の東南部一帯に厚く堆積が確認できる中世の遺物包

含層。砂質の土壌で，遺物を非常に多く含む。

　第６層淡灰褐色土は，第５層と同様に調査区の東南部一帯に堆積する砂質の土壌。第５

層が漸移的に色調が薄くなり，下部にある第７層の白色砂礫層へと移行していく中間的な

様相を示しており，本来は基盤層の一部ととらえるべきかも知れない。ただし，この層の

上面では遺構検出が難しく，第７層上面まで掘り下げてはじめて確認できた中世遺構も多

い。層中から中世前半期を中心とする遺物が若干出土する。こうした状況から，この第６

層は中世前半期に一定程度撹拌を被った土層と考えている。

　第７層は白色の粗砂やシルト，および砂礫の堆積で，古代以前の摩滅した遺物を微量交

えることもある。平安時代以前に形成された調査区での基盤層である。調査区の東南部一

帯はシルト層が卓越して比較的安定した地盤であるが，北辺は粗砂，西半域は砂礫層が卓

越しており，中世遺構の検出面はかなり不安定である。

　以上のような基盤層の傾向が調査区北～西域の堆積に反映しており，北壁においては東

壁で見たような第５層以下の安定した包含層の堆積はほとんど観察できない（図３８）。北東

域では路面ＳＦ１や溝が形成され，北西域では砂取穴や井戸状の大土坑が砂礫層中に穿た

れている。基盤層はわずかにに東から西へと傾斜する状況であったと思われるが，中世後

半以降，第４層の茶褐色土を切るようにＹ＝１９３５付近とＹ＝１９２５付近に棚田状の段差が形

成されている（同図上段・中段）。前者については，黄灰色土，灰褐色土ともに傾斜がゆ

るやかであるが，後者については階段状に明確な段差が形成されており，段部を保護する

かのように集石ＳＸ４が構築されている。また，この段差に対応する箇所に，灰褐色土を

切って近代以降の大学校舎煉瓦基礎が構築されており，大学設置に際しても当初は旧地形

の棚田状段差を改変することなく利用していたことがわかる。中世以来の古地形が近代以

降まで継承されていた様子がうかがわれる興味深い事例と言えよう。

　３　古代以前の遺物

　基盤の砂礫層や中・近世の遺構中から，微量ではあるが平安時代以前の遺物が採集され

ているので報告しておく（図版１２・図３９）。いずれも周辺一帯からの流入品である。
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　Ⅱ１～Ⅱ５は縄文時代の遺物。Ⅱ１はサヌカイトの凹基式石鏃。一部欠失し，残存長

２．８尺，重さ０．９ｇ。Ⅱ２はΣ字状の押し引き文を施す薄手の土器。前期末の大歳山式。Ⅱ

３は平行する２条の細い沈線文を施す土器。いわゆる生駒西麓産の胎土。晩期前葉ごろの

所産であろうか。Ⅱ４は外面に浅い削痕が認められる粗製土器片。これも生駒西麓産胎土

で，後～晩期の深鉢片であろう。Ⅱ５は突帯を貼り付けた口縁部の小片。わずかに刻みも

施されるようだが，明瞭ではない。晩期後葉の深鉢だろう。Ⅱ６は滑石製模造品。勾玉形

で，やや摩滅している。全長３．７尺，最大厚０．５尺，重さ７．８ｇ。Ⅱ７は須恵器高杯の脚部。

小型品と思われ，これら２点は古墳時代でも後半期の遺物だろう。Ⅱ８は須恵器杯Ｂの底

部。Ⅱ９は土師器甕の口縁部で，端部は短く内側に巻き込む。Ⅱ１０は土師器の小皿で，厚

手の「て」字状口縁。Ⅱ８～Ⅱ１０は平安時代中～後期の所産である。

　以上はすべて混入品とはいえ，縄文時代，古墳時代後半期，平安時代中～後期にやや偏

る傾向があり，周辺遺跡の展開と関連していよう。とくに構内遺跡では初例となる滑石製

模造品は，これらを用いた集落や墳墓の近隣存在を示唆しており，注意される。

図３９　平安時代以前の遺物（Ⅱ１石鏃，Ⅱ２～Ⅱ５縄文土器，Ⅱ６滑石製模造品，Ⅱ７・Ⅱ８須恵器，
Ⅱ９・Ⅱ１０土師器）　 縮尺＝Ⅱ１～Ⅱ６：１鍬２，Ⅱ７～Ⅱ１０：１鍬４

古代以前の遺物



　４　遺　　　跡

　１　中世の遺構（図版９～１１，図４０～４６，表１）

　中世の遺構については，南側の３０８地点で用いた，出土土師器の様相にもとづく以下の大

別４段階の時期区分〔伊藤２００８〕にしたがって，今回も記述する。

　中世１期　一段撫で手法Ｄ類土師器皿が主体で，二段撫でＣ類も少量ともなう。白色系

椀類は未出。平安京編年のⅤ期新～Ⅵ期古〔小森・上村１９９６〕，暦年で１３世紀前半。

　中世２期　一段撫で手法Ｅ類や，白色系椀類が少量出現。凹み底は無い。平安京編年の

Ⅵ期新～Ⅶ期古で，１３世紀後半。

　中世３期　一段撫で手法Ｅ類に，白色系椀類の各種とが組成。平安京編年Ⅶ期新～Ⅷ期

で，１４世紀～１５世紀前半。

　中世４期　　一段撫で手法Ｆ類が主体。平安京編年Ⅸ期，１５世紀後半以降。

　今回は，中世１期と同２・３期とでまとめて全体遺構図を作成した（図４０・４１）。１期

については少量の出土遺物であっても比定しやすいが，２・３期については，白色系椀類

との量比や細部の特徴などに依拠しているため，明確に峻別しがたい場合も多いからであ

る。また根石や礎石を据えたのみで微量の出土遺物しかない柱穴遺構についても，いずれ

の時期か判別できないため，双方の図に示した。なお中世４期については，中世末～近世

の遺構とあわせて後述する（図７８）。

　中世１期の遺構　　井戸８基のほか，大規模な不定形土坑２基（ＳＸ１３・ＳＸ１７），集

石２基（ＳＸ１５・ＳＸ１６），溝状遺構（ＳＤ４８・ＳＤ４９），完形遺物を出土する小形土坑

（ＳＫ３～ＳＫ６）などがある。井戸についてはまとめて後述する。

　不定形土坑ＳＸ１３・ＳＸ１７は，北壁際でみつかった最大径５杓前後検出面からの深さ１

杓程度に達する不定型な掘り込みで，基盤層中の白色粗砂を採取した砂取穴かとみられ

る。ＳＸ１７では上面の窪みに礫や遺物が埋積していた。また，これを囲むように鍵手状に

曲がる浅い溝ＳＤ４９が穿たれており，関連する遺構となるのかも知れない。

　集石ＳＸ１５・ＳＸ１６は，小規模なＳＸ１５と大規模なＳＸ１６とが並列するようにある。前

者は掘り込みをともなわず，遺物もほとんど出土していないが，後者は浅い掘り込みをと

もない整理箱１箱分程度のまとまった土師器類が出土している。礫は大きなものではな

く，拳大～小児頭大程度が主体である。周囲の井戸掘削時などに不要となった礫を廃棄し

たのであろうか。
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図４０　中世１期（１３世紀前半）の遺構　縮尺１鍬３００

遺　　　　跡



　溝状遺構ＳＤ４８は調査区西端で検出された南北方向にはしる落ち込み。１杓近い深さで

西へと下り，内部には粗砂・細砂やシルト・粘土が互層に堆積しており，幾度も流水と滞

水状況を繰り返しながら埋積したものとみられる（図４２下段，図版１１－６）。西側のたちあ

がりは調査区内で確認できていないので，崖状の攻撃面か，大規模な流路の一端が表れて

いる可能性もあるが，南北にきわめて直線的である。上層から２期の，下層から１期の遺

物が出土しており，おおむね１４世紀代には埋没して平坦化していたものとわかる。

　調査区北東辺には，１杓弱四方程度の規模の隅丸方形の浅い方形土坑ＳＫ３～ＳＫ６が

まとまってある。出土遺物は少量だが，完形の土師器皿をともなうことを特徴としてい

る。ほか同種の遺構として，やや規模は小さいがＳＸ１０・ＳＸ１２・ＳＫ８などがある。

　中世２・３期の遺構　　井戸は，全体が確認できたものは１基のみ（ＳＥ２２）。この上

面の窪みは大量の遺物が投棄された土器溜ＳＸ９となっている（図版１０－２）。大規模な遺

構としては，調査区北東部にある東西方向の溝ＳＤ４０～ＳＤ４４，周辺の遺物集中部である

ＳＫ１０～ＳＫ１２・ＳＸ１１，北壁際でわずかに確認できた路面ＳＦ１がある。これらのほか，

多数検出された小規模な土坑やピット群の多くはこの段階の遺物が出土する。

　東西溝ＳＤ４０は，検出面で幅３杓あまり深さ０．８杓程度をはかる断面Ｕ字形の大規模な

溝状遺構。西へは続かずＹ＝１９３５付近でたちあがり途切れる。埋土はきわめて特異で，上

半部を均質な黄色粘土が埋め，下半部を暗褐色の砂質土が占める（図３７上段）。並行しては

しる細く深い溝ＳＤ４３も同様な埋土であるが，ＳＤ４０に切られる。このＳＤ４３はＳＤ４０よ

りも西へ長く続いていたようだが，後世の遺構に切られて全長ははっきりしない。いずれ

も中世３期の遺物が出土している。埋土の様相から，単純な区画溝というよりは，土取り

の遺構を天地返し状に埋め戻したかのような状態と言える。ただし，調査区内では埋土に

みられるような均質な黄色粘土の堆積は確認されない。南側の３０８地点においては，中世

後半期に，こうした均質な黄色粘土が平面的に客土に用いられ堆積しており，関連が注意

される〔伊藤２００８　pp.１０２－１０３〕．

　ＳＤ４２は，調査区北壁際で検出された中世の路面ＳＦ１に並行してはしる浅い東西溝。

内部には砂が埋積し，流水状態にあった様子がうかがわれる。断面で確認すると，ＳＦ１

の路盤を一部壊す関係にあるので，路面が北側に移動したことにともない，先行してあっ

たＳＤ４４からＳＤ４２へと掘り直しが行われた可能性が高い（図４２上段）。これらの溝は，路

面が機能している際は南側側溝の機能を担っていたのであろう。

　ＳＦ１は，拳大程度までの小礫をまじえながら，硬く締まった白色の粗砂で構成される
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図４１　中世２・３期（１３世紀後半～１４世紀代）の遺構　縮尺１鍬３００

遺　　　　跡



路盤層。中世白川道の路面南端が及んだものである。下面には黄色のシルトが薄く堆積す

る。調査区北壁でみる限り，複数枚の路盤層の堆積は確認されないことから，路面は短期

間で調査区の北側へと移動していったものと推測される。そして，側溝状の溝ＳＤ４２やＳ

Ｆ１の上面からは，礫や遺物が大量に投棄された遺構ＳＸ８・ＳＸ１１・ＳＫ１０～ＳＫ１２な

どが検出されている（図３８・４２上段，図版１０－３）。路面移動後の窪みに廃棄物を投棄し，

さらには礫を大量に用いて地盤の安定をはかったものと思われる。こうした礫溜まりや遺

物溜まり，あるいは上述の溝ＳＤ４２からは中世３期の遺物が出土しているので，路面はそ

れに先行する中世１～２期段階，おおむね１３世紀代に機能したものだろう。

　根石・礎石をともなう柱穴群　　２０～３０尺大の平たい石が，調査区全域で多数みつかっ

ている（図版１１－５）。おおむね１．８～２．０杓程度の間隔で列を成すように配されており，石

を内部に据えたピットをともなう場合と，石のみで掘り込みが確認できない場合の双方が

ある。柱穴であることは間違いないけれども，建物を構成するような並びが明確に復元で

きず，西に振れる方位で南北・東西方向の列のみが把握されることから，敷地内部を区画

６２

京都大学医学部構内ＡＱ１８区の発掘調査

図４２　ＳＤ４２・４４畔（図４１－ａａ’），ＳＤ４８南壁（図４０－ｂｂ’）層位　縮尺１鍬４０
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する柵状の構造物ではないかと想定復元している。ただし，石をともなわないピットも多

数あり，石が削平消失していることも想定できるので，ここで復元した以上に多数の柱穴

があったことは間違いなく，簡便な柱立ちの建物が存在していた可能性も当然あり得る。

細別時期を特定できるような遺物をともなわないので，中世１～３期いずれに帰属する遺

構か不明である。西へ大きく振れる方位は，北側をはしる白川道に直交ないし並行するよ

うに意識された結果であろう。中世段階の白川道を意識した土地の区画や施設配置が存在

したことを具体的に示す遺構群といえよう。

　中世の井戸　　今回の調査区内では１１基の井戸ないしその可能性のある遺構を確認して

いる（表１）。このうち，掘形や井筒が明確に把握できた確実な井戸遺構はＳＥ２２～２５・

２７・２８・３０・３１であり，いずれも石組の井筒であった（図４３～４６）。時期は，出土した土

師器から，ＳＥ２２・３２のみ中世３期，ほかはすべて中世１期に比定される。

　以下，それぞれ特筆すべき点を述べておく。ＳＥ２２は，２．５杓四方を越える大きな掘り方

をもち，巨礫を含んだ隅丸方形の井筒を組んでいた。また井筒下には方形に木枠を組んだ

痕跡があり，釘が出土している。埋積後の上面の凹みに整理箱１０箱あまりに及ぶ中世３期

の大量の土器類が遺棄され，遺物溜まりＳＸ９を形成していた（図版１０－２）。ＳＥ２４は，

小礫を密に組んだ小ぶりな井戸で，切り合い関係から，ひとまわり大きく深い井戸ＳＥ２３

へと作り替えられたことがわかる。ただしそれぞれの出土遺物に時期差は認められなかっ

た。ＳＥ２５は，上部が崩落して掘形内に礫が埋積した状態となっており，最下段付近の石

組のみ確認できた。ＳＥ２６も大きな円形掘形をもつ井戸であると想定できたが，中央付近

が管路で深く破壊されており，詳細を知り得なかった。ＳＥ２７・２８・３１は，いずれも検出

時の掘形が２杓前後の小規模な井戸。すり鉢状にすぼまるような掘形にあわせて井筒が組

表１　中世井戸一覧表

遺　　　　跡
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図４３　井戸ＳＥ２２　縮尺１鍬４０
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まれており，深さもあまり無い。これらに対してＳＥ３０は，掘形規模は同様だが井筒の径

が大きく，まっすぐに深く組まれている。ただし円礫が多用されて隙間が多いため，強度

のない構造といえる。ＳＥ２９・３２はそれぞれ調査区の壁面で掘形の一部が確認されたもの

で，詳細は不明である。

　以上の井戸について，底面の標高に注目すると，４８杓以下に達するものと４８．５杓前後の

浅く小ぶりな一群におおよそ大別される。地下水位の変化を反映している可能性と同時に，

湧水点まで掘削した給水用の井戸と溜井状施設という機能の違いも想定しておく必要があ

ろう。同様な違いは西部構内でも指摘される〔伊藤・笹川２０１２〕。また，今回は中世１期

図４４　井戸ＳＥ２３・２４　縮尺１鍬４０

遺　　　　跡
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図４５　井戸ＳＥ２５・２７・３１　縮尺１鍬４０
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の遺構が中心となっており，石組井筒の井戸としては比較的早い段階の事例といえる。漏

斗状の掘形や粗雑な石組が比較的顕著である点は，そうした時期的な特徴を示している可

能性も考えられ，今後の検証課題と言える。

　２　中世の遺物（図版１２～１４，図４７～７７）

　今回の調査で出土した中世の遺物は，さきに遺構の報告で区分した中世１期～３期，暦

年では１３・１４世紀代のものがほとんどであり，中世４期とした１５世紀後半代以降の資料は

きわめて少ない。ここでは遺構および包含層（茶褐色土・暗褐色土など）出土の中世１～

３期の遺物について報告する。出土品については，土師器皿・椀類については完形ないし

それに近いものはすべて呈示し，それ以外の種類については，出土のバラエテイを反映す

るように配慮し，小片であっても抽出して報告した。

図４６　井戸ＳＥ２８・３０　縮尺１鍬４０

遺　　　　跡



　大量出土遺構の計測結果　　遺構のうち，最も大量に遺物が出土しているのは井戸ＳＥ

２２と，その上部の凹地に遺棄された遺物溜ＳＸ９であり，接合前であわせて整理箱１０箱強

に達する。それ以外では，集石１６と井戸ＳＥ２７から整理箱１箱強が出土している程度で，

あとは１箱未満の出土である。これら３遺構については，１／１２以上の残存を基準に口縁

部計測法による計量をおこない，個体数を算出した（図４７）。

　ＳＸ９は，中世３期の遺物内容を示す良好な事例である。当初は下層の井戸ＳＥ２２と時

期差がある可能性も想定して，井筒検出後の出土品と別個に計測した。しかし，両者で接

合関係にある破片も多数あることから，井戸廃棄後の埋積と上部の遺物溜形成はほぼ同時

に成されているとみて，合算した結果を呈示した。大量出土した土師器については，白色

を呈する椀類（以下，白色系椀類と呼称）が２／３を占める。口径６～７尺のいわゆる凹

み底小椀と，口径１１～１２尺程度の薄手の椀がセットを成す。これ以外は，赤褐色～褐色を

呈する皿類（以下，褐色系皿類と呼称する）で，口縁部形態はほぼすべてＥ３類。口径１１尺

程度の製品に集中し，小形品は少ない。なお，注目されるのは，土師器以外の瓦器鍋・羽

釜類が遺存の良い状態で複数出土している点で，ほか須恵器や陶器のすり鉢・椀皿類も目

に付く。土師器椀皿類が圧倒的多数を占めることが通有のこの種の土器溜としては，わず

かではあるが特異さが指摘できる。調査地が煮炊や炊飯の機能に関連する空間であったこ

とを示唆するのであろうか。

　ＳＸ１６とＳＥ２７は，いずれも中世１期の土師器が１箱ほどまとまって出土している。子

細に見ると，ＳＥ２７は褐色系皿類の口径が１３～１４尺と８～９尺に，ＳＸ１６は１１～１２尺と７

～８尺にピークがあり，またＳＥ２７には二段撫で手法Ｃ類の個体が一定量含まれるなど，

法量も型式も明らか様相を違えている。両遺構ともに白色系の椀類はともなっていないの

で，中世１期のなかでの古（ＳＥ２７）新（ＳＸ１６）の違いを示す様相と評価できよう。他

の中世１期遺構についても同様な古新の様相があったことは十分に予想できるが，出土量

が少量でいずれとも決めかねる場合がほとんどであることから，今回は細別の比定は見送

って報告している。

　それでは，以下遺構ごとに，特徴的遺物を中心にしながら報告する。

　ＳＫ３～６・８出土遺物（Ⅱ１１～Ⅱ２９）　 調査区東～東北部の土坑群から出土した遺物

である。中世１期。土師器は，ＳＫ６出土のⅡ２５が白色を呈する受皿であることを除く

と，いずれも褐色系皿類で，一段撫で手法のＤ３類・Ｄ５類が主体。二段撫で手法はみられ

ない。ＳＫ４出土のⅡ２０は東播系の須恵器すり鉢。口唇部はあまり肥厚せずにたちあが
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図４７　出土土師器の計測結果と遺物組成（口径１鍬１２以上の口縁部計測法による）

遺　　　　跡



る。Ⅱ２１は滑石製の石鍋を加工したとみられる板状の石製品。湾曲しており，端面は加工

して平滑に仕上げられている。両平面も工具による削痕や線条痕が多数認められる。温石

ないしは硯への転用をはかったものであろう。Ⅱ２２は角柱状の砥石。黄白色の石材ですり

減って凹んでおり，一つの面に断面Ｖ字状の鋭い線条痕がある。

　ＳＥ２３～２６・２８出土遺物（Ⅱ３０～Ⅱ６５）　 　井戸からの出土遺物。いずれも中世１期。

土師器以外では，白磁を中心とした貿易陶磁，灰釉系陶器などが目に付く。ＳＥ２３出土の

Ⅱ３７は，大きく肩の張る器形の白磁四耳壺で，頸部～胴部上半の破片。外面は全面施釉さ

れ，内面も頸部には施釉が認められる。ＳＥ２５出土のⅡ４６は須恵器甕で，短くたちあがる

口縁外面に不規則な短い線刻がある。焼成がやや甘く，外面は暗褐色，胎土は赤褐色を呈
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図４８　ＳＫ３出土遺物（Ⅱ１１～Ⅱ１４土師器），ＳＫ４出土遺物（Ⅱ１５～Ⅱ１９土師器，Ⅱ２０須恵器，Ⅱ
２１・Ⅱ２２石製品），ＳＫ５出土遺物（Ⅱ２３土師器），ＳＫ６出土遺物（Ⅱ２４・Ⅱ２５土師器）ＳＫ
８出土遺物（Ⅱ２６～Ⅱ２９土師器）
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図４９　ＳＥ２３出土遺物（Ⅱ３０～Ⅱ３２土師器，Ⅱ３３瓦器，Ⅱ３４～Ⅱ３７白磁），ＳＥ２４出土遺物（Ⅱ３８～
Ⅱ４１土師器，Ⅱ４２灰釉系陶器，Ⅱ４３白磁），ＳＥ２５出土遺物（Ⅱ４４・Ⅱ４５土師器，Ⅱ４６須恵器，
Ⅱ４７青磁，Ⅱ４８石製品），ＳＥ２６出土遺物（Ⅱ４９～Ⅱ５４土師器），ＳＥ２８出土遺物（Ⅱ５５～Ⅱ６０
土師器，Ⅱ６１瓦器，Ⅱ６２灰釉系陶器，Ⅱ６３～Ⅱ６５白磁）

遺　　　　跡
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図５０　ＳＥ２７出土遺物（Ⅱ６６～Ⅱ１０６土師器，Ⅱ１０７瓦器，Ⅱ１０８～Ⅱ１１０灰釉系陶器，Ⅱ１１１・Ⅱ１１２白
磁）
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する。東播系の製品であろうか。Ⅱ４８は石鍋で，穿孔が１カ所認められるほか，鍔に一部

装飾状の刻み目が施されている。紐掛けのための加工か，あるいは転用をはかったものか

もしれない。なお，ＳＥ２５からは，ほかに数点の軒瓦を含む瓦類が少量出土しており後述

する。ＳＥ２８出土のⅡ６０は白色を呈する皿。偏平なコースター状の受け皿とは異なり，や

や深めの皿状器形で，厚手の口縁部がそのまままっすぐ上方に立ち上がる特異な形をもつ。

端部に一部煤が付着する。Ⅱ６１は瓦質焼成の小形甕。短く外折する口縁部をもつもので，

類例の乏しい器形と言える。外面は炭素が吸着して薄く黒色を呈するが，内面は黄白色の

素地がそのまま残る。

　ＳＥ２７出土遺物（Ⅱ６６～Ⅱ１１２）　 　先述したように，中世１期でも古相の土師器がまと

まって出土しており，２段撫で手法Ｃ類の皿が一定量存在する。Ⅱ１０５・Ⅱ１０６は褐色系の

受け皿で，Ⅱ１０６は底部中央付近が盛り上がるように歪んでおり，外面に墨が乱雑に付着し

図５１　ＳＥ３０出土遺物（Ⅱ１１３～Ⅱ１１７土師器，Ⅱ１１８・Ⅱ１１９瓦器，Ⅱ１２０青磁），ＳＥ３１出土遺物（Ⅱ
１２１土師器，Ⅱ１２２石製品）

遺　　　　跡



ている。Ⅱ１０７は瓦器椀。厚手で磨きは密であり，口唇部内面がわずかに凹む。楠葉型の

１２世紀代の製品かとみられる。Ⅱ１１０は瓦質の浅鉢形器形で，口縁端部は短く外折し，横撫

でされている。盤の初期的な型式のものであろうか。炭素の吸着は甘く，灰褐色を呈す

る。内面は非常に細かな刷毛調整のち，横位にヘラ磨きされるようで，口縁付近のみに薄

く煤が付着する。外面は粗い篦削りがそのまま残り，器面の凹凸が著しい。

　ＳＥ３０・３１出土遺物（Ⅱ１１３～Ⅱ１２２）　 　中世１期の遺物が少量出土している。ＳＥ３０

出土の土師器皿Ⅱ１１３は一段撫で手法Ｄ６類，Ⅱ１１４・Ⅱ１１５は同Ｅ１類であり，口径もやや

小さめであることから，１期でも新相に比定できる。Ⅱ１１７は黄白色を呈する２段撫で手

法の皿。ＳＥ３１出土のⅡ１２２は滑石製石鍋の底部付近。底面の外面は器表が大部分剥落し

ており，残存部分は煤が分厚く付着する。内面は成形時の削痕がのこる。

　ＳＸ１０・１２・１３出土遺物（Ⅱ１２３～Ⅱ１４４）　 いずれも中世１期の土師器が少量出土して

おり，ＳＸ１２出土のⅡ１３４のように２段撫で手法の褐色系皿も混じる。ＳＸ１３出土のⅡ

１４３・Ⅱ１４４は，白色を呈する皿。

　ＳＸ１６出土遺物（Ⅱ１４５～Ⅱ１６４）　 　集石遺構の内部より整理箱１箱強の遺物が出土し

た。計測結果で先述したが，土師器皿類で見ると中世１期でも新相の内容をもつ。Ⅱ１５６

～Ⅱ１５８は，ほぼ同形同大の土師器受皿だが，Ⅱ１５８のみ白色系で，ほかは褐色系である。

ほかには，瓦器鍋や羽釜，貿易陶磁が少量ともなう。Ⅱ１６４は口縁端部が短く外折する直線

的な器形の椀。１２世紀後葉～１３世紀前葉ごろにかけて頻出するもので，土師器の様相と矛

盾しない。

　ＳＸ１７出土遺物（Ⅱ１６５～Ⅱ１９６）　 調査区北西隅の不定形土坑内から多数の遺物が出土

した。土師器は中世１期の皿類が少量出土したにとどまるが，瓦器鍋や盤，須恵器のすり

鉢など各種製品が遺存の良い状態でまとまって出土しており，廃棄土坑の様相を呈する。

Ⅱ１８０は，口径２２尺をはかる超大形の褐色系土師器皿。端部は一段撫でで面取りする。Ⅱ

１８１は瓦器椀で，炭素の吸着が乏しく暗灰色を呈する。底部は退化して細い紐状となった

高台が貼り付けられ，口縁部は強い横撫でとともに端部を丸く収める。内面にはわずかに

暗文が観察される。特徴から，１３世紀代の和泉型の製品と思われる。Ⅱ１８３は小形の瓦器

羽釜。脚部が貼り付けられていた痕跡があり，三足付きであったとみられる。Ⅱ１８４～Ⅱ

１８６は灰釉系陶器。Ⅱ１８４は，厚手の器壁と緻密な胎土をもつボウル形の椀。外面下半は回

転ヘラ削りしている。特徴や質感は灰釉陶器に近い。これに対してⅡ１８５は薄手の器壁で

直線的な器形の椀で，内外とも回転撫で仕上げ。いわゆる山茶碗の特徴を備えており，高
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７５

図５２　ＳＸ１０出土遺物（Ⅱ１２３～Ⅱ１２５土師器），ＳＸ１２出土遺物（Ⅱ１２６～Ⅱ１３３土師器），ＳＸ１３出土
遺物（Ⅱ１３４～Ⅱ１４４土師器），ＳＸ１６出土遺物（Ⅱ１４５～Ⅱ１５８土師器，Ⅱ１５９・Ⅱ１６０瓦器，Ⅱ
１６１・Ⅱ１６２青磁，Ⅱ１６３・Ⅱ１６４白磁）

遺　　　　跡
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図５３　ＳＸ１７出土遺物（その１）（Ⅱ１６５～Ⅱ１８０土師器，Ⅱ１８１～Ⅱ１８３瓦器，Ⅱ１８４～Ⅱ１８６灰釉系陶器，
Ⅱ１８７瓦器）
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図５４　ＳＸ１７出土遺物（その２）（Ⅱ１８８～Ⅱ１９０須恵器，Ⅱ１９１青磁，Ⅱ１９２～Ⅱ１９４白磁，Ⅱ１９５・Ⅱ
１９６石製品）

遺　　　　跡



台に籾殻の圧痕がみられる。Ⅱ１８６も同種の椀の底部片だが，周囲を規則的に打ち欠いて

いる。Ⅱ１８７は瓦器盤。口縁端部がわずかに内側へ肥厚する。体部中位付近と底部近くの

２箇所に２個以上の焼成後穿孔が観察される。半分たらずが遺存している状況であるの

で，全体でみれば３～４単位の穿孔が施されていた可能性がある。理由は不明である。Ⅱ

１８８～Ⅱ１９０は須恵器すり鉢。Ⅱ１８８・Ⅱ１８９は東播系の特徴をもつが，Ⅱ１９０は系譜不明。ボ

ウル状の丸みを帯びた器形で器壁は薄く，口縁端部は丸く収める。底部は，外周を強く横

撫ですることによって低平な高台を造り出している。内面はすられて平滑になっている。

類似の製品が後述するＳＤ４９から出土している（Ⅱ２２７）。Ⅱ１９１は青磁椀，Ⅱ１９２～Ⅱ１９４は

白磁椀の口縁や底部片。Ⅱ１９２は破片の外周を細かく打ち欠いたかのようにみえる。Ⅱ

１９５・Ⅱ１９６は滑石製石鍋の破片。Ⅱ１９５は内面に縦位の擦り切り分割を試みたような深い線

が刻まれる。Ⅱ１９６も内外ともに再加工時のものと見られる条痕や刺突痕が無数にあるほ

か，穿孔が施されている。

　ＳＤ４８出土遺物（Ⅱ１９７～Ⅱ２０７）　 　調査区西端の溝の埋土のうち，おもに砂礫層から

まとまって出土した。中世１期の褐色系土師器皿類少量のほか，瓦器鍋や盤の破片が出土

している。

　ＳＤ４９出土遺物（Ⅱ２０８～Ⅱ２３３）　 　調査区西部の鍵の手状に屈曲する小溝から出土し

た。中世１期の褐色系土師器皿類を中心とし，白色を呈する皿Ⅱ２２４や受皿Ⅱ２２５・Ⅱ２２６を

含む。Ⅱ２２７はボウル形の器形をもつ須恵器鉢。上述のＳＸ１７出土品（Ⅱ１８４）と器形の特

徴は共通するが，口縁端部はしっかりと面を持ち，また高台も貼り付けた堅固なものとな

っている。Ⅱ２２８～Ⅱ２３２は貿易陶磁。同安窯系とみられる皿Ⅱ２２８～Ⅱ２３１が目立つ。Ⅱ

２３１は口縁端部に黒色物の付着を認める。

　ＳＸ９・ＳＥ２２出土遺物（Ⅱ２３４～Ⅱ４４１）　 　今回の調査で最も大量に遺物の出土した

遺構である。井戸ＳＥ２２の上部に埋積しているのが遺物溜のＳＸ９という関係にあるが，

両者間で接合する個体も多い。口縁部計測法による計量結果は先述した。

　Ⅱ２３４～Ⅱ３６２はＳＸ９出土遺物。中世３期の土師器がまとまって出土しており，Ⅱ２３４

～Ⅱ２６４は褐色系皿類，Ⅱ２６５～Ⅱ３４４は白色系椀類。前者はほぼすべて一段撫で手法Ｅ３類

だが，Ⅱ２６４のみ直線的に口縁部が立ち上がる異質な器形をとる。時期的にやや遡るが乙

訓産とされる土師器皿の特徴に合致する〔小森・上村１９９６　図１７〕。土師器以外では瓦器

が目立ち，鍋Ⅱ３４６～Ⅲ３５０のほか，肩部に花文のスタンプを並列する奈良火鉢Ⅱ３５１も含ま

れる。東播系の須恵器すり鉢Ⅱ３５２～Ⅱ３５４は，いずれも口縁端部が上下に大きく肥厚する
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図５５　ＳＤ４８出土遺物（Ⅱ１９７～Ⅱ２０２土師器，Ⅱ２０３青磁，Ⅱ２０４～Ⅱ２０７瓦器）

遺　　　　跡



形状を示している。Ⅱ３５５は常滑窯産と見られる大甕の口縁部。貿易陶磁では龍泉窯系の

青磁が目立つ。Ⅱ３６０は暗緑色の板状の石材を用いた硯で，片面を平滑にして墨を入れる

円形の深い凹みと浅い海の部分を造り出している。側面はほぼ割ったままの自然な状態で

残される。Ⅱ３６１も硯の一部で，黒色の薄い板状石材を用いている。周囲を線刻で縁取る

ような装飾が認められる。Ⅱ３６２は黄白色の軟質石材による砥石。

　Ⅱ３６３～Ⅱ４４１はＳＥ２２出土遺物。ＳＸ９より土師器は減少し，瓦器鍋や擂り鉢などの大

破片の比率が増えている。Ⅱ３６３～Ⅱ３７０は褐色系皿類。ほとんどがＥ３類だが，Ⅱ３６９は薄
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図５６　ＳＤ４９出土遺物（Ⅱ２０８～Ⅱ２２６土師器，Ⅱ２２７須恵器，Ⅱ２２８～２３１青磁，Ⅱ２３２青白磁，Ⅱ２３３
白磁）
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図５７　ＳＸ９出土遺物（その１）（Ⅱ２３４～Ⅱ２８０土師器）

遺　　　　跡
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図５８　ＳＸ９出土遺物（その２）（Ⅱ２８１～Ⅱ３４４土師器）
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図５９　ＳＸ９出土遺物（その３）（Ⅱ３４５～Ⅱ３５１瓦器）

遺　　　　跡



手で口縁部が斜めに直線的に立ち上がる特異な器形。Ⅱ３７０は受皿。Ⅱ３７１～Ⅱ４１１は白色

系の椀類。Ⅱ３７４・Ⅱ３７５は，底部に撚り紐かとみられるものの圧痕が放射状にみられる（図

版１３）。Ⅱ４１２は白色系の受皿。径５尺足らず器高も１尺に満たない。Ⅱ４１３は土師器の鉢

形土器。俗に塩壺などと呼称されることもあり，粘土紐の積み上げ痕を内外ともに粗く残

している。本部構内などでは多数出土する地点もあるが，今回はこの例が唯一に近い。Ⅱ

４１４～Ⅱ４３１は瓦器。鍋が多数を占め，椀や羽釜は少ない。鍋では，口縁部が水平に近く外

折し，径がやや小さめとなるものが中心となる。Ⅱ４３１は花文のスタンプを施した奈良火

鉢で，口縁は輪花状を呈する。Ⅱ４３３は陶器鉢の口縁。端部は上下に肥厚し，下端は棒状工

具の側面による押捺がめぐる。赤褐色の素地に黄白色の泥漿が全面に厚く掛けられている。
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図６０　ＳＸ９出土遺物（その４）（Ⅱ３５２～Ⅱ３５４須恵器，Ⅱ３５５陶器，Ⅱ３５６灰釉系陶器，Ⅱ３５７～Ⅱ３５９
白磁，Ⅱ３６０～Ⅱ３６２石製品）
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図６１　ＳＥ２２出土遺物（その１）（Ⅱ３６３～Ⅱ４１３土師器，Ⅱ４１４瓦器）

遺　　　　跡
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図６２　ＳＥ２２出土遺物（その２）（Ⅱ４１６～Ⅱ４２２瓦器）
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図６３　ＳＥ２２出土遺物（その３）（Ⅱ４２３～Ⅱ４２８瓦器）

遺　　　　跡
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図６４　ＳＥ２２出土遺物（その４）（Ⅱ４２９～Ⅱ４３１瓦器，Ⅱ４３２須恵器，Ⅱ４３３陶器，Ⅱ４３４～Ⅱ４３７灰釉系
陶器，Ⅱ４３８白磁）



８９

系譜は不明だが，特徴から舶載品の可能性があると考える。Ⅱ４３４～Ⅱ４３７は灰釉系陶器。

Ⅱ４３４は古瀬戸の卸皿で，全面に淡緑色の自然釉がかかる。Ⅱ４３８は白磁口禿の皿。貿易陶

磁の出土は少ない。Ⅱ４３９は滑石製石鍋の底部。約１５杓北側にあるＳＤ４０出土の破片と接

合したが，両破片の間には直線的に切り出されたような隙間が生じる。向かい合う割れ面

の痕跡は同方向に平行していることから，鋸状の工具で擦り切られた可能性が高いと考え

る。Ⅱ４４０・Ⅱ４４１は黄白色を呈する板状石材の砥石。Ⅱ４４０は片面に自然面が残るが，Ⅱ

４４１は両面とも使い込まれている。

　ＳＥ２９・３２出土遺物（Ⅱ４４２～Ⅱ４６１）　 　ともに井戸としては全体を確認し得なかった

遺構からの出土遺物で，中世３期の土師器が出土している。ＳＥ２９出土のⅡ４４２～Ⅱ４４７は

褐色系皿類だが，Ⅱ４４４・Ⅱ４４５・Ⅱ４４７は直線的に口縁部が立ち上がる異質な一群で，乙

訓産の可能性がある。ほかは一段撫でＥ３類。Ⅱ４４８～Ⅱ４５４は白色系椀類。Ⅱ４５５はミニ

チュアの瓦器羽釜で脚付のもの。炭素の吸着が少なく赤褐色を呈し，器壁は厚く外面を丁

寧に磨いている。底部付近には煤の付着を認める。

　ＳＫ１・２・９出土遺物（Ⅱ４６２～Ⅱ４８０）　 　調査区東域の小規模な土坑からの出土遺

物。少量の中世３期の土師器・瓦器がある。Ⅱ４６２～Ⅱ４６６・Ⅱ４７１～Ⅱ４７５は褐色系土師器

皿類で，１段撫で手法Ｅ３類，Ⅱ４６８・Ⅱ４６９・Ⅱ４７６～Ⅱ４８０は白色系椀類。

　ＳＫ１０～１２出土遺物（Ⅱ４８１～Ⅱ５０８）　 　調査区東北辺，路面ＳＦ１沿いの廃棄土坑で，

ＳＤ４０・４４の下層に位置する。ＳＫ１０・１２からは中世３期の土師器や瓦器が比較的まとま

図６５　ＳＥ２２出土遺物（その５）（Ⅱ４３９～Ⅱ４４１石製品）

遺　　　　跡



って出土している。Ⅱ４８１～Ⅱ４８６・Ⅱ５０８・Ⅱ５０１～Ⅱ５０４は褐色系土師器皿類で，Ⅱ４８６・

Ⅱ５００・Ⅱ５０６が１段撫で手法Ｅ４類，ほかはＥ３類。Ⅱ４８７～Ⅱ４９４・Ⅱ５０５は白色系椀類。小

椀はいずれも底部が大きく凹む。Ⅱ４９７は土師器の壺形土器底部とみられ，淡赤褐色の胎

土で，厚手の器壁を持つ。回転台成形で，底部には回転糸切り痕が薄く残る。Ⅱ４９８は陶器

鉢の口縁部。黄白色を呈する。特徴から信楽産の擂り鉢で，卸目が施されるようになる前

の段階の製品であろう。Ⅱ４９５・Ⅱ４９６・Ⅱ５０７・Ⅱ５０８は瓦器鍋と羽釜。Ⅱ５０８のような，

大形で幅広の鍔をもつ羽釜も今回は多数出土している。

　ＳＸ５～７出土遺物（Ⅱ５０９～Ⅱ５３３）　 　調査区東域の小規模な遺物溜まり出土品であ

る。中世３期の土師器や瓦器が少量出土している。ＳＸ７からは褐色系土師器皿類Ⅱ５１５

～Ⅱ５３３のみがまとまって出土し，Ⅱ５３３のみ一段撫でＥ４類，ほかはＥ３類。白色系椀類を

伴わない状況を時間差とみるならば，中世２期に遡る遺構と評価できるかもしれない。

　ＳＸ１１出土遺物（Ⅱ５３４～Ⅱ５６４）　 　調査区東北辺，ＳＦ１沿いの廃棄土坑として，Ｓ
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図６６　ＳＥ２９出土遺物（Ⅱ４４２～Ⅱ４５４土師器，Ⅱ４５５瓦器，Ⅱ４５６須恵器，Ⅱ４５７灰釉系陶器，Ⅱ４５８白
磁，Ⅱ４５９石製品），ＳＥ３２出土遺物（Ⅱ４６０・Ⅱ４６１土師器）



９１

図６７　ＳＫ１出土遺物（Ⅱ４６２～４６７土師器），ＳＫ２出土遺物（Ⅱ４６８・Ⅱ４６９土師器，Ⅱ４７０瓦器），
ＳＫ９出土遺物（Ⅱ４７１～Ⅱ４８０土師器），ＳＫ１０出土遺物１（Ⅱ４８１～Ⅱ４９４・Ⅱ４９７土師器，Ⅱ
４９５・Ⅱ４９６瓦器，Ⅱ４９８陶器，Ⅱ４９９白磁），ＳＫ１１出土遺物（Ⅱ５００土師器）

遺　　　　跡



Ｄ４０・４２の下面で検出されたもののうちでもっとも大規模なもの。Ⅱ５３４～Ⅱ５５１は褐色系

土師器皿類。Ⅱ５３４は口縁が直立気味に立ち上がる器形から乙訓産の可能性がある。Ⅱ５３５

～Ⅱ５５０はＥ３類，Ⅱ５５１はＥ４類。Ⅱ５５２～Ⅱ５５９は白色系椀類。これらは褐色系に比べて少

量で，小椀の底部も凹みが弱いものが中心である。Ⅱ５６０・Ⅱ５６１は，底部が凹む大形の皿

で，オオヤツカサ土器と呼称されるもの。この種の土器としては径が小さい部類といえ，

黄白色を呈する。以上の土師器の様相は中世２期と評価できる。Ⅱ５６２～Ⅱ５６４の瓦器鍋や

羽釜の特徴は，ＳＸ９・ＳＥ２２出土品などと比較して比較的大型で，胴部が直線的な器形

である点も，こうした時期差を考慮すると矛盾ない。

　ＳＤ４０・４３・４５出土遺物（Ⅱ５６５～Ⅱ５８４）　 　調査区東域で検出された溝で，ＳＤ４０・

４３は黄色粘土が厚く内部に埋積していた。小溝ＳＤ４３は，層位的には大溝ＳＤ４０に切られ

る関係にある。ＳＤ４０出土のⅡ５６５・Ⅱ５６６は褐色系土師器皿でＥ３類，Ⅱ５６７～Ⅱ５７３は白色

系椀類。底部の凹む小椀が目立つ。Ⅱ５７６は東播系須恵器甕の口縁部。ＳＤ４３出土のⅡ

５７９・Ⅱ５８０は褐色系土師器皿でＥ３類，Ⅱ５８０は白色系椀類。Ⅱ５８２は薄手の器壁をもち，

内外両面とも丁寧に撫でて仕上げられた丸底の椀。土師質だが焼成は堅緻で，明褐色を呈

する。口縁部付近の外面２尺幅ほどに炭素が吸着されて黒色化されており，黒変部は一部

内面にも及ぶ。瓦器の系譜を引くものかとも思われるが，類例を知らない系譜不明の土器

である。Ⅱ５８３は灰釉系陶器の椀。高台畳付に籾殻の圧痕を持つ。土師器の出土量が少な
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図６８　ＳＫ１２出土遺物（Ⅱ５０１～Ⅱ５０６土師器，Ⅱ５０７），ＳＫ１０出土遺物２（Ⅱ５０８瓦器）
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いため確定的とは言えないが，ＳＤ４３は白色系椀類が少なく，ＳＤ４０よりは古相と評価で

きることから，中世２期にさかのぼる可能性がある。これは，切り合い関係の状況とも矛

盾しない。

　ＳＤ４２・４４出土遺物（Ⅱ５８５～Ⅱ６２４）　 　調査区東北隅でＳＦ１に平行してはしる流路

状の溝で，ＳＤ４４の埋積後にＳＤ４２が再掘削されるという関係にある。

　ＳＤ４２出土のⅡ５８５～Ⅱ６００は褐色系土師器皿類。Ⅱ５９２は一段撫で手法Ｅ１類，Ⅱ５８５～

Ⅱ５８７・Ⅱ５９３～Ⅱ５９８はＥ３類，Ⅱ５８８～Ⅱ５９１・Ⅱ５９９～Ⅱ６００はＥ４類。Ⅱ６０１～Ⅱ６０５は白

図６９　ＳＸ５出土遺物（Ⅱ５０９・Ⅱ５１０土師器），ＳＸ６出土遺物（Ⅱ５１１・Ⅱ５１２土師器，Ⅱ５１３・Ⅱ５１４
瓦器），ＳＸ７出土遺物（Ⅱ５１５～Ⅱ５３３土師器）
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図７０　ＳＸ１１出土遺物（Ⅱ５３４～Ⅱ５６１土師器，Ⅱ５６２～Ⅱ５６４瓦器）
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図７１　ＳＤ４０出土遺物（Ⅱ５６５～Ⅱ５７３土師器，Ⅱ５７４・Ⅱ５７５瓦器，Ⅱ５７６須恵器，Ⅱ５７７・Ⅱ５７８石製
品），ＳＤ４３出土遺物（Ⅱ５７９～Ⅱ５８１土師器，Ⅱ５８２瓦器，Ⅱ５８３灰釉系陶器），ＳＤ４５出土遺物
（Ⅱ５８４土師器）
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図７２　ＳＤ４２出土遺物（Ⅱ５８５～Ⅱ６０５土師器，Ⅱ６０６瓦器，Ⅱ６０７白磁，Ⅱ６０８青磁，Ⅱ６０９石製品），
ＳＤ４４出土遺物（Ⅱ６１０～Ⅱ６１９土師器，Ⅱ６２０須恵器，Ⅱ６２１・Ⅱ６２２白磁，Ⅱ６２３・Ⅱ６２４石製
品）
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図７３　茶褐色土出土遺物（その１）（Ⅱ６２５～Ⅱ６３５土師器，Ⅱ６３６～Ⅱ６４０・Ⅱ６４２～Ⅱ６４８陶器，Ⅱ６４１
灰釉系陶器，Ⅱ６４９～Ⅱ６５１須恵器）
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色系椀類。小椀は底部が強く凹む。Ⅱ６０６は瓦器羽釜で，口径は小さいながら厚手の器壁

で，胴部の張りが弱い特異な器形といえる。Ⅱ６０９は滑石製石鍋の口縁で，内面に何かの目

安としたような短い３条の縦位線が刻まれているほか，破断面の一部も研磨されて，平滑

面が造り出されている。なお，図示していないが埋土より渡来銭の治平元寶（１０６４年初鋳）

１点が出土している。

　ＳＤ４４出土土師器については，Ⅱ６１０～Ⅱ６１５は褐色系皿類で，Ⅱ６１０がＥ１類，Ⅱ６１３が

Ｅ４類，ほかはＥ３類，Ⅱ６１６～Ⅱ６１９は白色系椀類。Ⅱ６１７の内面に３箇所に小豆大の煤付着
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図７４　茶褐色土出土遺物（その２）（Ⅱ６５２～Ⅱ６６３灰釉系陶器，Ⅱ６６４～Ⅱ６７５青磁，Ⅱ６７６青白磁）
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がある。Ⅱ６２１・Ⅱ６２２は白磁で，椀の底部と口禿皿の口縁部。Ⅱ６２１は胎土に緻密さが無

く，釉調もやや白さに乏しい。Ⅱ６２３は黄白色軟質の石材による板状砥石で，使い込まれて

両面ともにすり減っている。Ⅱ６２４は暗灰色の板状石材を窓状に加工した部分。枠となる

ような細い線刻も認められる。硯の一部か，装飾品の破片であろう。

　茶褐色土出土遺物（Ⅱ６２５～Ⅱ６９６）　 　茶褐色土からは中世各時期の遺物が大量に出土

しているが，土師器については墨書などがある特殊品に，それ以外の陶磁器類は種類のバ

ラエティを考慮しながら遺存度の良いものや稀少なものを選択した。

　Ⅱ６２５～６２９は墨書土師器。Ⅱ６２５は褐色系土師器Ｅ３類の小皿両面に，抽象的な線が無数

に描かれている。とくに内面は密であり，呪術的なものかと推測されるが意味不明であ

る。Ⅱ６２６は外面に，Ⅱ６２７は内面に同様な墨書のある破片である。Ⅱ６２８は小皿の内面に

図７５　茶褐色土出土遺物（その３）（Ⅱ６７７～Ⅱ６９５白磁）
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花弁状の文様の一部が描かれている。Ⅱ６２９も小皿の外面に墨書の太線が認められるが，

ごく一部が遺存するのみ。Ⅱ６３０は，墨書ではなく，内面を中心に脂状の黒色物がべったり

と付着したもの。口縁部に沿って灯明にともなう煤も付着する。

　Ⅱ６３１～Ⅱ６３３は白色を呈する回転台土師器。Ⅱ６３１は短い脚台の付く皿，Ⅱ６３２・Ⅱ６３３は

底部に回転糸切り痕をもつ。Ⅱ６３４は外面に螺旋状の細い線刻を施す土師器小皿。Ⅱ６３５は

土師器羽釜。
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図７６　暗茶褐色土出土遺物（Ⅱ６９６～Ⅱ７００土師器，Ⅱ７０１瓦器，Ⅱ７０６・Ⅱ７０７白磁），黄色シルト上面
出土遺物（Ⅱ７０２・Ⅱ７０３須恵器，Ⅱ７０４・Ⅱ７０５青磁，Ⅱ７０８坩堝）
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　Ⅱ６３６～Ⅱ６４８は陶器各種。Ⅱ６３６・Ⅱ６３９は備前，Ⅱ６３７・Ⅱ６３８は信楽，Ⅱ６４８は常滑だ

ろう。Ⅱ６４１は灰釉系陶器。Ⅱ６４０・Ⅱ６４２は淡褐色の焼き締め陶器で，産地不明。Ⅱ６４３～

Ⅱ６４６は褐釉陶器。Ⅱ６４７は黄釉陶器盤の口縁部。Ⅱ６４９～Ⅱ６５１が東播系須恵器で，Ⅱ６５１

は打ち欠いて円盤状に加工したもの。

　Ⅱ６５２～Ⅱ６６３は灰釉系陶器。山茶碗や古瀬戸と呼ばれる一群である。Ⅱ６５８は内外面と

もに漆膜状のものがまだらに遺存している。Ⅱ６６４～Ⅱ６７６は貿易陶磁で，青磁Ⅱ６６４～Ⅱ

６７５や青白磁Ⅱ６７６。同安窯系の皿が目立ち，龍泉窯系とみられる椀などがそれに次ぐ。Ⅱ

６７７～Ⅱ６９６は白磁。Ⅱ６８０は壺の底部で，薄く墨書があるが判読できない。Ⅱ６９５は蓋かと

みられ，外面側のみ施釉され，紐掛けのための円孔が貼り付けられる。

　暗茶褐色土・黄色シルト出土遺物（Ⅱ６９６～Ⅱ７０８）　 　包含層の下層中からの出土遺物

である。特記すべきものを抽出して報告しておく。

　Ⅱ６９６は一段撫で手法Ｄ３類の褐色系土師器小皿で，外面に縄目の圧痕が観察されるも

の。中央部分は縄を渦巻状に，外周部は放射状にしたかのようで，制作時の敷物であった

のだろうか（図版１４）。類似の痕跡はＳＥ２２出土の白色系椀Ⅱ３７４・Ⅱ３７５でも観察されて

いる。Ⅱ６９７・Ⅱ６９８は赤褐色を呈する土師器の脚台部。回転横撫で調整されており，非京

都産のものとみられる。Ⅱ６９９は底部に回転糸切り痕もつ白色の土師器。Ⅱ７００は土師器羽

釜。器壁は厚いが，低平な鍔と短く内側へ突出する口縁部をもつ。Ⅱ７０１も土師質の羽釜

で，脚台の付く小形品。器壁はかなり厚い。外面のみ煤が付着している。Ⅱ７０２は東播系

須恵器擂り鉢。薄手の器壁で口縁端部が上方へわずかに肥厚する。Ⅱ７０３は産地不明の須

恵器小形鉢。厚い器壁で焼成堅緻。直線的に終わる端部は面取りしている。Ⅱ７０４は同安

窯系青磁皿，Ⅱ７０５～Ⅱ７０７は白磁皿や水注。Ⅱ７０８は椀形の坩堝片で，内面は底部付近が剥

離しており，口縁部付近にガラス質が膜状に付着している。

　ＳＥ２５出土軒平瓦（Ⅱ７０９）・ＳＸ１７出土軒平瓦（Ⅱ７１０）　 　今回の調査区から出土し

た瓦塼類はきわめて少ない。このなかで，ＳＥ２５の上面に埋積していた礫群に混じってい

ずれも同笵とみられる軒平瓦５点が出土した。Ⅱ７０９はそのうちの１点。瓦当が鈍角に付

く曲線顎で，偏行唐草文。凹面は密な布目，凸面は縦位の撫で。焼成は黄白色であること

もすべて共通している。平安後期，１２世紀代の中央官衙系の製品と見られ，近在の建物に

使用されていたものを井戸の埋め立て時にまとめて廃棄したか，あるいは井戸の裏ごめに

使用していた可能性が考えられる。Ⅱ７１０はＳＸ１７出土の唐草文軒平瓦で，栗栖野瓦窯な

どで同文例の知られる，やはり平安後期の中央官衙系の製品である。瓦当や調整手法はⅡ
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７０９とほぼ等しい。以上の他にまとまった出土はなく，とくに鎌倉時代以降といえる瓦塼

類はほとんど出土していない。

　３　中世末期～近世の遺跡（図版９・１０，図７８）

　今回の調査において中世４期とした１５世紀代後半以降近世末にいたるまで，出土遺構・

遺物とも急激に減少する。この段階の遺構をまとめて表示した（図７８）。遺物についてはま

とまったものが無いため割愛する。

　集石ＳＸ４（図版１０－１）　 　時期の特定は難しいが，層序として黄灰色土より下層，

茶褐色土上面で検出されたことから，中世末段階の遺構と考えられる。白川道に直交する

方向で南へはしり，西折する幅１杓足らずの集石遺構である。わずかに掘り込みを伴って

おり，また囲まれたような内部にも集石がある。西半は後述する近世段階の段差によって

破壊されているため，本来は方形に囲むような形状であった可能性もある。

　中・近世の段差　　東から西へと下る南北方向の棚田状段差が２列，およそ１０杓間隔で

検出されている。東側の段差は黄灰色土の落ち込むラインとして検出されたもので，これ

より東方は表土直下で茶褐色土が露出する。すなわち，東側は旧地形のレベルが高く，中

世末以降の包含層は近代以降ほとんど削平されてしまったものといえる。段差の落ち際に

は黄灰色土を埋土とする不定型な落ち込みＳＸ１～３が検出されている。北側の白川道方

向から流れ下るような形状であり，中世末期以降不安定な土地条件であったことがうかが
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図７７　ＳＥ２５出土瓦（Ⅱ７０９軒平瓦），ＳＸ１７出土瓦（Ⅱ７１０軒平瓦）
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われる。対して西側の段差は，茶褐色土もゆるやかに下るとともに，黄灰色土，近世の灰

褐色土ともに明瞭な段差を形成しており，近世段階で２０～３０尺程度の比高差をはかる。段

差より西側では，茶褐色土の上面や黄灰色土の上面で，耕作にともなう小溝や小柱穴が多

数検出されている。ほとんどが正南北方向だが，一部に現在の白川道と平行するような耕

作痕跡もあり，ある段階では道を意識した耕地区画が存在した可能性が考えられる。

　上記のほかには，野壺の痕跡かとみられる近世段階の円形土坑を若干検出したのみにと

どまる。漆喰製の野壺はみられなかった。また，東側の３１５地点の調査においては，近世白

図７８　中世末期・近世の遺構　縮尺１鍬３００
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川道の南辺や幕末期の陶磁器類を大量廃棄した遺構が見つかっているが，今回それらは全

く確認されなかった。その段階の白川道は今回の調査区からは北に離れて，現在の志賀越

え道に近い位置をはしっていたのであろう。

　５　小　　　結

　調査成果のまとめ　　今回の調査では，鎌倉時代～室町時代前半にかけて（１３・１４世紀

代）に帰属する多数の井戸と，雑舎群や簡素な塀の存在を示唆する多数の柱穴が検出され

た。柱の並びは，今回その路面の南縁を確認し得た白川道に直交あるいは平行するような

方向性をもち，明らかに道の存在を意識した区画であったことをうかがわせる。出土遺物

では，土師器の椀皿類を中心としつつも，瓦器の鍋や羽釜など煮炊具が一定量まとまって

出土した点が，特徴的な様相と言える。これに対して，軒瓦を中心とする瓦塼類の出土は

きわめてとぼしく，また，壁土とみられる焼土塊もほとんど出土しなかった。以上は，往

来（白川道）に面して，水場や炊事関連の簡素な建造物が建ち並んでいたかのような景観

を想起させる調査成果であったといえよう。そして，１５世紀代以降の遺構・遺物は急激に

減少し，室町時代の後半以降は耕地化したと推定される。ただし，耕地としても，構内の

他地点にみられるような密度の濃い耕作痕跡や野壺などは認められず，不定形な窪地がひ

ろがるなど，あまり安定した状況ではなかったようである。

　中世遺跡としての景観復元（図７９）　 　医学部構内は，現敷地約６万釈のうち，西半部

を中心に１／４強の１５７２７釈を発掘調査したことになる。後世の撹乱により不明な点も多

く，施設配置や地割の復元にはいまだ遠く及ばないけれども，井戸の位置や地形環境の復

元を中心としながら，中世遺跡としての景観復元に向けて成果の確認をしておきたい。

　図７９は，明治３２年（１８９９）設置の医科大学敷地買収に際して作成された地積図を下敷き

として，既往の調査区，中世井戸や大溝の確認地点，中世遺跡の基盤となる砂礫層や黄色

シルト層の確認レベルをもとに復元した概略地形を示したものである。地積図上で字界と

もなっている畦道は，多くの地点で中世にさかのぼる区画を踏襲していることが確認され

ている。このうち，南北にはしる区画に沿った４１地点や２７０地点にかけては，大規模な瓦の

一括廃棄遺構が複数存在する。これらの瓦は，巴文軒丸瓦と剣頭文軒平瓦の組み合わせを

基本とし，「大覚寺御所跡第Ⅱ期瓦群」〔大覚寺１９９７　pp.１２８－１３７〕と呼称される１３世紀後

半代資料の良好なまとまりと評価される〔梶原２００３〕。４１地点では，ほかにも土塁や石段状

遺構をはじめ濃密な遺構分布が報告されており，この一帯が，鎌倉期に瓦を用いた建物を
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図７９　医学部構内における既往の調査成果　縮尺１鍬２０００
　　　（『上京区吉田町地内醫科大学敷地買収ニ係ル実測図』に調査区・井戸確認位置等を重ね合わせ）

小　　　　結



含む重要な空間であったことが推測される。

　医学部構内の基盤層は，西半が砂礫層，東半は黄色シルト層を主体としており，後者は

中世後半期以降大規模に採取されている。採取されずに遺存した部分を手がかりに，上面

確認レベルから復元した地形でみると，北側と南側に東からの尾根状の張り出しがあり，

上記した空間は，それに囲まれるように，周囲よりも平坦な地形条件に位置している。そ

して，この平坦地東方はやや斜度の高い空間となる。そうした地勢は大学敷地となるまで

継続していたものとみられ，地積図上で南北に細長い狭小な耕地区画が卓越する範囲や，

逆に大区画がもっぱら採用される空間の分布にも，傾向の一端があらわれていよう。いず

れにせよ，重要な空間に適した良好な環境が選択されたもの，と考えたい。

　井戸の配置でみると，構内北半に密度が高くなっている。あくまで緩やかな傾向ではあ

るが，上述の空間付近では中世前半・後半ともに多く，北へ向かうほど後半の比率が低ま

る。一方で北辺部では，後半期は大溝の掘削頻度が高まっている。現状ではこうした大溝

の機能は確定しがたいが，東半部一帯での土の採取開始と連動した，土地利用形態の変化

を反映しているのであろう。土の採取については，１４３地点北辺での梵鐘鋳造遺構や，１６９

地点土取り穴埋土からの鋳型や取瓶片出土からみて，この地での恒常的な鋳物師集団の活

動を反映する可能性が指摘されている〔五十川１９８８〕。このように，構内東～南辺が鋳造を

含むような生産活動を主体とする空間であったとするならば，中央付近の重要空間を介し

て北側の白川道にかけては，炊飯など日常性の濃い活動の空間であったとできようか。

　以上，今後の叩き台とすべく，既往の考古学的な成果をもとに雑駁な推測を重ねてみた。

なお，１８世紀後葉～１９世紀初頭の作成が想定される『山城国吉田村古図』では〔吉江２００６

　図１８２〕，明治期地積図とは字名に異同があり，図７９にみる二本松→女郎花，窪→公方（北

辺は浄蓮華），野守・阿達→弥勒，堀内→堀之内，となっている。館や宗教的な施設，あ

るいはそれらの所有者を示唆するような名称が含まれ，興味深い。今後は，東方の吉田南

構内における調査成果などもあわせて検討をおこない，文献史料から想定される吉田地域

一帯の建造物や居住集団についての情報を考慮しながら，中世遺跡としての吉田地域の総

合的な検討へと近づいていくこととしたい。
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第４章　京都大学病院構内ＡＪ１６区の発掘調査

網　伸也＊　　東　洋一＊　

　１　調査の経過

　今回の調査は，京都大学医学部附属病院先端医療機器開発・臨床研究センター建設にと

もなう発掘調査である（図版１－３６６）。調査対象地は，平安時代後期に造営された白河北

殿の北西に位置し，白河街区の西方縁辺部にあたる。また，周知の遺跡としては平安時代

から近世にかけての複合遺跡である聖護院川原町遺跡の範囲に含まれており，江戸時代で

は大田垣蓮月尼の邸宅跡が周辺に想定されている。過去の近隣での調査をみると，当調査

区の東で実施したＡＪ１８区調査では，多数の中世井戸や近世土取穴とともに，平安時代の

井戸や土坑も検出しており，それ以前に溯る流路堆積も確認している〔五十川ほか１９８９〕。

今回の調査では，ＡＪ１８区の遺構群の広がりを確認するとともに，白河街区縁辺部におけ

る土地利用の実態を考えるうえでの考古学的データの収集を目的とした（図８０）。

　発掘調査は，２０１０年４月１日から２０１０年７月２１日まで実施した。調査面積は１０８５釈であ

る。調査に際しては，掘削廃土の仮置き場を調査地内に確保するために，調査区を東半の

１区と西半の２区にわけて反転しておこなった。先行して調査した１区では，第１面とし

て西へ段差をもつ近世の耕作面，第２・３面として調査区南半で中世および近世の土器を

多数包含する土坑を検出した。とくに，中世で円形土坑群を，同じ場所を掘り直した状況

で確認しており，井戸であるならば宅地として利用されていた可能性もある。ただ，北半

では後背湿地のような落ち込み遺構を検出し，弥生時代から中世にわたる広い範囲の遺物

が少量出土するにとどまっており，居住地としての痕跡は認められなかった。

　反転掘削後に実施した２区の調査では，１区から続く近世の耕作面とともに，西へ約１

杓落ちる南北方向の段差を検出した。この段差を降りた面は，近世初頭以降は耕地化され

ているが，それ以前では川となっていたことが明らかとなった。これらの調査成果から，

京大病院建設以前の耕地としての土地利用の実態を明らかにするとともに，中世では調査

区南東部は宅地の一部として使われていた可能性もあるが，西側３分の１は南北流路が流

れており，調査地全体として宅地利用にあまり適さない場所であったことが判明したとい

える。

　＊京都市埋蔵文化財研究所



　これら第１区と第２区の各遺構面については，記録写真を撮影し，全体の平面図ととも

に必要に応じて個別に平面図と断面図を作成した。また，調査区全体の層序を確認するた

め，第１区から第２区に連続する東西方向の断面記録用畔を残し，断面観察および実測図

作成をおこない，南北断面図として第１区東壁の断面実測図を作成している。
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図８０　調査地点の位置　縮尺１鍬１２００
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　なお，今回の調査では，重機によって近世耕作面から上の整地層を排除したが，地表下

１杓までの現代盛土については場外搬出をおこなっている。

　２　層　　　位

　調査地は現状では京大病院の整地によって平坦面となっているが，病院建設以前の旧地

形は基本的に東から西へ段々に下がる耕作面である。調査地の基本層序を東からみると，

１区東壁では地表下約０．７～０．８杓まで，２区西壁では地表下約１．２杓までが現代盛土で，

その下層が京大病院建設時の整地面となる（図８１）。

　この整地土はにぶい黄褐色砂泥１・暗灰黄色砂泥１・黒褐色砂泥１（第１層）で，整地

面上は１区東端部で標高４８．８杓，２区東端部で４８．７杓とほぼ平坦面となっているが，２区

西半では段差となり，標高４８．３杓の平坦面となる。堆積の厚さは段差をもつ下層の耕作面

を埋めているため，１区東半では厚さ０．３杓～０．４杓，１区西半で約０．５杓，２区西半で厚

さ０．７～０．８杓堆積する。

　病院建設直前の耕作土は，厚さ０．２～０．２５杓の暗褐色砂泥１・暗オリーブ褐色砂泥・暗褐

色砂泥２・黒褐色砂泥２（第２層）で，東からＳＮ１，ＳＮ２，ＳＮ３と耕作面が段々に

なって西へ下がっていく。これら耕作面上面の標高は，ＳＮ１が標高４８．５杓，ＳＮ２が

４８．３杓，ＳＮ３が４７．３～４７．６杓である。

　また，第２層の下層はにぶい黄褐色泥砂～砂礫層（第３層）が堆積する。この第３層は

ＳＮ１で厚さ約０．２杓，ＳＮ２で部分的に約０．０５杓の堆積が認められるが，ＳＮ３ではさら

に褐色砂泥１などの旧耕作土が数層堆積しており，厚さ約０．４杓と厚くなっている。調査

では第３層上層で検出した最古段階の耕作面を第２面とし，その下層で検出した中世～近

世初頭の遺構面を第３面として調査を進めた。とくに２区西半では，第３層下に中世の遺

物を包含するＳＲ２１５を検出し，粗砂から砂礫の流れ堆積を深い場所では約０．８杓の厚さで

確認した。

　さらに，１区東端で古墳時代以前と想定できる，泥砂・粗砂から砂礫の流れ堆積を確認

している。ＳＸ１２８として掘り下げたが，遺物は少量の土師器片のほかはほとんど出土し

なかった。調査区中央部で明確に確認した基盤層も，流れ堆積によって形成された自然堤

防と想定できる褐色砂礫層であることから，遺構が明確に確認できるようになる平安時代

末期まで，地盤は安定しなかったようである。 

層　　　　位
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　３　遺　　　構

　１　中世以前の遺構（図版１５～１８，図８２）

　古代以前の明確な遺構は，ほとんど認められないが，１区北西隅から２区にかけて検出

したＳＸ１２０から弥生時代後期の土器がややまとまって出土しており，弥生時代まで遡る

可能性がある。遺構は東西約５．５杓，深さ０．２杓ほどの不整形な浅い落ち込みで，南北約２

杓を検出したが北端は調査区外に広がる。埋土は暗褐色砂泥の単層で，北東から南西に流

れていた埋没流路の窪みに形成された遺構と考えられる。

　また，１区東端中央部で検出したＳＸ１２８は，南北最大約７杓，東西７杓以上の不定形な

落ち込み遺構で，東は調査区外に展開する。層位のところで述べたように，粗砂～砂礫の

流れ堆積であるが，調査区西へは展開しない。西端立ち上がり部に堆積した黄褐色泥砂層

（図８１第２９層）から，古墳時代前期の土師器甕が出土している。

　平安時代末期から室町時代にかけてのおもな遺構は，第３面として調査し，多くの土坑

や溝などを検出した。明確な時期を示す遺物の認められない遺構が多いが，ここでは土坑

８基，溝３条，落ち込み遺構２基，川遺構１条について報告する。

　ＳＫ９１・１６５・１６６は１区南端部で検出した円形土坑で，ＳＫ１４０も同じ性格の遺構と考

えられる（図８３）。ＳＫ１６５は検出した直径が最も小さく，直径０．８～１．０杓，ＳＫ９１と１６６は

やや大きく直径１．０～１．３杓である。深さは３基とも１．１～１．２杓で，底部は標高４７．１～４７．２

杓であった。ＳＫ１４０はＳＫ１６５に壊されていて形態が不詳だが，やや隅丸方形を呈してい

るようである。底部標高も４７．５杓とやや高い。切り合い関係や出土土器型式の観察から，

中央のＳＫ１４０・１６５が最も古く，北西のＳＫ９１がそれに次ぎ，南西に穿たれたＳＫ１６６が

最も新しいことがわかる。これらの遺構は，同一規模の円形土坑をやや場所を移しながら

掘り直したと考えられ，素掘りの円形井戸の可能性がある。土師器皿を中心とする遺物が

多く出土した。

　ＳＫ６０は１区南東隅で検出した池状の落ち込みで，北西には後述するＳＤ１２３が取り付

く（図８４）。東西・南北ともに３杓ほど確認したが，東と南は調査区外に広がる。検出面か

ら深さ約０．５杓であるが，上層約０．４杓までは江戸時代前期の遺物を含む（ＳＫ６０上層）。下

層はオリーブ褐色から暗オリーブ褐色砂泥が互層状に堆積しており，底部にオリーブ褐色

シルトが貼られていたようで，最下層には滞水堆積と考えられる黒褐色砂泥１・２が薄く

堆積していた。池のような滞水遺構の可能性が高いが，現状では性格不明である。下層

遺　　　　構
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図８２　調査区第２・３面検出の遺構　縮尺１鍬２５０
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（ＳＫ６０下層）からは中世の遺物のみ出土するが，遺物の出土量は少ない。

　溝はＳＫ６０に取り付くＳＤ１２３がある。幅約１杓，深さ０．３～０．４５杓の斜行溝で，北に対

して西へ約５５°の傾きをもつ。底部レベルは北西で標高４７．８杓，南東で４７．６５杓となって

おり，緩やかに南東へ流れてＳＫ６０に流れ込むことがわかる。遺物はほとんど出土しない

が，中世の土師器片が出土した。ＳＤ１６２は調査区南端で一部検出した，幅約０．８杓，深さ

０．１５～０．４杓の溝である。攪乱によって大半が壊されているが，ＳＤ１２３に直行して取り付

く可能性がある。

　ＳＤ１００は１区中央部を斜行する幅１～３杓の溝である。北に対して東へ４５°の傾きを

もち，北東部で東へ屈曲する。北東部の底部レベルが標高４７．６～４７．７杓なのに対し，南西

図８３　ＳＫ９１・１４０・１６５・１６６　縮尺１鍬４０

遺　　　　構
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図８４　ＳＫ６０・ＳＤ１２３　縮尺１鍬５０
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部は標高４８．０杓前後で高くなる。北東部には下層に前述したＳＸ１２８があり，その影響で

深くなったと考えられるが，全体に流水堆積は認められず，にぶい黄褐色砂泥～砂礫や黒

褐色砂泥３で人為的に埋め戻されている。やはり，遺物の出土量は少ないが，中世土師器

片や輸入陶磁器などが出土している。

　ＳＸ１２１は調査区北端で検出した，北東から南西への傾きをもつ幅約５杓の溝状の落ち

込みである。深さ約０．４杓で，暗オリーブ褐色砂泥や黒褐色砂泥が堆積する。弥生土器や

７世紀の須恵器も出土するが，主体は中世の土師器・瓦器・輸入陶磁器片である。ＳＸ１２０

図８５　ＳＫ９９・１０１・１７５　縮尺１鍬４０

遺　　　　構



と同様に下層の旧流路上にできた窪みの堆積層と考えられる。

　このほか，１区で方形土坑ＳＫ９９・１０１・１７５を検出している（図８５）。ＳＫ９９は１区北

東隅部で検出した，東西約１．１５杓，南北約１杓の正方形に近い土坑である。深さ約０．６杓

で，オリーブ褐色から暗褐色の砂質土が西側から流れ込むように堆積する。土師器・須恵

器片のほか，鉄滓が出土している。ＳＫ１０１はＳＫ９９の南３杓の地点で検出した，東西約

０．８５杓，南北１．３杓以上の長方形を呈する土坑である。南端は攪乱によって壊されている。

深さ約０．５杓で，ＳＫ９９と同様に西側から砂質土が堆積している。遺物はまったく出土し

なかった。ＳＫ１７５は１区南西隅部で検出した，東西約１．４杓，南北０．９杓の長方形を呈する

土坑である。深さ約０．３５杓と浅く，暗褐色泥砂１・２が堆積する。土師器皿・白色土器高

杯とともに常滑甕が出土した。

　２区ではＹ＝１８３８ラインより西で南北方向の河川ＳＲ２１５を検出した。東西幅は１２杓以

上で西側はさらに調査区外に広がる。東岸部の標高は約４８．１杓，川底レベルは深いところ

で標高約４６．０杓となっており，２杓以上の段差をもつ。出土遺物は非常に少なく，中世ら

しき土師器細片を少量含む。また，上層から江戸時代初めの遺物が出土することから，少

なくとも江戸時代初めまでは川として機能しており，それ以降耕地化が進められたようで

ある。

　２　江戸時代から明治時代の遺構（図版１８・１９，図８６）

　江戸時代初めの耕地化にともなう遺構は，第２面として調査しており，おもな遺構とし

て畔１条と溝１条を検出している。

　畔ＳＡ７０は，Ｘ＝１０６９．５ライン上で検出した高さ約０．１５杓，幅０．６～０．８杓の東西方向の

疑似畦畔である。攪乱が激しく詳細は不明だが，東に対して南へ４～５°振れている。こ

のＳＡ７０の南側は攪乱土坑が多く穿たれているのに対して，北側は土坑が非常に少なく，

土地境界として機能していた可能性がある。

　ＳＤ２１３はＳＲ２１５の東岸部，耕作地化にともない形成された約１杓の段差の裾部に掘ら

れた南北溝である。幅１．２～２杓，底部レベルは標高約４６．９杓で，南へ非常に緩やかに傾斜

する。

　また，落ち込み状の遺構やピットを数箇所で確認している。ＳＸ５７は１区のＳＤ１２３の

上層で検出した不整形な落込みで，ＳＫ６０上層とともに耕地化にともなって以前の遺構の

窪みを整地した遺構と考えられる。ＳＰ１７１は，ＳＫ９９を切り込んだ長径約０・６５杓，短径

約０．４杓の不整形な小ピットで，完形の施釉陶器椀が埋納されていた。
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図８６　調査区第１面検出の遺構　縮尺１鍬２５０

遺　　　　構



　さらに，ＳＡ７０の南に接して検出した円形土坑ＳＫ８０は，直径約１．５杓で漆喰によって壁

面と底部を固めていた。これは後述するＳＮ１の西畦畔にともなう肥溜と考えられ，時期

も幕末から明治時代まで下がる遺構である。

　江戸時代中頃から明治時代初頭の遺構は，京大病院建設直前の耕地関係の遺構面で，第

１面として調査した。前述したように，東から西へ下がる耕作面ＳＮ１・２・３を検出し

ており，ＳＮ２とＳＮ３との約１杓の段差の裾部では，ＳＤ２１３の位置を踏襲したＳＤ２０１

およびＳＤ２０２を確認した。ＳＤ２０１は耕作面の地上げにともないＳＤ２０２を掘り直した溝

である。また，ＳＮ１およびＳＮ２の上面では，東西柵ＳＡ４～８を検出している。第２

層を切り込んで柱穴が成立しており，耕作面よりも新しい柵である。

　なお，京大病院関係の遺構は，明治時代の病院棟基礎を調査区北端と南半で検出してい

る。栗石コンクリート基礎上に煉瓦を積み上げた遺構で，北側は明治３７年に建てられた旧

第１２病舎，南側は明治３６年に建てられた旧第１０病舎である。病院病舎群は当初計画では一

階建煉瓦建築であったが，財政悪化のため木造一階建病舎に計画変更された〔京都大学広

報委員会１９７７〕。しかし，栗石を底に多量に入れた上に構築された煉瓦積基礎は，一階建て

木造建築用としては，いささか大規模で堅固である。当初計画に沿って基礎を煉瓦で構築

したが，設計変更のため上部構造だけを木造建築とした。あるいは予め煉瓦建築に変更さ

れる事を想定していたかのいずれかであろう。

　４　遺　　　物

　今回の調査では，縄文時代から京都帝国大学附属病院時代までの遺物を，整理箱にして

４５箱分出土した。一時的に開発されたと考えられる平安時代後期から鎌倉時代前半の遺物

を除いて，奈良時代から平安時代中期までと，鎌倉時代後半から桃山時代までの遺物が極

端に少なく，大半は近世以降の遺物が占めている。該当地区における周辺開発の消長を反

映しているものと考える。また，京都帝国大学附属病院時代の煉瓦・医療器具などの備品

が出土したので併せて報告する。

　１　縄文時代から飛鳥時代の遺物（図版２０，図８７）

　Ⅲ１～Ⅲ１２の土器は弥生時代の可能性が残るＳＸ１２０出土遺物を除いてすべて混入遺物

である。

　Ⅲ１はＳＫ１６６から出土した縄文土器である。縦４．０尺，幅５．０尺，器厚０．６尺の小片で，

縦方向の縄文を外面に施す。外面表面と胎土の色調は暗茶灰色で，内面は淡橙色化してい
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る。胎土はやや粗く長石などを含み，焼成は縄文土器としてはやや硬質である。中期の船

元式に比定される。

　Ⅲ２は弥生時代中期後半のものと考えられる高杯である。調査区東端南部最下層から出

土した。胴部と杯部の成形は，円盤充填法による連続成形技法を用いる。磨滅が著しく調

図８７　ＳＫ１６６出土遺物（Ⅲ１縄文土器），調査区東端南部最下層出土遺物（Ⅲ２弥生土器），ＳＸ１２０
出土遺物（Ⅲ３～Ⅲ９弥生土器），ＳＸ１２８出土遺物（Ⅲ１０土師器），ＳＸ５７出土遺物（Ⅲ１１須
恵器），ＳＸ１２１出土遺物（Ⅲ１２須恵器）　 縮尺１鍬３

遺　　　　物



整は不明。脚部には円形の９方向透かしを外側から入れる。

　Ⅲ３～Ⅲ９はＳＸ１２０から出土した，弥生時代後期後半から庄内式併行期に位置づけら

れる土器群である。しかし，同遺構からは須恵器・土師器・焼締陶器などの遺物も混在し

ており，一括性は低い。

　Ⅲ３は広口壺の頸部である。外面は横方向の篦磨き，内面は横刷毛で仕上げる。頸部と

体部の境に突帯を貼り付け，刻み目を入れる。Ⅲ４は受け口の壺口縁部である。口縁部は

内外とも横撫でで仕上げ，口縁部外面に刺突列点文をめぐらす。Ⅲ５は受け口状口縁甕の

口縁部である。口縁端部は面をもつ。外面は縦刷毛ののち横刷毛で仕上げる。内面は横撫

でする。口縁部外面に刺突文をめぐらす。Ⅲ６は蓋である。外面は縦方向の板撫で，つま

み部内面は撫で，蓋部内面は横刷毛する。Ⅲ７は短頸壺である。外面は粗い縦刷毛調整，

内面は撫でで仕上げる。内外面とも粘土紐接合痕が残る。Ⅲ８は短頸壺である。磨滅が著

しく外面調整は不明。体部内面上半は指押えする。Ⅲ９は壺もしくは甕の底部である。や

や上げ底で，外面は刷毛目撫で消し，内面底部はクモの巣状刷毛目である。

　Ⅲ１０は，ＳＸ１２８から出土した，布留式土器の甕である。口縁部は内湾しながら立ち上が

り，端部は肥厚させる。体部外面は縦刷毛，上半は縦刷毛ののち横刷毛する。内面は篦削

りする。外面には煤が付着する。

　Ⅲ１１はＳＸ５７上層から出土した須恵器杯Ｈの身である。端部が欠落しているが，残存器

高は２．９尺で，受部端で測った径は１２尺である。焼成は硬く，色調は暗青灰色である。内側

は立ち上がり部が体部から直接延び，受部は鍔のようにめぐる。受部上面立ち上がり脇

に，蓋を重ね焼きした痕跡が残存している。底部外面は右回転篦削りである。受部の形態

や胎土・焼成などから，田辺昭三編年〔田辺１９８１〕のＴＫ２１６型式以降に相当する初期須

恵器と考えられる。

　Ⅲ１２はＳＸ１２１から出土した須恵器杯Ｇで，口径９．４尺，器高３．３尺である。底部外面は篦

おこし。底部と体部との境に浅い凹みがめぐる。焼成はやや甘く，色調は淡灰色である。

田辺編年のＴＫ４６型式に該当し，飛鳥時代後半に想定できる。

　２　平安時代後期から鎌倉時代前半の遺物（図版２１・２２－１，図８８～９０）

　Ⅲ１３～Ⅲ５１の土器群はすべて遺構にともなう一括遺物である。とくに，平安時代末期か

ら鎌倉時代前半にかけての４基の重複した土坑群（ＳＫ９１・１４０・１６５・１６６）から出土し

た土師器皿群は，土師器編年の変遷を追える好資料である。そのため，土坑別に口径１鍬４以

上残存する計測可能な個体の法量表を図８９として添えた。また，土師器皿型式と時代区分
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図８８　ＳＫ１６５出土遺物（Ⅲ１３～Ⅲ１６土師器），ＳＫ１４０出土遺物（Ⅲ１７～Ⅲ２４土師器），ＳＫ９１出土遺
物（Ⅲ２５～Ⅲ３５土師器），ＳＫ１６６出土遺物（Ⅲ３６～Ⅲ４７土師器），ＳＫ１７５出土遺物（Ⅲ４８～Ⅲ
５０土師器，Ⅲ５１常滑）　 （Ⅲ５１は縮尺１鍬３）

遺　　　　物



は，宇野隆夫氏の編年〔宇野１９８１〕と，小森俊寛・上村憲章氏の編年〔小森・上村１９８９〕

を併記する。

　Ⅲ５２～Ⅲ５５は今回出土した軒瓦類である。すべて２次堆積によるもので，平瓦・丸瓦類

もほとんど出土していない。すべて小型瓦で平安時代後期の棟・築地塀などに葺かれてい

たものと思われる。

　ＳＫ１６５出土遺物（Ⅲ１３～Ⅲ１６）　 　ＳＫ１６５の底から出土した橙褐色系の土師器皿群で，

大皿（Ⅲ１４～Ⅲ１６）と小皿（Ⅲ１３）に分類できる。大皿は口径の平均が１３．９尺，器高２．７尺

で，小皿は口径８．８尺，器高１．８尺である。大皿の口縁部外面に２段の横撫でを施している。

ただし，端部が垂直に立ち上がる典型的な２段撫でと異なり，胴部傾斜に沿って直線化が

進んだ弱い２段撫でである。大皿の口径・器高の平均値は比較したほかの土師器群と比べ

最大である。胴部を形成する指押えによる折れ曲げ化が進行しているが，まだ腰部に丸み

がある。口縁部内面の指押えと口縁１段撫でとの境に派生する横方向の稜線がわずかに認

められるが，不明瞭である。小皿の器高は最も高い。宇野編年の平安京Ⅳ期，Ｃ４類。小

森・上村編年でⅥ期古段階，平安時代末期（１１８０年頃）から鎌倉時代前期前葉（１２１０年頃）

にかけての土師器皿群に比定できる。

　ＳＫ１４０出土遺物（Ⅲ１７～Ⅲ２４）　 　ＳＫ１４０の埋土から出土した橙色系の土師器皿群で，

大皿（Ⅲ２１～Ⅲ２４）と小皿（Ⅲ１７～Ⅲ２０）に分類できる。大皿はすべて１段撫でで，色調

もやや鈍い橙に変化している。大皿の口径平均が１３．６尺で，器高平均は２．５尺である。指

押えによる折れ曲げが明瞭となり腰部の丸みが消える。口縁部内面の指押えと口縁１段撫
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でとの境に派生する横方向の稜線も明確になっている。小皿は口径平均９．１尺，器高平均

１．６尺で，口径を除いてやや小型化している。宇野編年の中世京都Ⅰ期，Ｄ６類。小森・上

村編年のⅥ期中段階，鎌倉時代前期中葉（１２１０～１２４０年頃）に比定できる。

　ＳＫ９１出土遺物（Ⅲ２５～Ⅲ３５）　 　ＳＫ９１の底付近から出土した土師器皿群である。鈍

い橙色系の大皿（Ⅲ２８～Ⅲ３２）と小皿（Ⅲ２５～Ⅲ２７）のほかに，白色系の大皿（Ⅲ３４・Ⅲ

３５）と小皿（Ⅲ３３）が加わる。

　橙色系の大皿口径平均は１３．６尺，器高平均２．２尺である。小皿は口径平均８．８尺，器高平

均１．５尺である。ＳＫ１４０とほぼ同じであるが大皿の器高平均がやや低くなっており，小皿

も全体に小型化している。

　白色系の大皿は２個体出土したが，いずれも口径１３．３尺，器高３．３尺と大型で，器厚も後

出の白色系皿と比べて厚い。白色系小皿は口径１０．０尺，器高２．７尺である。器厚は大皿に

比べ薄い。白色系皿の出現期に比定できる遺物である。年代に関してはＳＫ１４０とほぼ同

時期の鎌倉時代前期中葉に比定できる。

　ＳＫ１６６出土遺物（Ⅲ３６～Ⅲ４７）　 　ＳＫ１６６の底に多量に出土した土師器皿群である。

大皿（Ⅲ４２～Ⅲ４７）と小皿（Ⅲ３６～Ⅲ４１）に分類できる。この土師器皿群は上記の橙色系

土師器と異なり，色調が淡褐色化し，胎土も脆くやや粗い。大皿の口径平均は１３．２尺，器

高平均２．３尺で，口径が縮小するが器高は高い。小皿はＳＫ９１出土小皿と同じ口径平均８．８

尺，器高平均１．５尺である。大皿の立ち上がり部内面の指押えによる凹凸が顕著で，その上

に軽い横撫でを施すに留まる。内面口縁部の稜線も明瞭で，横撫でによる口縁部上半の外

反傾向が始まる。宇野編年の中世京都Ⅰ期，Ｅ１類に該当か。小森・上村編年のⅥ期新段

階，鎌倉時代前期後葉（１２４０～１２７０年頃）に比定できる。

　ＳＫ１７５出土遺物（Ⅲ４８～Ⅲ５１）　 　この遺物群は上記の土坑群の西約１０杓に位置するＳ

Ｋ１７５埋土から出土した。

　Ⅲ４８～Ⅲ４９は橙色系の土師器大皿である。大皿Ⅲ４８は口径１４．１尺で，器高は２．０尺。大

皿Ⅲ４９は口径１４．６尺，器高２．３尺で，いずれも口縁部外面に１段撫でを施す。宇野編年の中

世京都Ⅰ期，Ｄ６類で，小森・上村編年でⅥ古～中段階，鎌倉時代前期前葉から中葉にか

けての遺物であると考える。

　Ⅲ５０はいわゆる白土器の高杯で裾部と口縁部が欠落している。径約２．５尺の脚部は中が

空洞で径約１．２尺の丸い棒状のものに粘土を巻き付けて形成されたと考えられる。断面形

は面取りが省かれて丸く退化した形態となっている。杯部内面中央に径約２尺，深さ０．５

遺　　　　物



尺の凹みを有する。

　Ⅲ５１は推定口縁径４８．８尺の常滑焼大甕である。口縁は外広がりで緩やかに外反し，口縁

端部下面に斜め方向の面取りを施す。頸部は滑らかに湾曲する。暗緑色の自然釉が口縁上

面と肩部に付着する。常滑焼大甕の初現形態で１２世紀代の特徴が良く現れており，鎌倉時

代に入ってから破棄されて埋まったと考える。

　軒　　瓦（Ⅲ５２～Ⅲ５５）　 　Ⅲ５２は小型の三巴紋軒丸瓦で外区に連珠紋を配す。ＳＲ２１５

から出土した。瓦当部と丸瓦部凹凸面の接合部に粘土を補充して撫で付ける。瓦当裏面下

端は丸く撫でによる仕上げ。丸瓦部凹面に布目，凸面に縄叩きの痕跡あり。色調は白色で

焼成は甘い。平安時代後期の山城産瓦である。

　Ⅲ５３はＳＫ６０から出土した小型の蓮華紋軒丸瓦である。中心飾りに三巴，外区に連珠紋

を配すが，周縁部を欠いている。瓦当部と丸瓦部凹凸面の接合部に粘土を補充して撫で付

ける。色調は白色で焼成は甘い。平安時代後期の山城産瓦である。

　Ⅲ５４は小型の三巴紋軒平瓦である。第３層から出土した。顎形態は段顎である。顎貼り

付け式か半折り曲げ式であるか不明である。平瓦部凹面端部まで粗い布目，凸面瓦当部に

補充粘土の撫で付け跡と横撫でがみられる。焼成は甘く，表面に炭素吸着がある。平安時

代後期の山城産瓦である。

　Ⅲ５５は小型の三巴紋軒平瓦で第２層から出土した。断面の顎形態は撥型であるが直線顎

に近い。焼成は良好で，色調は淡灰色。平瓦部凹面端部に布目痕の上に平坦な幅約１尺の

篦削りを施す。下顎部を除き凸面に斜め方向の縄叩きを施す。讃岐産瓦で時代も上記のも

のと同じであろう。
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図９０　軒丸瓦（Ⅲ５２・Ⅲ５３），軒平瓦（Ⅲ５４・Ⅲ５５）　 縮尺１鍬５
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　３　江戸時代から明治時代の遺物（図版２２－２，図９１・９２）

　江戸時代前期から遺物の出土量は急激に多くなる。遺物内容は京内との差をさほど認め

ないが，肥前陶磁器が多く，土師器は微量である。遺物の多くは小片で実測可能な遺物も

少ない。調査地が再開発された江戸時代前期から幕末・明治時代前半までの実測可能な遺

物について報告する。

　第１層北端で出土したⅢ５６は口径１２．６尺，器高４．２尺の灰釉唐津皿である。轆轤成形の

口縁部を折れ縁にした小皿で，内面底に４個の胎土目による重ね焼きの熔着痕が残存す

る。胎土はやや粗く，灰白色であるが，底部は橙色に変色している部分がある。焼成は良

好である。高台は腰まで３段の横方向削り出し，とくに高台脇に鋭い括れをめぐらす。高

台裏は兜巾と呼ばれる円錐状の削り残しが微かに残存し，畳付から中心部までは軽い削り

である。畳付部分も平坦に削り，幅をもたしている。口縁部は腰から斜めに直線に延び端

部を丸く収める。釉はやや緑がかった灰色で，内面全部と外面の胴部腰辺りまで不均等に

掛ける。１６世紀末に広く流通した美濃産灰釉皿の影響を指摘でき，胎土目と砂目の並行期

である１６１０～１６５０年代に生産年代を比定できる〔盛２０００〕。

　ＳＸ５７出土遺物（Ⅲ５７～Ⅲ５９）　 　Ⅲ５７は灰釉唐津椀の可能性が高いが，胴部を欠いて

いるため確定できない。胎土は灰色である。高台裏も含めて全面に鉄漿が掛かる。さらに

灰釉が鉄漿の上に掛かり茶緑色を呈す。内面見込に重ね焼きのための蛇目釉剥ぎが施され

ている。釉薬を刷毛で塗りわけてあるように見えるが，蛇目釉剥ぎの際付着した磨き状の

痕跡から釉剥ぎと判断した。しかし，釉薬を掛ける前に鉄漿が塗ってあり，釉剥ぎ後に鉄

漿をふたたび塗ったか，鉄漿が深く器体に染み込んでいたかは不明である。蛇目釉剥ぎの

外周付近に高台畳付に付着させた砂目の重ね焼きの痕跡が円状に残り，高台畳付部分にも

砂目が付着する。高台の削り出しは高台脇が０．８尺に対し，内側が１．３尺で，内側の方が深

く削られている。畳付とその外周に削りを施す。見込が蛇目釉剥ぎであることから生産年

代を１７世紀後半から１８世紀代に比定できる。椀だとすれば高台の特徴から１８世紀の前半ま

でに絞り込める〔盛２０００，佐賀県立九州陶磁文化館２００７〕

　Ⅲ５８は口径３０．８尺，器高１０．５尺の象嵌花唐草三島手唐津大皿である。胎土は密で，赤褐

色である。焼成は良好である。胴部から口縁部を外反して折れ縁とし，端部を少し摘み上

げる轆轤成形である。胴部に腰があり，腰から下を削り込み，高台脇から畳付けにかけて

３段削りを施して高台を形成している。高台内面はコの字に大きく削り調整する。高台脇

から胴部腰辺りにかけて，刷毛で鉄漿を塗って黒褐色に発色させているが，高台外側の畳

遺　　　　物



付から２段の削りは露胎であり，鉄漿を塗った後削り込まれたものと思われる。内面の模

様は篦などによって施された圏線で同心円状に端部まで区切られ４区の円帯をなし，内か

ら外にかけて押印でよろけ縞・菱繋ぎ・花唐草・剣先蓮弁の順番に同心円状に模様をめぐ

らす。それらの凹みに白土で象嵌を施し，その上から透明に近い灰釉を塗っている。外面

も腰より上部は灰釉をかける。見込み部に砂・胎土目による重ね焼きのための砂目跡が付

着する。砂目は粗く大きく拡散しており１７世紀から１８世紀にかけて盛行する象嵌花唐草大

皿の中でも後出の製品であろう〔大橋２００３，佐賀県立九州陶磁文化館２００８〕。畳付外縁に重

ね焼きの際に付着した釉が一部微かに見られるが明瞭ではない。

　Ⅲ５９は京焼風肥前陶器平椀である。胎土は密で焼成も良いが白黄色で軟質。高台は断面

長方形で角張っている。平坦で円滑な高台裏中央に円圏があり，その付近に草書体で縦に

「清水」と陰刻された落款がある。この落款は「水」の最後の跳ねが大きく左側に湾曲し，

そこだけが太く深い。ほかに類例を見ない。口径・器高とも欠損して不明であるが，胴の

器厚は薄手である。釉が灰色掛かったクリーム色に発色する。肥前では１８世紀後半になる

と「清水」の落款が消えるので，初出の１６５０年代後半から１７５０年代までに収まるものと考

える（１）。

　ＳＰ１７１出土遺物　　Ⅲ６０は完形の施釉陶器茶椀である。胎土は密であるが灰白色でや

や脆い。高台断面はアーチ状に凹むいわゆる饅頭心型である。釉は乳白色に濁った黄灰色

で，高台内面も含めて全面に施されているが，畳付部分だけは削りによって釉が掻き取ら

れている。産地・時期とも不明である。

　ＳＫ６０上層出土遺物　　Ⅲ６１は堺産すり鉢である。口径１８．９尺，器高１０．５尺を計る。焼

成は良好で，胎土・器表とも赤褐色を呈している。胎土には長石が少量ながら含まれてい

る。内面のすり目は１０本が１単位で，底部で相互に重なり合う。口縁内面は横撫でによっ

て内湾して盛り上がり，器具による沈線によって２本の凸帯が廻る。外側に出っ張る口縁

外面は，２本の沈線による３本凸帯の縁帯がめぐっている。底面はほぼ平坦で無調整。時

代は１８世紀後半代に比定できる。

　ＳＤ２０１出土遺物　　Ⅲ７１は型打ち成形の白磁紅皿である。内面全体と外面口縁部に釉

を掛ける。内面に鉄釉による斑点がある。胴部外面を貝殻状の細い沈線でめぐらす。高台

畳付に型押し成型時の皺が見られる。肥前では１８世紀以降から１９世紀半ば頃まで盛行する

器形である〔野上２０００，佐賀県立九州陶磁文化館２００５〕。

　Ⅲ７３は箱庭道具の型作り素焼き吊り燈籠である。２個の型を合せて作った痕跡が縦の筋
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図９１　第１層出土遺物（Ⅲ５６唐津），ＳＸ５７出土遺物（Ⅲ５７陶器，Ⅲ５８唐津，Ⅲ５９肥前），ＳＰ１７１出
土遺物（Ⅲ６０陶器），ＳＫ６０出土遺物（Ⅲ６１陶器），包含層出土遺物（Ⅲ６２陶器）
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として残る。体部は六角で底に固定もしくは宙に浮かすために釘穴風の径０．２尺の穴が空

いている。色調は淡橙色である。

　Ⅲ７６は素焼き型作り芥子面で，兜を被った武士を表す。裏面に深い凹みを有す。芥子面

は座敷で大人が指人形として遊ぶ遊具で，１９世紀前葉より出土例が多くなる〔安芸２００１〕

とされている。色調は淡橙色である。伏見人形窯元に同一のものが残存している〔奥村

１９７６〕。

　包含層出土遺物　　Ⅲ６２は口縁部が欠損している残存器高２４．３尺，底径７尺，胴幅１５尺

の肩部がやや張ったいわゆる貧乏徳利である。胎土はやや粗く，轆轤による水引成形で内

面に轆轤目が残る。底部と肩部を除いて器厚は薄く０．５尺前後である。外面は底部を除き

暗茶褐色に発色する釉が全面に掛かる。その上から胴部に白釉で「聖護院□」と草書体で

縦２列に書く。反対側に縦に「濤□仙」とあり，その横に２文字からなる記号もしくは屋

号が書かれているが，判読できない。内面全面に鉄漿が塗られている。丹波産の可能性が

高いが確定できない。明治時代前半の徳利であろう。

　Ⅲ６３～Ⅲ６８は素焼き型作りの泥面子類である。攪乱・第１面掘り下げ・京大病院整地層

などから出土した。淡橙色で径約３尺内外のものが多いが，Ⅲ６８だけは２．２尺で小型であ

る。厚さはすべて約１尺弱である。断面は長方形もしくは台形状で，裏面は平坦である。

１９世紀前葉以降急増し，１９世紀中葉に減少する〔安芸２００１〕とされている。京都では泥面

子の多くは伏見人形窯元が製作していた〔奥村１９７６〕。

　Ⅲ６９は端部器厚１．４尺の蓮葉文素焼き型である。色調は赤みがかった橙色である。蓮葉

文凹凸が逆でネガ・ポジとなっている。模様面の器表は素地と同一であり，真土などがわ

かれる鋳造鋳型ではない。陶器の型である可能性が高い。調査地を東西にわける近世の段

差で検出した。

　Ⅲ７０はままごと道具の緑釉椀である。高台部を含む外面は型作り成形。低火度釉の透明

感のある緑釉を，内面全面と外面口縁部に掛ける。高台などは淡橙色の露胎で，１度焼成

の可能性がある。第１層から出土。

　Ⅲ７２は天守閣を模した型作りの箱庭道具である。第２層掘り下げ中に出土した。甍の鯱

部分を欠いている。前面と側面の石垣部分を緑釉，第１層を白色釉，第２層から屋根まで

を青色の釉で彩色している。第２層の窓と軒下を白色釉で描く。裏面と底は平坦で淡橙色

の露胎のままである。

　Ⅲ７４は第１層から出土した型作り素焼き土人形で，座像恵比寿である。前面と背面の２
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個の型に粘土を薄く詰め両方を合わせて接合する。宝袋を脇に添え袋口を左手で握ってい

るので恵比寿像と判断した。色調は淡橙色である。伏見人形である可能性が高い。

　Ⅲ７５は第３層上層掘り下げ中に出土した土人形で，手捻り素焼きの猿座像である。胴部

と４肢を粘土紐状にして別に成形し接合。頭部は粘土を丸めて成形し，顔面だけを型打ち

成形する。色調は淡橙色である。

　４　京都帝国大学附属病院時代の遺物（図版２３，図９３・９４）

　明治３２年に創設された京都帝国大学附属病院関連の遺物を報告する。Ⅲ７７～Ⅲ８０は煉瓦

類で，Ⅲ８１～Ⅲ１００は附属病院で使用された食器類・医療器具・文房具などである。

　煉　　瓦（Ⅲ７７～Ⅲ８０）　 　煉瓦は耐火煉瓦と考えられるⅢ８０を除き，京都帝国大学附

属病院の「第１０病舎」と「第１２病舎」の掘り込み煉瓦積基礎用の建築用刻印煉瓦類である。

いずれも重機掘削後，モルタルコンクリートで固められた目地を外して収納した。

　煉瓦寸法はメートル単位系への統一化と工業製品の標準化・規格化のために大正１４年に

商工省告示１２号で告示されたＪＥＳ「普通煉瓦」によって，ＪＡＳ規格と同様の長さ２１尺，

幅１０尺，厚さ６尺に決定されたが，今回検出した煉瓦類はすべてそれより大型である。ま

図９２　ＳＤ２０１出土遺物（Ⅲ７１白磁，Ⅲ７３・Ⅲ７６玩具），包含層出土遺物（Ⅲ６３～Ⅲ６８泥面子，Ⅲ６９素
焼き型，Ⅲ７０・Ⅲ７２玩具，Ⅲ７４・Ⅲ７５土人形）　 縮尺１鍬２
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た，明治３８年に発表された関西地方で使用されている煉瓦寸法によれば，寸法が５種類あ

り規格統一化が課題とされていた〔水野１９９３・１９９９〕が，今回出土した病舎基礎の煉瓦寸

法も不揃いで規格化される前の状況を反映しているものと思われる。これらの煉瓦には，

明治２０年代以降徐々に普及してきたワイヤーカット式機械抜き成形法による，上面と底面

に付着する縮麺状の痕跡が無く，井桁木枠による手抜き手作り煉瓦類と考える〔水野１９９３・

１９９９〕。建築用煉瓦の胎土は精良・赤褐色，焼成も良好で，刻印のないものが圧倒的に多

かった。

　Ⅲ７７は長さ２２．４尺，幅１１尺，厚さ６．５尺で，桜花章をかたどったと思われる粗い刻印を捺

す。この刻印は明治２３年の旧関西鉄道株式会社（ＪＲ草津線）の諸施設で使用していた

〔水野１９９３〕とされている（２）。

　Ⅲ７８は長さ２２．３尺，幅１０．５尺，厚さ５．２尺で，厚さがⅢ７７と比べて薄い。小判型の陰刻の

中に「三」の字が陰刻で表されている。職工の責任印である可能性がある。

　Ⅲ７９は長さ２２．８尺，幅１０．７尺，厚さ５．８尺で，陰刻の「×」マークを捺す。この「×」

マークは明治２６年創業の岸和田煉瓦株式会社の徴章であり，製造者が特定できる煉瓦であ

る。類例は明治３２～３６年にかけて建設された日本銀行大阪支店や，大正元年に竣工した同

志社女子中学・高校の清和館などがある〔門田１９９４〕。

　Ⅲ８０は両端が欠けているため長さが不明であるが，幅１１．２尺，厚さ５．２尺で，大型の煉瓦

に分類できる。側面の片方だけが焼締陶器状の茶褐色で，ほかはクリームがかった橙色を

呈する。胎土は粗く，長石とシャモットと呼ばれる赤褐色の粒子（建築用赤煉瓦を砕いた

粉）を多く含む。胎土と色調から白煉瓦と呼ばれた耐火煉瓦である可能性がある。陰刻の

「 ＺＥＮ－ＩＮＢ□」の下にマルハ印と上に馬蹄形の枠内に三菱印を陰刻で表す。刻印

は両端が欠けているが，備前市伊部に明治２９年創業した備前陶器株式会社伊部工場の社印

か，明治４２年に日本窯業株式会社に買収された後の日本窯業株式会社備前支社伊部工場の

社印を示す「ＢＩＺＥＮ－ＩＮＢＥ」である可能性が高い。なお，これらの会社は，大正

５年に品川白煉瓦株式会社に買収されている。類例には，明治４５年に竣工した大同生命福

岡支社で使用されたタイルに，陽刻で「ＢＩＺＥＮ　ＩＮＢＥ」の社印があることが判明

している〔水野１９９９〕。マルハは現在の福岡県まるは窯業の社印で昭和２９年の創業とされる

が，遡って三井染料工業所からの流れがある〔水野１９９９〕とされ，マルハの社印もどこま

で遡るのか不明である。また，三菱印との関係も不明である。この煉瓦だけが上述の建築

用煉瓦類と異なっており，病舎の基礎に用いられた煉瓦ではないと考えられる。
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　京都帝国大学附属病院関係遺物（Ⅲ８１～Ⅲ１００）　 　Ⅲ９５の染付製煙管，Ⅲ９６のガラス製

薬瓶，Ⅲ１００の石版を除き，すべて近世耕作面を整地した段差付近の攪乱から出土した。

　Ⅲ８１は口径１２．５尺，器高４．３尺の磁器製の丼鉢の蓋である。生地は白色で，透明釉が掛か

る。胴部外面に手書きで旧字体の「醫院」を篆刻風に右側から横に青で書かれている。「醫

院」は大学附属病院のことを示し，以下の食器類に見られるものである。皿とすると横か

ら見て医院の字が逆になり，内面無地であることから蓋と判断した。丼鉢蓋は蓋を開けた

後，つまみを高台にして逆さまに置くので，畳付と高台面取り部だけは素地である。

　Ⅲ８２はⅢ８３とセットになると考えられる口径１２．５尺，器高３．２尺の磁器製丼鉢蓋である。

端部が外反しⅢ８１と比べ器高が低い。生地は白色で，釉調はやや黄味を帯びる透明釉が掛

かる。Ⅲ８１と同方向に手書きの青で「醫院」のマークが入り，その反対側に青で「賄」の

字が見える。大正５年に附属病院西構内に「賄所及洗濯所」が完成している〔京都大学広

報委員会１９７７〕ので，「賄」は「賄所」の備品として所属を表す可能性がある。Ⅲ８２も畳付

と高台面取り部を除いて全釉であるが，高台内側の面取りがない。

図９３　煉瓦（Ⅲ７７～Ⅲ８０）　 縮尺１鍬５
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　Ⅲ８３はⅢ８２とセットになる口径１３．７尺，器高８．８尺の磁器製丼鉢である。端部が外反し，

生地・釉ともにⅢ８２と同一である。胴部外面のやや上方に手書きの青で「賄」と書かれて

いる。畳付と高台内外の面取り以外全釉である。

　Ⅲ８４はⅢ８３と同じ器形で口径１２．９尺，器高８．８尺の丼鉢である。胴部中央に手書きの青

で「醫院」のマークが入る。反対側に欠けた「賄」の文字が残存する。白色の素地がⅢ８３

と比べやや粗く，割れ口がザラザラしているので陶器の可能性もある。透明釉であるがや

や黄色を帯びて発色している。

　Ⅲ８５は口径１８尺，器高１０．７尺の磁器製ロートである。逆円錐形で，底にパイプ状の排出

口が開く。素地は純白で，透明釉を施す。ロートの固定器に収まるように口縁部が外側へ

張り出し，その下部を蓋の返りのように直角にした部分に，アルミナ砂を塗布しザラザラ

させている。ほかは全釉である。胴部下部に青で２行にわけて「京都陶器株式會社」と手

書きされている。

　Ⅲ８６は口径１０尺，器高５尺の磁器製椀である。生地・釉ともⅢ８１に類似する。高台畳付

の内外に面取りを施す。内面の見込みに手書きの青で「醫院」のマークが入り，口縁端部

外面に２本の青い圏線をめぐらす。高台内面に青の圏線の中に手書きの青で「陶器會社精

製」と書かれている。

　Ⅲ８７は口径６尺，器高４．１尺の磁器製寸胴形高台付計量カップである。素地は白色で，畳

付付近を除き透明釉を施す。胴部内面に０．９尺間隔の二本の青い平行線が，計量値を示す

圏線としてめぐる。下線と上線までの容量は，それぞれ１５呪と３２呪である。下線の下に青

の手書きで右から横に「一食ヒ」とあり，下線の上に「二食ヒ」と書かれている。この

「ヒ」は匙の略語で，１５呪が１単位であったと想定する。胴部外面の口縁部付近に右から

「京都帝國大學薬局」と横方向に青で手書きされている。昭和２４年に国立京都大学と名称

が変更されているので，それ以前から使用されていた計量カップである。なお，器表全体

がザラザラに荒れており，強い酸性薬物によって侵された理化学用品である可能性が高い。

　Ⅲ８８は口径４．４尺，器高４．７尺の透明ガラス製高台付計量カップである。口縁部には三角

状に突起した小さな注ぎ口がある。口縁端部上面は注ぎ口上面も含めて平坦なスリガラス

となっている。底部に低い高台を設ける。内面底部も高台に沿って円状に凹む。胴部外面

に凸線で方形に囲い，枠中央部に計量のための水平方向の凸線を入れる。その線を挟んで

下に「壱食ヒ」，上に「二食ヒ」と右側から左方向に向かって陽印されている。その反対

側の胴部外面下半部に２列にわけて「□（帝カ）國」と「□（薬カ）局」の縦方向の陽印
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図９４　京都帝国大学附属病院関係遺物（Ⅲ８１～Ⅲ８７・Ⅲ９０磁器，Ⅲ８８・Ⅲ８９・Ⅲ９６ガラス製品，Ⅲ９１
～Ⅲ９４白磁，Ⅲ９５染付，Ⅲ９７瓦質土器，Ⅲ９８～Ⅲ１００石製品）
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がある。割れのため上部が欠落しているが，Ⅲ８７と同じく「京都帝國大學薬局」と記され

ていたはずである。

　Ⅲ８９は乳白色不透明ガラス製寸胴形薬品容器である。口径４．２尺，器高４．７尺で，端部上

面を平坦なスリガラスにしている。胴部外面上方に蓋の受け部となる凸帯がめぐる。胴部

外面に２列にわけて「京都帝國大學薬局」の陽印を有す。形状から軟膏入れの可能性が高

い。

　Ⅲ９０は口径７．８尺，器高４尺の磁器製小型椀である。素地は白色で，透明釉を施す。高台

内の凹みはアーチ状に回転削りで形成する。高台内面と畳付以外は全釉である。内面に目

盛状の４本の青い水平線を圏線にしてめぐらす。外面胴部には装飾のための複数の青い圏

線を端部・中央・高台脇に配する。外面の圏線は明らかに装飾のためであり，内面の圏線

も容量が下段から順に２呪，１４呪，３９呪，６８呪で，規則性がないので計量に用いられた可

能性は低い。

　Ⅲ９１は幅２．２尺，匙部長軸３．３尺，匙部器高１．１尺の小型白磁匙である。胴部の傾斜に沿っ

て高く伸びる取手部の先端は欠損している。素地は白色で，透明釉を施す。置けるように

楕円形の高台を有する。素地の高台内面と畳付以外は全釉である。小型であることから薬

の調合用に使用された理化学用品と考える。

　Ⅲ９２・Ⅲ９３は白磁計量匙である。Ⅲ９２とⅢ９３は同一個体ではないが，同型の可能性が高

い。Ⅲ９２を匙先端部とし，Ⅲ９３を取手部とすればレンゲと同型となる。素地は白色で，透

明釉を施す。匙内面胴部に計量の目安となる０．５尺間隔の黒い２本の平行線が水平にめぐ

る。取手は胴部に沿って反り上がり，先端部が外反する。匙底裏面は素地のままで，Ⅲ９３

の匙裏には左右２個所に据わりを良くするための丸い突起物が付く。Ⅲ９２の先端部底に突

起物はない。

　Ⅲ９４は白磁水注である。素地は白色で，透明釉を施す。近代的なスマート感のある器形

で，胴部は平面・立面とも楕円形である。長軸方向に付く細い注ぎ出し部が胴部長軸部分

からやや上向きに流線型状に長く伸びる。上面に開けられた口は楕円形である。底部裏は

やや湾曲して凹む。楕円形の畳付部分だけが素地で，内面も含めて全釉である。後方部欠

損のため取手の有無は不明である。

　Ⅲ９５は京大整地層から出土した磁器製染付煙管である。素地は白色で，透明釉を施す。

火皿の口径は約１．８尺で，首部断面形は縦に長い楕円形である。火皿口縁に染付の縁取り

がある。また，染付が首部上方と脇に見られるが，破片のため模様は不明である。
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　Ⅲ９６は重機掘削中に出土したやや青味がかった透明ガラス製薬瓶である。胴部は長方形

で高さ１５尺，幅７．９尺，厚さ４．７尺を測る。その上に径２．４尺，高さ３尺の円筒状の頸部と外

側に帯状に張り出す径２尺，高さ０．７尺の口縁部が取り付く。胴部縦対角線上にガラス型

の合わせ目が微かな段違いになって残る。口縁内面は栓で密封するためスリガラスにして

いる。底部は方形の高台状になり凹んでいる。内面底はガラスがアーチ状に盛り上がり肉

厚になっている。胴部正面上方に京都市の徴章が陽印され，その下に縦２列にわけて「京

都帝國大學薬局」の陽印がある。また，胴部左側面に目盛として１尺間隔の横線が１２本陽

印されている。１目盛当たり平均３０呪であるが，１段目だけは底内面にガラスが盛り上が

っているため１３呪しかなかった。肩部にスリガラス化した３文字が入るが判読できない。

また，市章と病院薬局との関係も不明である。

　Ⅲ９７は彩色の瓦質線香立と考えられる。口径８．８尺，器高７．７尺を測る。胎土は淡灰色で

露胎表面には一部炭素が吸着する。胴部は上に向けて膨らみ，頸部が浅くすぼみ，端部が

緩やかに外反する。胴部内面に轆轤形成の痕跡と頸部接合の痕が残る。高台は高台脇のな

い碁笥底で，底部を台形状の削りによって成形する。胴部外面と頸部・口縁部の内外面に

丁寧な横方向の磨きを施す。磨きが施された部分に光沢を有する黒色塗料を刷毛で塗り，

その上から胴部外面上半部と頸部・口縁部の内外面に明るい緑色塗料を吹き付けている。

胴部内面と畳付・高台内面は露胎のままである。口縁外面から胴部中央にかけて鋭い刃物

による刻み目の圏線を約０．２尺間隔で横方向に施している。高台内端に長方形の篆刻の押

印が押されているが，最初の「長」以外は浅いため判読不可能である。デンボなどを轆轤

で製作していた伏見人形窯元の押印に類似したものがある〔奥村１９７６〕。瓦質で内面露胎で

あることから，灰を入れた線香立と判断した。

　Ⅲ９８は大理石製乳棒である。握り手部分だけが残存する。灰色がかった大理石で，表面

は磨かれている。端部に向かって細くなり，先端を平坦にして縁を丸く加工している。硬

質で化学変化が少ないため薬の攪拌・調合に使用されたと思われる。

　Ⅲ９９は蝋石製石筆で，直径０．６尺の丸い棒状の筆記具である。石筆と次ぎに記す石盤は

筆記具セットで，明治８・９年頃から大正時代までおもに小学校で使用された〔丸川２００８〕

とされている。今回の調査でも数点出土しており，それらが京都帝国大学附属病院時代に

使用されていたものかは不明である。くすんだ象牙色を呈し，やや丸味を帯びた三角錐の

先端は石盤に書いた痕跡を示す。

　Ⅲ１００はＳＫ６０から出土した千枚岩製石盤である。黒灰色を呈し，横方向に剥離しやす
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い頁岩～粘板岩系の千枚岩と呼称される薄板を加工した製品である。厚さ１．６尺を測り，

石盤隅部が残存する。径０．８勺の貫通する穿孔がある。全面平坦に仕上げられているが，

光沢はなくスリガラスの触感がある。側面は上下面よりスベスベしている。

　５　小　　　結

　１　中世における調査地周辺の土地利用

　今回の調査の大きな成果は，中世の当地域における土地利用の一端を明らかにできたこ

とである。１９８５年のＡＪ１８区調査では，当調査地の東隣接地にあたる調査区西端部で１３世

紀前葉と１５世紀の円形石組み井戸を検出しており，遺構密度は薄いが中世における生活痕

跡を確認していた。今回，円形素掘り井戸と想定できる土坑群をあらたに確認し，１３世紀

に遡る土器類が多量に出土した。また，やや時期は下がるが，ＳＤ１２３や池状土坑ＳＫ６０を

検出したことによって，当地が中世に宅地利用されていた可能性を指摘できるようになっ

た。

　ここで注目できることは，ＳＤ１２３が真北に対して大きく振れている点である。何らか

の境界溝と想定できるＳＤ１００も真北に対して４５°の振れをもっており，円形土坑群の掘

り直しの方向も南東から北西に並んでいる。これらの振れが一連のものであるならば，一

つの仮説として当地の宅地利用が真北を指向せず，大きく振れた土地区画であった可能性

もある。これらの振れは，下層流路の流れの方向に規制されたと想定でき，白河道の振れ

とも対応する。

　平安時代末から鎌倉時代に造営された吉田地域の貴族邸宅や寺院は，基本的には真北を

指向したと考えられるが，平成８年度の吉田泉殿町の調査で東に振れた邸宅遺構を確認し

ており〔内田１９９８〕，平成２０年度には逆に西に振れた掘り込み地業をともなう建物が発見さ

れるなど〔伊藤・笹川２０１２〕，当地域以北では白河街区とは異なり地勢に合わせた宅地造

成がおこなわれていた。遺構の遺存状態が悪いため断定はできないが，今後は周辺地域の

調査で真北から大きく振れた遺構を抽出し，白河街区とは異なる地割の存在を再検討して

いく必要があろう。

　さらに，当調査地の西端部では南北方向の川が中世以前に流れていたことが判明した。

『山城国吉田村古図』に記載された小字名をみると，当調査地の南西に「下河原」，北西

に「中河原」，さらにその北に「上河原」の小字名が残る〔吉江２００６〕。また，下河原の西

側に「西河原」の小字名がみえるが，この「河原」は鴨川ではなく今回検出したＳＲ２１５
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に由来する可能性が高い。その後，近世にはいってＳＲ２１５は埋没し耕地化されていくが，

川の由来は小字名として残り，ＳＲ２１５の東岸の大きな段差は小字境になったようである。

その後，京大病院の建設にともなって耕作面の段差は整地土によって平坦に造成され，景

観は大きく変えられたが，現在でも「聖護院川原町」として地名が踏襲され遺跡名にも付

されているのである。

　２　「京都陶器株式會社」製陶器について

　遺構にともなわないが，京都帝国大学附属病院で使用された近代の食器や医療器具が多

量に出土しており，それらの陶器に「京都陶器株式會社」と記されたロートあるいは「陶

器會社」と記された磁器椀が認められる。

　「京都陶器株式会社」は戦後京都東山今熊野に昭和２７年，おもに輸出陶器を手がける会

社として創業されており〔藤岡１９６２〕，京都帝国大学時代より新しい混入品の可能性も否定

できないが，明治２０年に「京都陶器会社」が京都で２番目に古い株式会社として創業され

ており，「京都陶器会社」に関連する遺物群の可能性が高い。この株式会社は，明治３６年４

月４日をもって正式に「任意解散」した（『日出新聞』明治３６年３月２５日付記事）とされ

ている。ところが，「三十二年解散に至った」〔藤岡１９６２〕とする通説がある一方で，「２８年

には輸出のメドが立たず解散した」〔三井１９７９〕という説まであり，混乱している。

　「京都陶器株式會社」との関連については，明治２８年京都市編纂の『京華要誌　上巻』

に「京都陶器株式會社」と記載されており，また，株主であった渋沢栄一の伝記〔竜門社

１９５６〕や重役を務めた田中源太郎の伝記〔三浦１９３４〕などにも「京都陶器株式會社」とな

っている。丹羽圭介翁の「明治二十五年遂に会社の解散・・・その後暫く五車楼店主の藤

井孫六氏が社長として経営してみたが，これも長くは続かなかった」とする談話〔三浦

１９３４〕や「明治４０年代となって清風工業が此の業を継ぐ迄は京都陶器會社は封建的生産の

小規模な経営に押し返されていた」〔奈良本１９４２〕とする説があり，また「二十六年七月商

法実施に際しては，あらたに登記され，内地向生産に転換をはかる」〔藤岡１９６２〕とされて

いるので，この時「京都陶器株式會社」に改めたのかもしれない。

　「京都陶器株式會社」銘をもつロートは，京都帝国大学附属病院が明治３２年創建である

ことから「京都陶器株式會社」が倒産する明治３６年頃までの「内地向生産に転換」後の製

品と想定することができ，ほかの陶製医療器具も同じ会社から納品されたものを多く含ん

でいる可能性がある。「京都陶器会社」は，京都で西洋の最高級品とされたリモージュの技

術を取り入れ，工場制機械工場の先駆けとなった記念すべき会社であり，それらの製品が

小　　　　結



京都帝国大学附属病院に採用されたことは十分頷けることである。「京都陶器会社」の正確

な倒産時期や，その後の京都における窯業生産の系列についての検討は，近代窯業史にお

ける今後の重要な研究課題となろう。

　なお，磁器椀に記された「陶器會社」に関しては，京都帝国大学創設以来，備品の購入

は京都工芸界の発展を配慮し，出来るだけ地元で調達した〔京都大学広報委員会１９７７〕と

されているので，これまで検討してきた「京都陶器會社」を第一に挙げることができるが，

ほかに昭和９年作成の京都陶磁器工業組合組合員名簿〔藤岡１９６２〕に記載された「高山耕

山化学陶器株式會社」「松風陶器合資會社」「京都陶器合資會社」なども候補として想定で

きることを付記しておく。

〔注〕
（１）　 「清水」の落款は生産地の肥前を含め全国で広範に出土しているが，「印・印銘・押印」など

と報告され，現時点での集成〔大橋１９９０，角谷１９９２，鈴木１９９９〕を見比べると，いずれも微妙
に異なっている。また，押印ならば付着するはずの印の外郭・圏線や印の凹部痕跡がなく，い
ずれも高台裏は文字の陰刻部を除いて平坦である。このことから同一人物もしくは数人が「清
水」とヘラ書きした後，飛び出たササクレを取るためにもう一度鉋などで薄い削りを施したの
ではなかろうか。また，高台裏に残る円圏は鉋削りの痕跡ではなかろうか。

（２）　 典型的な桜花章刻印煉瓦は集治監内で製造された「囚人煉瓦」〔水野１９９３・１９９９〕とされてお
り，この煉瓦も監獄内での検印の可能性がある。比較的，近畿地方京阪間の鉄道などでよく見
かける煉瓦である。
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第５章　京都大学本部構内ＡＴ２５区の立合調査

伊藤淳史　

　１　調査の概要

　調査地点は，京都大学本部構内の南半，正門付近一帯にあたる（図版１－３７７，図９５）。こ

こに，百周年時計台記念館周辺環境整備工事が計画され，バスロータリーの新設をはじめ

として，各種埋管や街灯，ベンチなどの移設や新設といった，掘削をともなう大小多数の

工事が広域にわたり実施されることになった。そのため，随時掘削機会に立ち会い，重要

遺構・遺物の不時発見に備えるとともに，各地点の包含層や遺構の遺存状況を確認記録し，

遺物の採取に努めることで，遺跡の時期やひろがりの基礎情報を確保することとした。調

査期間は２０１０年１２月１４日～２０１１年４月４日。採取遺物は整理箱１箱。

　対象地一帯は，京都大学本部構内への正面入口として，道路や植栽が多くを占める空間

であり，これまで大規模な発掘調査は実施されてこなかった。周辺では，東南方の７５・８９

地点で，奈良時代の竪穴住居，中世の木棺墓，幕末期尾張藩邸堀の東南コーナーなどが報

告されている。また北方にある時計台記念館改修にともなう２９６地点の調査では，玄関前

のトレンチにおいて，尾張藩邸に関連するとみられる集石遺構と幕末期の瓦と陶磁器がま

とまって出土しているほか，北側の調査区で中世段階の白川道の路面が検出されている。

　このように，おもに古代以降の各時期にわたる遺跡のひろがりが予想されるなかで，工

事が進められた。結果，幕末期尾張藩邸堀の南辺については，明確に断面が検出され，規

模や埋積状況を把握することができた。これについては，すでに１８８地点や２９３地点の立合

調査でも過去に確認されていたところでもあり，ほぼ予想通りの成果であったといえる。

ほかには，包含層の遺存とピットや溝と思われる落ち込みを随所の壁面で確認したもの

の，遺構については，面的な把握は困難で，それぞれ性格を特定できるまでには至らなか

った。包含層については，当初より想定していた古代以降の堆積に加えて，先史時代の可

能性が高い黒色土層を一部の地点で確認でき，一帯の地形環境の変遷を復元するうえで重

要な知見を得たものといえる。

 



　２　調査の成果

　工事はⅠ期～Ⅲ期に時期と空間を分割して進められ，ここでもその区分に従って報告す

る。各調査地点には１～４５の地点番号を与え，東半のⅠ・Ⅱ期工区分は図９６，西半のⅢ期

工区分は図９７に位置を示した。また，各地点の成果概要を表２に一覧としてまとめた。以

下，特筆すべき成果の得られた地点を中心に，詳述する。

　１　Ⅰ期工区の調査成果（図版２４，図９６・９７）

　工事対象地の東南部，おもにバスターミナル新設に関連する工区で，工事前は駐輪場や

道路であった。南側の東一条通り路面とは現状で６０勺程度高くなっている。表土は２０尺程

度しか無く，アスファルト舗装と砕石層を取り除くと近世包含層が露出する地点も多い。

西北方へ向かうほど表土は浅く，今回工事により広い範囲で近世層が削平されてしまって

いる。

　東南方の地点５一帯では各時期の包含層が良好に遺存しおり，灰褐色土，茶褐色土，黒

色土がそれぞれ２０尺前後の層厚をもって確認される。最下層の黒色土は，遺物の包含に乏

しいが，奈良時代以前の古代の可能性が高いだろう。その北側一帯を東西に掘削した地点

１３においても，表土層が若干厚くなるのみでほぼ同様な状況であった。

　中間に位置する地点８では，灰褐色土と黒色土のみで，中世の包含層である茶褐色土が

認められなかった。南北方向に長く掘削したこの地点では，東西方向にはしる幅４．６杓深
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図９５　本部構内南半の主要調査地点と立合調査位置　縮尺１鍬２５００
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さ１．８杓の逆台形の溝が検出された（図９６－ａ地点）。すでに周辺でも確認されてきている

ように，幕末期尾張藩邸の南堀とみて間違いない。埋土についてみると（図９８），南肩に

黒灰色砂質土が堆積しているほかは，基盤層である黄白色の粗砂と黒色粘質土のブロック

とが互層に縞状を呈している状態を基本としている。滞水や流水があった兆候は認められ

ず，短期のうちに掘削された土によって埋積しているように見受けられる。埋土中には陶

磁器片が含まれているが，多くはない。この付近に茶褐色土が認められないのは，微高地

状の旧地形であることに加えて，近世段階に削平されてしまったのだろう。黒色粘質土中

からは奈良時代の製塩土器片とみられる土師器片が出土したほか，出土層順は不明だが，

同時期の須恵器蓋が採集されている（図９９－Ⅳ１）。

図９６　今回の立合調査地点（Ⅰ・Ⅱ期工区）　 縮尺１鍬１０００

調　査　の　成　果



　２　Ⅱ期工区の調査成果（図版２５～２７，図９６）

　工事対象域の北東一帯に多数の掘削がおこなわれた。とくに正門から北東へ向かう道路

敷部分は管路の掘削が集中し，かなりの範囲が破壊されてしまったと言える。

　地点２２では，Ⅰ期工区と同様に灰褐色土，茶褐色土，黒色土の安定した堆積が確認され，

うちｂ地点では黒色土に土坑状の落ち込みが認められた。これら３層の堆積は，北方の地

点２５付近一帯まで確認されるが，層厚は薄くなる。ｃ地点付近では，２０～３０尺程度の砂層

を介してその下に暗茶褐色の土壌化層の堆積が認められる。先史時代層の可能性がある

が，遺物の包含は確認できず，また広がりも定かではない。その南方の地点２７～２９一帯は，

深いところで現地表下３．０杓付近まで掘削しているが，黒色土以下はすべて砂層で，こうし

た土壌化層は確認できていない。地点２７のｅ地点では茶褐色土の，ｆ地点では黒色粘質土

のピットや落ち込みが認められたが，遺構の密度が濃くなるのは地点２８や２９付近一帯で，

ｉ地点で住居の可能性がある黒色粘質土の落ち込みを，ｈ・ｋ地点で東西大溝となる可能

性をもつ茶褐色土の落ち込みや硬化面など，複数の遺構が集中している（図版２６－１・２）。

ｇ・ｊ地点付近では，近世の漆喰製野壺も計４基確認されることから，近世段階において

も，土地境界など有意な空間であり続けていた可能性が高い。地点３０のｌ地点では灰褐色

土が大きく落ち込んであり，近世井戸の可能性も考えられる。地点３１では灰褐色土が東か

ら西へと小規模な段差をもって下っており，地点３２では北から南への同様な状況が確認さ

れた。近世段階では，北東から南西方向へと下る棚田状の耕作地が連なる景観であった様

子が想起される。
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図９７　地点８－ａ地点検出尾張藩邸堀断面略測図　縮尺１鍬４０
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　地点３３～３６は，上記の北側一帯を浅く掘削した工事である。灰褐色土や茶褐色土は安定

して堆積が確認されるが，層厚はやや薄く，比較的浅いレベルで確認できる。地点３６では

現地表下０．４杓まで掘削したところで黒色粘質土の上面が露出した。この地点では近世の

陶器蓋を採集している（図９９－Ⅳ２）

　３　Ⅲ期工区の調査成果（図版２８・２９）

　西側の工区で，時計台前のクスノキの養生にともなう掘削と，道路部分を中心とする管

路掘削がある。件数は少なく，西北域一帯については桝の設置にともなう方形掘削のほか

は表土層付近の浅い工事であった。

　地点３７は，時計台前クスノキの周囲をめぐる形で３杓幅程度を掘削した。クスノキ下に

図９８　今回の立合調査地点（Ⅲ期工区）　 縮尺１鍬１０００

調　査　の　成　果



は灰褐色土・茶褐色土・黒色粘質土の各層が２０～３０尺程度の厚さで安定して堆積しており，

西方へ向かってわずかに下るような状況を確認できたが，今回の工事により，黒色粘質土

より上部はほぼ削平されてしまったといえる。西北角のｐ地点で垂直に近い灰褐色土の鋭

い落ち込みを２カ所検出した。２００２年度の時計台記念館改修にともなう調査（２９６地点）

の玄関前トレンチにおいて，幕末期の落ち込みをともなう集石遺構を確認しており〔伊藤・

梶原２００７　p.１５６〕，方形と推定されるこの遺構の南辺が及んだものと思われる。

　地点３８・３９は，本部構内南辺付近を東西に長く掘削した形となった。正門に近いｑ地点

では，茶褐色土中から黒色粘質土の上面にかけて，南北方向にはしる幅１杓足らずの集石

遺構と溝が並列して検出された。中世段階の何らかの区画施設であろう。ｒ地点において

は井戸の可能性がある茶褐色土深い落ち込みが存在しており，ｓ地点においても南北溝の

可能性がある落ち込みを検出している。

　地点４０～４２は，道路敷き部分でのⅡ期工区からの管路の延長工事である。地点４１・４２は

幅広く地表下１．７杓付近まで掘削し，ｔ地点付近のみに窪地状に黄色の細砂層とその下

の黒色粘質土２が堆積し，ゆるやかに立ち上がって消失している状況を確認した。この黒

色粘質土２からは，磨消縄文を確認できる微細土器片を採集している。限られた範囲であ

るので断定は困難だが，本部構内西半から北部構内にかけて鍵層として確認される弥生前

期末の土石流堆積層が，局所的に窪地状の地形に遺存していたものと考える。

　地点４４・４５では深い掘削をおこなっていないが，８０尺程掘り下げてようやく近世の灰褐

色土に到達する状況であった。この一帯は本来的には微高地を外れた低地で，近代以降の

盛土によって現在の平坦地が確保されていることが確認できた。
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図９９　本部構内立合調査出土遺物
　　　（Ⅳ１：Ⅰ期工区地点８出土須恵器蓋　縮尺１鍬４，Ⅳ２：Ⅱ期工区地点３６出土陶器蓋　縮尺１鍬２）
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　４　出土遺物（図９９）

　調査全体で整理箱１箱の遺物を採取している。多くが灰褐色土出土の近世陶磁器類で，

とくにⅡ期工区で出土量が多い。Ⅰ期工区の地点８では，黒色土中より奈良時代の製塩土

器片が出土しているほか，層位不明ながら同時期ころの須恵器蓋を採集している（Ⅳ１）。

一帯で確認される黒色土や黒色粘質土が，古代の遺物包含層であることを示唆する状況と

言えよう。地点２０は，近接して廃棄土坑が存在するとみられ，染付の大破片などがまとま

って出土している。地点３６では，蓋かとみられる陶器が出土し，内側に○囲み「樂」銘の

押印を認める（Ⅳ２）。黄白色の胎土で焼成は堅緻，外面に淡燈色の泥漿状のものが塗られ

ており，つまみが剥落したかのような痕跡がある。印は，樂家十代の吉左衛門旦入（１７９５

表２　時計台周辺立合調査一覧

調　査　の　成　果



１４６

京都大学本部構内ＡＴ２５区の立合調査

表２　つづき



１４７

～１８５４）が，紀州藩十代藩主徳川治宝（とくがわはるとみ）から文政９年（１８２６）に賜っ

た「拝領印」である（１）。

　３　小　　　結

　今回の立合調査においては，面的に把握される遺構の発見には至らなかったものの，古

代～近世に至る各時期の遺物包含層が，ほぼ全域で堆積している状況をあらためて確認で

きた。また，古代・中世については，断面観察から想定される遺構の出現頻度でみると，

本部構内正門の北東側一帯，Ⅱ期工区の地点２８付近でとくに密度が高まっている状況が把

握された。今後注意すべき空間と言えよう。近世については，幕末期尾張藩邸の南限を画

する堀について，あらためて断面の規模や埋積状況を確認できた。しかしながら，今回も

堀の途切れ部を把握することは出来なかったため，絵図上では堀が途切れて描かれている

藩邸入り口がどこに比定されるのか，解決は今後に持ち越された。また，遺物として，○

囲み「樂」の押印資料が出土したことは，藩邸期前後の人的交流や流通を考えていくうえ

で，貴重な情報が追加されたと言えよう。

　先史時代については，弥生前期末の土石流堆積層である黄色砂やその下層の黒色粘質土

層が，限られた範囲で窪地状に存在している状況が確認できた。黄色砂は，本部構内では

基本的に西半域を中心に堆積しており，中央から東域にかけては微高地にあたるため，局

地的に堆積するにとどまることは，これまでも把握されてきた〔伊藤・梶原２００７　p.１２８〕。

今回，地点４１においては，窪地状の低地に堆積する両層のたちあがり箇所が把握されたほ

か，地点２５・２６付近においてもその可能性のある堆積層を確認した。調査機会が無く状況

不明であった本部構内中央南半一帯は，基本的には北東－南西を基調とする尾根状地形で

ありながら，弥生前期の段階で微低地や浅谷状地形が随所に存在していたことが，あらた

めて確認できたといえる。同時に，北白川扇状地を広くおそった弥生前期末の土石流につ

いて，現在は堆積が確認されない微高地上も，いったんはそれに覆われた可能性を，こう

した局所的な残存が示唆している。先史時代から古代にかけての地形形成や開発の過程を

復元していくうえで，興味深い状況といえるだろう。

〔注〕
（１）　 当該資料と印については，樂家十五代当主樂吉左衛門氏（公益財団法人樂美術館館長）に御

鑑定いただいた。厚く御礼申し上げます。

小　　　　結



参　考　文　献

１４８

安芸毬子　　２００１年　「泥面子」『図説江戸考古学研究事典』柏書房
石田志朗・中村徹也・中村友博　１９７２年　『京都大学理学部構内遺跡発掘調査の概要』
泉　拓良　　１９７７年　「京都大学植物園内遺跡」『仏教芸術』１１５号
五十川伸矢　１９８８年　「鴨東白河の鋳物工房―京都大学構内の鋳造に関する遺跡―」『京都大学構内遺

跡調査研究年報　昭和６０年度』
五十川伸矢・浜崎一志・伊東隆夫　１９８９年　「京都大学病院構内ＡＪ１８・ＡＪ１９区の発掘調査」『京都

大学構内遺跡調査研究年報　１９８６年度』
伊藤淳史　　１９９９年　「北白川追分町弥生時代遺跡の展開―北部構内ＢＡ３０区（追分地蔵地点）出土

資料の紹介―」『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９５年度』
　　　　　　２００８年　「京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査」『京都大学構内遺跡調査研究年報　

２００３年度』
　　　　　　２０１０年　「鴨東の古代―古墳～奈良時代の遺跡調査成果からみた集団動態―」『京都大学

構内遺跡調査研究年報　２００７年度』
伊藤淳史・梶原義実　２００７年　「京都大学本部構内ＡＵ２５区の発掘調査」『京都大学構内遺跡調査研究

年報　２００２年度』
伊藤淳史・笹川尚紀　２０１２年　「京都大学西部構内ＡＷ２０区の発掘調査」『京都大学構内遺跡調査研究

年報　２００９年度』
内田好昭　　１９９８年　「１９　京都大学構内遺跡」『平成８年度　京都市埋蔵文化財調査概要』
宇野隆夫　　１９８１年　「白川北殿北辺の土器・陶磁器」『京都大学埋蔵文化財調査報告Ⅱ』
梅原末治　　１９２３年　「京都帝国大学農学部敷地ノ石器時代遺跡」『京都府史蹟勝地調査會報告　第５

冊』
　　　　　　１９３５年　「京都北白川小倉町石器時代遺跡調査報告」『京都府史蹟名勝天然紀念物調査報

告　第１６冊』
　　　　　　１９３６年　「摂津阿武山古墓調査報告」『大阪府史蹟名勝天然紀念物調査報告　第７輯』
大橋康二　　１９９０年　「いわゆる京焼風陶器の年代と出土分布について」『青山考古』第８号
　　　　　　２００３年　『日本のやきもの・唐津』淡交社
奥村寛純　　１９７６年　『伏見人形の原型』伏見人形窯元丹嘉
小野山節・都出比呂志　１９７３年　『高槻市安満遺跡の条里遺構』
小野山節・中村徹也　１９７６年　『京都大学教養部Ａ号館増築予定地内埋蔵文化財発掘調査の概要』
角谷江津子　１９９２年　「肥前京焼風陶器と京焼」『関西近世考古学研究Ⅲ』関西近世考古学研究会
梶原義実　　２００３年　「１３世紀における「中央官衙系」瓦工の編成と展開―京都大学医学部構内ＡＯ

１８区の資料から―」『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９９年度』
京都大学広報委員会　１９７７年　『京都大学建築八十年のあゆみ』
京大調査会（京都大学農学部構内遺跡調査会・京都大学理学部附属瀬戸臨海実験所構内遺跡調査会）
　　　　　　１９７７年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　昭和５１年度』
京大埋文研（京都大学埋蔵文化財研究センター）
　　　　　　１９７８年ａ『京都大学構内遺跡調査研究年報　昭和５２年度』
　　　　　　１９７８年ｂ『京都大学埋蔵文化財調査報告第１冊―京大農学部遺跡ＢＧ３６区―』
　　　　　　１９７９年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　昭和５３年度』



１４９

参　　考　　文　　献

　　　　　　１９８０年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　昭和５４年度』
　　　　　　１９８１年ａ『京都大学埋蔵文化財調査報告Ⅱ―白河北殿北辺の調査―』
　　　　　　１９８１年ｂ『京都大学構内遺跡調査研究年報　昭和５５年度』
　　　　　　１９８３年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　昭和５６年度』
　　　　　　１９８４年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　昭和５７年度』
　　　　　　１９８５年　『京都大学埋蔵文化財調査報告Ⅲ―北白川追分町縄文遺跡の調査―』
　　　　　　１９８６年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　昭和５８年度』
　　　　　　１９８７年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　昭和５９年度』
　　　　　　１９８８年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　昭和６０年度』
　　　　　　１９８９年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９８６年度』
　　　　　　１９９０年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９８７年度』
　　　　　　１９９１年　『京都大学埋蔵文化財調査報告Ⅳ―京都大学病院構内遺跡の調査―』
　　　　　　１９９２年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９８８年度』
　　　　　　１９９３年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９８９～１９９１年度』
　　　　　　１９９５年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９２年度』
　　　　　　１９９７年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９３年度』
　　　　　　１９９８年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９４年度』
　　　　　　１９９９年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９５年度』
　　　　　　２０００年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９６年度』
　　　　　　２００２年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９７・１９９８年度』
　　　　　　２００３年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９９年度』
　　　　　　２００５年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　２０００年度』
　　　　　　２００６年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　２００１年度』
　　　　　　２００７年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　２００２年度』
　　　　　　２００８年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　２００３年度』
京大文総研（京都大学文化財総合研究センター）
　　　　　　２００９年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　２００４～２００６年度』
　　　　　　２０１０年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　２００７年度』
　　　　　　２０１１年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　２００８年度』
　　　　　　２０１２年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　２００９年度』
京都市文化市民局　　２００７年　『京都市遺跡地図台帳【第８版】』
小森俊寛・上村憲章　１９９６年　「京都の都市遺跡から出土する土器の編年的研究」『研究紀要』第３号

（（財）京都市埋蔵文化財研究所）
佐賀県立九州陶磁文化館　２００５年　『古伊万里の見方シリーズ２成形』
　　　　　　　　　　　　２００７年　『古伊万里の見方シリーズ４窯詰め』
　　　　　　　　　　　　２００８年　『土の美・古唐津―備前陶器のすべて』
島田貞彦　　１９２４年　「京都市北白川追分町発見の石器時代遺跡」『考古学雑誌』第１４巻第５号
島田貞彦・水野清一・小川五郎・三宅宗悦
　　　　　　１９２９年　「摂津国高槻｢摂津農場｣石器時代遺跡調査報告」『人類学雑誌』第４４巻第７号
鈴木裕子　　１９９９年　「京焼出土資料の変遷」『９９徳島城下町研究会・京焼―消費地の様相』関西近世

考古学研究会・考古フォーラムとくしま
大覚寺　　　１９９７年　『史跡大覚寺御所跡発掘調査報告』



１５０

参　　考　　文　　献

田辺昭三　　１９８１年　『須恵器大成』角川書店
千葉　豊　　１９９８年　「京都大学北部構内ＢＦ３４区の発掘調査」『京都大学構内遺跡調査研究年報　

１９９４年度』
冨井　眞　　１９９８年　「北白川追分町遺跡出土の縄文土器―北白川Ｃ式の成立を考える―」『京都大学

構内遺跡調査研究年報　１９９４年度』
中村徹也　　１９７３年　『京都大学農学部総合館周辺埋蔵文化財発掘調査の概要』
　　　　　　１９７４年ａ『京都大学農学部総合館北棟建設予定地内埋蔵文化財発掘調査の概要Ⅰ』
　　　　　　１９７４年ｂ『京都大学理学部ノートバイオトロン実験装置室新営工事に伴う埋蔵文化財発
　　　　　　　　　　掘調査の概要』
　　　　　　１９７５年　『京都大学農学部総合館北棟建設予定地内埋蔵文化財発掘調査の概要Ⅱ』
奈良本達也　１９４２年　「海外市場の形成と京都陶器会社―明治陶磁業史の一断面―」『歴史学研究』第

９５号
野上建紀　　２０００年　「磁器の編年１．碗・皿・紅皿・紅猪口」『九州陶磁の編年』九州近世陶磁学会
藤岡謙二郎　１９７３年　「北白川扇状地と教養部構内発見の遺物包含層並びにその先史地理学的意義」

『人文』第１９集（京都大学教養部）
藤岡幸二　　１９６２年　『京焼百年の歩み』（財）京都陶磁器協会
丸川義広　　２００８年　「石製品」『京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告２００７―１７・平安京左京三条二

坊十町（堀川院）跡』（財）京都市埋蔵文化財研究所
三浦豊二　　１９３４年　『田中源太郎翁傳』水石会代表三浦豊二
三井弘三　　１９７９年　『概説近代陶業史』日本陶業連盟
水野信太郎　１９９３年　『赤れんが物語』舞鶴赤れんが博物館
　　　　　　１９９９年　『日本煉瓦史の研究』（財）法政大学出版局
盛　峰雄　　２０００年　「陶器の編年１．碗・皿」『九州陶磁の編年』九州近世陶磁学会
門田誠一　　１９９４年　「清和館に使用された煉瓦」『京の公家屋敷と武家屋敷・同志社埋蔵文化財委員

会調査報告Ⅰ』学校法人同志社
横山浩一・佐原眞　１９６０年　『京都大学文学部博物館考古学資料目録』第１部日本先史時代
吉江　崇　　２００６年　「中世吉田地域の景観復原」『京都大学構内遺跡調査研究年報　２００１年度』
竜門社　　　１９５６年　『渋沢栄一伝記資料第１１巻』渋沢栄一伝記資料刊行会



１５１

京都大学構内遺跡調査要項　２０１０年度
　

京都大学文化財総合研究センター規程

第１条　この規程は，京都大学文化財総合研究センター（以下｢文化財総合研究センター｣という）の
組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

第２条　文化財総合研究センターは，文化財の調査･保存･活用に関する総合的教育研究を行うととも
に，京都大学敷地内の埋蔵文化財についての調査研究及びその保存のため必要な業務を行う。

第３条　文化財総合研究センターに，センター長を置く。
　２　　センター長は，京都大学の専任の教授をもって充てる。
　３　　センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。
　４　　センター長は，文化財総合研究センターの所務を掌理する。
　５　　センター長に事故があるときは，あらかじめセンター長が指名する者がその職務を代理する。
　６　　センター長が欠けたときは，あらかじめセンター長が指名する者がその職務を行う。
第４条　文化財総合研究センターに，その重要事項を審議するため，協議員会を置く。
　２　　協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は，協議員会が定める。
第５条　文化財総合研究センターに，学際的教育研究拠点の構築に係る関係機関等との連携に関する

重要事項についてセンター長の諮問に応ずるため，連携協議会を置く。
　２　　連携協議会の組織及び運営に関し必要な事項は，連携協議会が定める。
第６条　文化財総合研究センターは，次に掲げる研究科の教育に協力するものとする。
　　　　文学研究科
　　　　工学研究科
第７条　文化財総合研究センターに置く事務組織については，京都大学事務組織規程（平成１６年達示

第６０号）の定めるところによる。
第８条　この規程に定めるもののほか，文化財総合研究センターの内部組織については，センター長

が定める。

センター長 センター教員
　　上原　真人（文学研究科教授） 　清水　芳裕
 　千葉　　豊
協議員会委員 　伊藤　淳史
　　上原　真人（文学研究科教授） 　冨井　　眞
　　清水　芳裕（センター准教授） 　笹川　尚紀
　　藤井　讓治（文学研究科教授） センター教務補佐員
　　竹村　惠二（理学研究科教授） 　磯谷　敦子
　　山岸　常人（工学研究科准教授） 　長尾　　玲
　　西山　良平（人間・環境学研究科教授） 　柴垣理恵子
　　大野　照文（総合博物館教授） センター事務室
 　古市　　博（文学研究科・事務室長）
 　玉手　倫世（事務補佐員）
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表３　京都大学構内遺跡のおもな調査

備　　考文　　献遺　　物遺　　構面積
（釈）

調 査 の
種 類担　当　者地点遺 跡 名

調 査 名年度
梅原２３，島田
２４

縄文土器，石
器

表 採 ・
試 掘

濱田　耕作１･２農 学 部１９２３

横山・佐原６０石棒藤本理三郎不明農 学 部１９２４
島田・水野ほ
か２９

弥生土器発　　掘島田　貞彦
水野　清一
ほか　　　

大 阪 府
安 満

１９２９

梅原３６乾漆棺，玉飾
枕

発　　掘梅原　末治大阪府阿
武山古墳

１９３４

梅原３５縄文土器，石
器

梅原　末治北 白 川
小 倉 町

１９３５

縄文土器採　　集羽館　　易３農 学 部１９５６
埋７９弥生土器採　　集石田　志朗４農 学 部１９７１

石棒採　　集５農 学 部１９７２
建物をずら
し条里の溝
を保存

小野山・都出
７３

弥生土器条里の溝１５００事前発掘小野山　節
都出比呂志

大 阪 府
安 満

１９７２

石田ほか７２，
伊藤９９

弥生土器６００事前発掘石田　志朗
中村　徹也

６追分地蔵１９７２

藤岡７３縄文土器工事中採
集・実測

藤岡謙二郎７教 養 部１９７２

瓦溜埋戻し埋７８ｂ縄文土器，瓦
（平安）

瓦溜１３事前発掘中村　徹也８農 学 部１９７３

中村７３縄文土器，土
師器

６００事前発掘中村　徹也９農 学 部１９７３

甕棺・配石
遺構の移築
を決定

中村７４ｂ，
泉７７

縄文土器縄文後期甕
棺・配石遺
構

４００事前発掘中村　徹也１１植 物 園１９７３

中村７４ａ縄文土器８００事前発掘中村　徹也１２農 学 部１９７４
中村７５縄文土器８００事前発掘中村　徹也１３農 学 部１９７４
小野山・中村
７６

土師器，瓦，陶
磁器

７５０事前発掘小野山　節
中村　徹也

１４教 養 部１９７５

調７７縄文土器，土
師器，瓦

縄文晩期土
壙墓

９００事前発掘泉　　拓良１６農 学 部
ＢＥ３３区

１９７６

調７７，埋８１ａ土師器，瓦，陶
磁器

古代・中世
溝，池，土器
溜

２２００事前発掘岡田　保良１９病 院
ＡＥ１５区

１９７６

甕棺・配石
の移築復元

調７７保　　存吉野　治雄２９植 物 園
ＢＤ３５区

１９７６

埋７８ａ土師器，瓦近世溝，井
戸，集石

２００事前発掘泉　　拓良３４病 院
ＡＨ１７区

１９７６

埋７７縄文土器，須
恵器

溝１０試　　掘吉野　治雄３５教 養 部
ＡＳ２３区

１９７６

埋７７縄文土器１０試　　掘宇野　隆夫３６北 部
ＢＪ３３区

１９７６

埋７８ａ縄文土器，人
骨

縄文時代土
壙墓

３００事前発掘丹羽　佑一和歌山県
瀬 戸

１９７６

埋７８ａ，埋８１
ａ

土師器，瓦，陶
磁器

古代護岸，
溝，井戸

８００事前発掘岡田　保良
宇野　隆夫

３９病 院
ＡＦ１４区

１９７７

埋７９，梶原０３土師器，瓦，陶
磁器

中世溝，土
器溜，井戸

１２００事前発掘泉　　拓良
吉野　治雄

４１医 学 部
ＡＯ１８区

１９７７

埋７８ａ須恵器，土師
器

溝，土坑立　　合吉野　治雄
宇野　隆夫

４３北 部
電 気 管

１９７７

 （地点は図版１を参照，文献中「埋」は京大埋文研，
「調」は京大調査会，「文」は京大文総研をさす。 ）



１５３

京都大学構内遺跡のおもな調査

備　　考文　　献遺　　物遺　　構面積
（釈）

調 査 の
種 類担　当　者地点遺 跡 名

調 査 名年度
埋７９弥生土器，土

師器，瓦
溝８０試　　掘宇野　隆夫４８教 養 部

ＡＱ２３区
ＡＮ２３区

１９７７

埋７９土師器，瓦，陶
磁器

溝　４０試　　掘岡田　保良４９白河北殿
比 定 地
ＡＡ１８区

１９７７

火葬塚と方
形周溝墓を
現地保存

埋７９弥生土器，土
師器，瓦

弥生中期方
形周溝墓，
中世火葬塚

５００事前発掘岡田　保良
宇野　隆夫
吉野　治雄

５４理 学 部
ＢＥ２９区

１９７８

埋７９縄文土器，土
師器

縄文土坑，
古代溝，土
坑

１００事前発掘泉　　拓良
宇野　隆夫

５５農 学 部
ＢＧ３２区

１９７８

埋８０，埋８５縄文土器縄文晩期埋
没林

６５０事前発掘泉　　拓良
宇野　隆夫

５６北 部
ＢＧ３１区

１９７８

埋８０陶磁器，土師
器，銭貨

近世白川道５００事前発掘岡田　保良
吉野　治雄

５７本 部
ＡＷ２８区

１９７８

埋７９高野川旧河
道

立　　合泉　　拓良６０本 部
ＡＹ２２区

１９７８

埋７９，埋８０弥生土器井戸，溝立　　合吉野　治雄６４医 学 部
ＡＮ１９区

１９７８

埋８０土師器，須恵
器

土坑４６試　　掘吉野　治雄６６北 部
ＢＨ３７区

１９７９

埋８０弥生土器，土
師器

８試　　掘岡田　保良
清水　芳裕

６９教 養 部
ＡＭ２４区

１９７９

埋８０土師器，瓦，瓦
器

中世溝３０試　　掘西川　幸治
浜崎　一志

７１本 部
ＡＺ３０区

１９７９

埋８１ｂ土師器，瓦，陶
磁器，旧石器

中世溝，井
戸，土器溜

２７７６事前発掘清水　芳裕
五十川伸矢
吉野　治雄

７４医 学 部
ＡＰ１９区

１９７９

竪穴住居跡
を現地保存

埋８１ｂ土師器，須恵
器，白磁

奈良後期竪
穴住居，中
世土壙墓，
近世道路

４００事前発掘五十川伸矢７５本 部
ＡＴ２７区

１９７９

埋８０瓦（平安）立　　合泉　　拓良７９北 部
ＢＤ３２区

１９７９

埋８１ｂ土師器，近世
陶磁器

近世道路，
堀

１１５事前発掘泉　　拓良８９本 部
ＡＴ２７区

１９８０

埋８３土師器，瓦，陶
磁器，銅鏃（弥
生），磨製石鏃

近 世 白 川
道，中世土
器溜，井戸，
建物

１１２０事前発掘泉　　拓良
五十川伸矢
浜崎　一志

９０本 部
ＡＸ２８区

１９８０

立合調査中
に遺跡を発
見，工事を
中断し発掘
調査

埋８３弥生土器，打
製石斧，瓦器，
陶磁器

弥生中期・
後期水路，
土坑，中世
土器溜

１４６８事前発掘泉　　拓良
清水　芳裕
五十川伸矢
浜崎　一志
吉野　治雄

京 都 府
美 月

１９８０

埋８３土師器，瓦器，
陶磁器

中世井戸，
土壙墓

１１２事前発掘吉野　治雄９１教 養 部
ＡＯ２１区

１９８０

埋８１ｂ瓦器，陶器火葬墓，石
列 

立　　合吉野　治雄９３教 養 部
ＡＭ２２区

１９８０

遺構実測埋８３土師器，丸瓦流路，中世
土器溜

立　　合清水　芳裕９８本 部
実験排水

１９８０

埋８３土師器，瓦，陶
磁器

古代建物，
近世瓦溜

２７２事前発掘泉　　拓良
浜崎　一志

１０９理 学 部
ＢＤ３０区

１９８１



１５４

京都大学構内遺跡調査要項

備　　考文　　献遺　　物遺　　構面積
（釈）

調 査 の
種 類担　当　者地点遺 跡 名

調 査 名年度
埋８４縄文土器，硬

玉管玉，弥生
土器，製塩土
器

弥生土坑，
弥生配石，
古墳時代土
坑

１５００事前発掘泉　　拓良
清水　芳裕
五十川伸矢
浜崎　一志

和歌山県
瀬 戸

１９８１

埋８３土師器，瓦，陶
磁器，硯

中世土器溜３４事前発掘浜崎　一志１１０本 部
ＡＸ２８区

１９８１

梵鐘鋳造遺
構を現地保
存

埋８４縄文土器，弥
生土器，須恵
器，土師器，鋳
型，溶解炉

古墳，古代
梵鐘鋳造遺
構，中世門，
溝，墓

１７１６事前発掘五十川伸矢
飛野　博文

１１１教 養 部
ＡＰ２２区

１９８１

埋８３縄文土器，緑
釉陶器，灰釉
陶器

分布調査京 都 市
本 山

１９８１

埋８４縄文土器，土
師器

中世土器溜２０試　　掘泉　　拓良京 都 府
中 海 道

１９８２

埋８４白磁中世井戸，
溝

１０２８事前発掘清水　芳裕
浜崎　一志

１２２病 院
ＡＦ１５区

１９８２

埋８４縄文土器，土
師器

縄 文 住 居
跡，中世土
坑

７８７事前発掘清水　芳裕
浜崎　一志

１２３農 学 部
ＢＦ３３区

１９８２

古代製塩炉
を移築保存

埋８４縄文土器，弥
生土器，製塩
土器

古代製塩炉２９７事前発掘泉　　拓良和歌山県
瀬 戸

１９８２

埋８６土師器，瓦器，
陶磁器

中世濠，建
物

８９０事前発掘泉　　拓良
飛野　博文

１２４本 部
ＡＴ２９区

１９８２

埋８６土師器，瓦器，
陶磁器

中世・近世
水田，溝

８０３事前発掘泉　　拓良
飛野　博文

１２５農 学 部
ＢＥ３３区

１９８２

埋８６須恵器，瓦器，
土師器

中世井戸，
土取り穴

８６３事前発掘泉　　拓良
五十川伸矢

１３４医 学 部
ＡＮ２０区

１９８３

埋８７，冨井９８縄文土器，土
師器，緑釉陶
器

縄 文 埋 没
林，古代・中
世溝

７３７事前発掘清水　芳裕
五十川伸矢

１３５北 部
ＢＦ３１区

１９８３

埋８６土師器，瓦器，
石鍋

中世土取り
穴

立　　合泉　　拓良
浜崎　一志

１３９医 学 部
ＡＭ１９区

１９８３

埋８７縄文土器，蓮
月焼

近世池，井
戸，野壺

８６３事前発掘浜崎　一志
宮本　一夫

１４１病 院
ＡＦ１９区

１９８４

埋８７土師器，近世
陶磁器

中世土坑，
近世土取り
穴

２６０事前発掘清水　芳裕
浜崎　一志

１４２病 院
ＡＪ１９区

１９８４

埋８８土師器，瓦器，
鋳型

中世井戸，
土取り穴，
中世梵鐘鋳
造遺構

１９２０事前発掘五十川伸矢
宮本　一夫

１４３医 学 部
ＡＮ１８区

１９８４

埋８８弥生土器，土
師器，須恵器

古代溝，建
物跡，土坑，
近世溝

６２４事前発掘清水　芳裕
宮本　一夫

１５３北 部
ＢＪ３１区

１９８５

埋８９土師器，近世
陶磁器

中世井戸，
近世土取り
穴

４２９５事前発掘清水　芳裕
浜崎　一志
菱田　哲郎

１５４病 院
ＡＪ１８区

１９８５

埋８９土師器，近世
陶磁器，鋳型

中世井戸，
近世土取り
穴

３０００事前発掘五十川伸矢
宮本　一夫

１５５病 院
ＡＪ１９区

１９８５

埋８９土師器，近世
陶磁器

中世・近世
溝

５９９事前発掘清水　芳裕
宮本　一夫
難波　洋三

１６７教 養 部
ＡＰ２５区

１９８６

埋８９土師器，陶磁
器

古代土坑，
中世道

３３０事前発掘清水　芳裕
難波　洋三

１６８本 部
ＡＸ３０区

１９８６



１５５

京都大学構内遺跡のおもな調査

備　　考文　　献遺　　物遺　　構面積
（釈）

調 査 の
種 類担　当　者地点遺 跡 名

調 査 名年度
埋９０土師器，陶磁

器
近世土取り
穴

３３１事前発掘浜崎　一志
難波　洋三

１６９医 学 部
ＡＬ２０区

１９８６

埋８９土師器，瓦器，
陶器

中世溝２４試　　掘清水　芳裕
五十川伸矢
浜崎　一志

１７０教 養 部
ＡＬ２３区

１９８６

埋９０縄文土器，土
師器，須恵器

土坑，河川６１８事前発掘浜崎　一志
千葉　　豊

１８０北 部
ＢＤ３３区

１９８７

埋９２縄文土器，土
師器，陶磁器

中世土坑，
近世道路

１６０４事前発掘五十川伸矢
千葉　　豊

１８１本 部
ＡＷ２７区

１９８７

埋９０土師器，須恵
器

包含層１６試　　掘清水　芳裕１８２北 部
ＢＨ３５区

１９８７

埋９２土師器，須恵
器

包含層１２試　　掘清水　芳裕１８３北 部
ＢＤ２８区

１９８７

埋９０近世尾張藩
邸堀

立　　合清水　芳裕１８８本 部
ＡＴ２５区

１９８７

埋９２土師器，瓦，陶
磁器

中世土坑，
近世道路

２１６事前発掘清水　芳裕
森下　章司

１９０牛ノ宮町
ＡＲ１９区

１９８８

埋９３土師器，瓦，陶
磁器

中世土坑，
溝

２４９５事前発掘浜崎　一志
千葉　　豊
森下　章司

１９１病 院
ＡＨ１９区

１９８８

埋９３土師器，瓦，陶
磁器

近世道路，
溝，野壺，井
戸

５９９事前発掘千葉　　豊
森下　章司
宮原恵美子

１９２病 院
ＡＥ１２区

１９８８

埋９３土師器，陶磁
器，瓦

近世井戸，
野壺，柵列

８０５事前発掘千葉　　豊
森下　章司
宮原恵美子

１９８病 院
ＡＥ１３区

１９８９

埋９５土師器，陶磁
器

近世井戸，
道路

３９４事前発掘千葉　　豊
森下　章司

２００病 院
ＡＧ１４区

１９９１

埋９３土師器中世土坑立　　合五十川伸矢
浜崎　一志
森下　章司

２０２教 養 部
ＡＲ２１区

１９９１

埋９５土師器，陶磁
器

中世井戸，
土器溜

１９５０事前発掘五十川伸矢
森下　章司

２０７医 学 部
ＡＭ１７区

１９９２

埋９５縄文土器，土
師器，陶磁器，
桟瓦

噴砂，古代
埋納遺構，
近世堀

１２４２事前発掘浜崎　一志
千葉　　豊

２０８北 部
ＢＡ２８区

１９９２

埋９５縄文土器，石
器

縄文包含層立　　合浜崎　一志
伊藤　淳史

２１３和歌山県
瀬 戸

１９９２

埋９７土師器，陶磁
器

中世砂取り
穴，近世野
壺

１４８０事前発掘千葉　　豊
伊藤　淳史

２１４本 部
ＡＶ３０区

１９９２

埋９７土師器，陶磁
器

古代溝，中
世土坑

１３２３事前発掘清水　芳裕
古賀　秀策

２１７北 部
ＢＢ２８区

１９９３

埋９７縄文土器，石
器，土師器，陶
磁器

中世井戸，
濠，溝，土坑

９２９事前発掘千葉　　豊
吉井　秀夫

２１８本 部
ＡＷ２５区

１９９３

埋９７弥生土器，土
師器，陶磁器

弥生流路，
古代溝，中
世土器溜

１０７４事前発掘伊藤　淳史
古賀　秀策

２１９本 部
ＡＵ３０区

１９９３

梵鐘鋳造遺
構を現地保
存

埋９９，伊藤１０縄文土器，弥
生土器，土師
器，陶磁器

弥生水田，
古代梵鐘鋳
造遺構，中
世井戸，溝

４０８０事前発掘五十川伸矢
伊藤　淳史

２２０総合人間
学 部
ＡＯ２２区

１９９３

埋９８土師器，陶磁
器

古 代 土 器
溜，土坑，中
世・近世道
路

１２２８事前発掘千葉　　豊
吉田　　広

２２１北 部
ＢＦ３４区

１９９３



１５６

京都大学構内遺跡調査要項

備　　考文　　献遺　　物遺　　構面積
（釈）

調 査 の
種 類担　当　者地点遺 跡 名

調 査 名年度
埋９７土師器，陶磁

器
近世道路１１３試　　掘伊藤　淳史２２２病 院

ＡＦ１２区
１９９３

埋９８縄文土器，弥
生土器，土師
器

縄 文 貯 蔵
穴，弥生方
形周溝墓，
平安土壙墓

５３０事前発掘千葉　　豊
古賀　秀策
吉田　　広

２２９北 部
ＢＦ３０区

１９９４

埋９９土師器，陶磁
器

古代溝，土
器溜　

１３１４事前発掘古賀　秀策
吉田　　広

２３０本 部
ＡＸ２５区

１９９４

埋００弥生土器，土
師器，陶磁器，
瓦

弥生土器棺
墓，古代溝，
土坑，中世
溝

２０９２事前発掘伊藤　淳史
古賀　秀策

２３８総合人間
学 部
ＡＲ２５区

１９９５

埋００縄文土器，弥
生土器，土師
器，蓮月焼

縄文流路，
弥生流路，
中世井戸，
近世大溝

２２６０事前発掘千葉　　豊
吉田　　広

２３９病 院
ＡＧ２０区

１９９５

埋００土師器，陶磁
器

近世池，土
坑

２８０事前発掘千葉　　豊
吉田　　広

２４０病 院
ＡＦ２０区

１９９５

埋９９土師器，陶磁
器

中世大溝，
近世柵列

６２７事前発掘古賀　秀策
吉田　　広

２４１本 部
ＡＸ２６区

１９９５

埋００縄文土器，弥
生土器，土師
器，陶磁器

縄文流路，
中世土取り
穴，近世井
戸

５１０事前発掘五十川伸矢
古賀　秀策

２４８医 学 部
ＡＮ２０区

１９９６

埋０２弥生土器，土
師器，陶磁器，
銭貨

中世掘立柱
建物，土坑，
溝

３３０事前発掘伊藤　淳史
冨井　　眞

２４９総合人間
学 部
ＡＲ２４区

１９９６

弥生～中世
包含層

埋０２弥生土器，土
師器，陶磁器，
瓦

中世瓦溜立　　合伊藤　淳史２５４総合人間
学 部
ＡＲ２３区

１９９７

埋０５縄文土器，弥
生土器，土師
器，陶磁器，瓦

縄文流路，
弥生方形周
溝墓，中世
溝・土坑・土
器溜・石室

１８００事前発掘千葉　　豊
古賀　秀策
阪口　英毅

２６１総合人間
学 部
ＡＮ２２区

１９９８

埋０２土師器，陶磁
器，瓦

中世土坑，
近世柱穴

５４３事前発掘伊藤　淳史
冨井　　眞

２６２本 部
ＡＵ２８区

１９９８

弥生～近世
包含層

埋０２弥生土器，土
師器，陶磁器

立　　合古賀　秀策
千葉　　豊

２６４総合人間
学 部
ＡＬ２４区

１９９８

埋０３縄文土器，土
師器，陶磁器

中世井戸，
土坑

４９事前発掘千葉　　豊
阪口　英毅

２６９病 院
ＡＦ２０区

１９９９

埋０３土師器，瓦，陶
磁器

中世井戸，
集石，土器
溜

２０２８事前発掘伊藤　淳史
冨井　　眞

２７０医 学 部
ＡＯ１７区

１９９９

埋０３縄文土器，須
恵器，土師器，
瓦，陶磁器

古 墳 時 代
溝，中世井
戸，瓦溜，
溝，近世溝

１９１３事前発掘千葉　　豊
阪口　英毅

２７１本 部
ＡＷ２６区

１９９９

埋０３時 期 不 明
溝，高野川
系流路攻撃
面

立　　合冨井　　眞２７２本 部
ＡＸ２２区

１９９９

埋０５縄文土器，弥
生土器，石器，
陶磁器

弥生水田，
中世溝，近
世井戸

２１５８事前発掘伊藤　淳史
冨井　　眞

２７６北 部
ＢＣ２８区

２０００



１５７

京都大学構内遺跡のおもな調査

備　　考文　　献遺　　物遺　　構面積
（釈）

調 査 の
種 類担　当　者地点遺 跡 名

調 査 名年度
埋０６縄文土器，土

師器，陶磁器，
鉄鍋，馬具，銭
貨

終末期古墳
周濠，中近
世白川道，
尾張藩邸水
路・堀

２６５４事前発掘千葉　　豊
阪口　英毅

２７７本 部
ＡＴ２１区

２０００

埋０７縄文土器，土
師器，近世陶
磁器，瓦

縄文流路，
古代土坑，
中世井戸，
近世井戸・
土坑・池

８０００事前発掘千葉　　豊
冨井　　眞

２７８病 院
ＡＥ１９区

２０００

近世包含層埋０５土師器，陶磁
器

近世土坑３２０試　　掘阪口　英毅２７９病 院
ＡＥ１８区

２０００

埋０６縄文土器，弥
生土器，石器，
土師器，陶磁
器，青銅製経
筒，ガラス玉，
瓦

奈良時代掘
立柱建物，
平安時代経
塚，古代・中
世溝，柵

２３７５事前発掘伊藤　淳史
梶原　義実

２８８吉 田 南
ＡＲ２４区

２００１

埋０６土師器近世柱穴立　　合清水　芳裕
千葉　　豊

２９０病 院
ＡＦ１２区

２００１

埋０６土師器，陶磁
器

近世柱穴立　　合清水　芳裕
千葉　　豊

２９１病 院
ＡＦ１３区

２００１

埋０６近世尾張藩
邸堀

立　　合清水　芳裕
千葉　　豊

２９３本 部
ＡＴ２５区

２００１

埋０７縄文土器，土
師器，近世陶
磁器・瓦

古代埋甕，
中世白川道・
井戸，近世
集石

１０７０事前発掘伊藤　淳史
梶原　義実

２９６本 部
ＡＵ２５区

２００２

埋０７縄文土器，弥
生土器，石器，
陶磁器

縄文堅果集
積・埋没林，
古代道路，
近世野壺

１９２５事前発掘冨井　　眞
吉江　　崇

２９７北 部
ＢＤ２８区

２００２

埋０８縄文土器，土
師器，陶磁器，
近世陶磁器

縄文流路，中
世 道 路・井
戸，近世土取
り穴・野壺

１２００事前発掘千葉　　豊
梶原　義実

２９８医 学 部
ＡＲ１９区

２００２

埋０８縄文土器，石
器，土師器，陶
磁器，近世墓
石

縄文建物跡・
焼土・土坑，
中世砂取り
穴，近世溝 

１９００事前発掘冨井　　眞
吉江　　崇

２９９北 部
ＢＦ３２区

２００２

埋０７土師器，陶磁
器，中世瓦，磁
器，将棋駒

古代・中世・
近世溝

立　　合千葉　　豊３０２吉 田 南
ＡＲ２５区

２００２

埋０８土師器，瓦器，
陶磁器，瓦，石
鍋，近世陶磁
器

中世道路・井
戸・溝・集石・
土器溜・野壺
群，近世井
戸・溝

２１２５事前発掘伊藤　淳史
吉江　　崇

３０８医 学 部
ＡＰ１８区

２００３

中・近世包
含層

文０９砂取り穴，
野壺

立　　合冨井　　眞３１１北 部
ＢＤ３３区

２００３

文０９縄文土器，弥
生土器，土師
器，陶磁器，須
恵器，瓦器

古代土坑・
溝，中世土
坑

８５.５事前発掘千葉　　豊３２０北 部
ＢＣ３０区

２００４

文０９縄文土器，石
器，磁器，近世
陶磁器・瓦

近世溝・瓦
溜

９８事前発掘冨井　　眞
吉江　　崇

３２１本 部
ＢＡ２２区

２００５



１５８

京都大学構内遺跡調査要項

備　　考文　　献遺　　物遺　　構面積
（釈）

調 査 の
種 類担　当　者地点遺 跡 名

調 査 名年度
文０９縄文土器，土

師器，陶磁器，
須恵器，瓦器，
鞴羽口

古墳周溝，
古代土坑・
溝，中世土
坑・集石

４８事前発掘伊藤　淳史３２２吉 田 南
ＡＰ２１区

２００５

文０９立　　合清水　芳裕
伊藤　淳史

３２３美 山２００４

２９７地点の
古代道路と
つながるか

文０９古代道路？立　　合吉江　　崇３２５北 部
ＢＣ３５区

２００４

縄文包含層文０９近世陶磁器近世白川道，
近世遺物溜，
煉瓦積水路

立　　合伊藤　淳史３２９本 部
ＡＷ２４区

２００５

中・近世包
含層

文０９縄文土器立　　合冨井　　眞３３０北 部
ＢＤ３０区

２００５

中世包含層文０９近世陶器近世白川道立　　合千葉　　豊３３１本 部
ＡＴ２２区

２００５

文０９近世陶器近世尾張藩
邸堀

立　　合伊藤　淳史３３５本 部
ＡＴ２６区

２００６

文０９土師器，近世
陶磁器・瓦

中世白川道，
近世遺物溜

立　　合伊藤　淳史３３６本 部
ＡＶ２４区

２００６

文０９塼，瓦石垣分　　布
立　　合

千葉　　豊３３７桂２００１
～
２００４

文１０縄文土器，土
師器，陶磁器，
瓦

中世井戸，
近世井戸・集
石・石垣

３７００事前発掘冨井　　眞
笹川　尚紀

３３８病 院
ＡＧ１６区

２００７

文１０縄文土器，土
師器，陶磁器

中世道路・
井戸・集石

７１３事前発掘千葉　　豊３３９病 院
ＡＦ１４区

２００７

古代包含層文１０土師器古代土坑立　　合佐藤　純一３４６和歌山県
瀬 戸

２００７

文１２土師器，陶磁
器，瓦，玉石

中世建物，
玉石集積，
井戸，瓦溜，
土器溜，流路

２０８１事前発掘伊藤　淳史
笹川　尚紀

３４８西 部
ＡＷ２０区

２００８

文１１近世陶磁器・
土製品

近世井戸・
野壺・土坑・
溝

２１６４事前発掘千葉　　豊
冨井　　眞

３４９病 院
ＡＧ１３区

２００８

文１２縄文土器，弥
生土器，石器，
土師器，陶磁
器

縄文加工樹
幹，弥生土
器片敷，中
世砂取穴・
溝，近世溝

８００事前発掘冨井　　眞
笹川　尚紀

３５５北 部
ＢＨ３１区

２００９

文１２縄文土器，石
器，須恵器，土
師器

縄文住居，
古墳周溝，
中世土坑

７１０事前発掘千葉　　豊３５６本 部
ＡＺ２３区

２００９

第２章縄文土器，石
器，土師器，黒
色土器，須恵
器，緑釉陶器，
灰釉陶器，陶
磁器，瓦，銭貨

古代土坑，
中世砂取り
穴・道路・溝・
野壺，近世
野壺

１１５２事前発掘千葉　　豊
笹川　尚紀

３５７北 部
ＢＧ３４区

２００９

第３章土師器，瓦器，
陶磁器

中世井戸・
道路・集石・
土坑・溝・柱
穴，近世集
石・野壺・溝

８２４事前発掘伊藤　淳史３５８医 学 部
ＡＱ１８区

２００９



１５９

京都大学構内遺跡のおもな調査

備　　考文　　献遺　　物遺　　構面積
（釈）

調 査 の
種 類担　当　者地点遺 跡 名

調 査 名年度
第４章縄文土器，弥

生土器，土師
器，須 恵 器，
瓦，陶磁器

中世土坑・
溝，近世畔・
野壺・柵・土
坑・溝

１０８５事前発掘網　　伸也
東　　洋一

３６６病 院
ＡＪ１６区

２０１０

中世包含層第１章中世溝立　　合笹川　尚紀３６７吉 田 南
ＡＬ２２区

２０１０

黄砂第１章立　　合千葉　　豊３６８本 部
ＡＹ２３区

２０１０

中世包含層第１章立　　合清水　芳裕
千葉　　豊
冨井　　眞

３６９北 部
ＢＧ３４区

２０１０

近世包含層第１章立　　合笹 川 尚 紀３７０熊 野 寮
ＡＡ１７区

２０１０

第１章立　　合千葉　　豊３７１北 部
ＢＧ３３区

２０１０

黄砂・古代
中世包含層

第１章土師器立　　合伊藤　淳史３７２吉 田 南
ＡＰ２３区 

２０１０

中近世包含
層

第１章立　　合冨井　　眞３７３北 部
ＢＨ２９区

２０１０

中世包含層第１章立　　合笹川　尚紀３７４本 部
ＡＸ２９区

２０１０

第１章立　　合笹川　尚紀３７５医 学 部
ＡＬ１６区

２０１０

中世包含層第１章立　　合清水　芳裕
笹川　尚紀

３76ＺＹ１６区２０１０

先史～近世
包含層

第５章須恵器，陶器尾張藩邸堀立　　合伊藤　淳史３７７本 部
ＡＴ２５区

２０１０
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４１″

－２６１００
 京都府京都市左京区 
きょうとふきょうとしさきょうく

 北白川追分町 
きたしらかわおいわけちょう

 北 
ほく

 部  構内 
ぶ こうない

ＢＧ３４区

医学部学生会館新営　８２４

２０１０
０１１４～

２０１０
０４０７

１３５°

４６′
　

４８″

３５°

０１′
　

１５″

－２６１００
 京都府京都市左京区 
きょうとふきょうとしさきょうく

 吉田橘町 
よしだたちばなちょう

 医  学  部  構内 
い がく ぶ こうない

ＡＱ１８区

先端医療機器開発・臨床
研究センター新営１０８５

２０１０
０４０１～

２０１０
０７２１

１３５°

４６′
　

４５″

３５°

０１′
　

０４″

－２６１００
 京都府京都市左京区 
きょうとふきょうとしさきょうく

 聖護院川原町 
しょうごいんかわらまち

 病院構内 
びょういんこうない

ＡＪ１６区

特　記　事　項主　な　遺　物主　な　遺　構主な時代種　別所収遺跡名
縄文土器，石器縄文時代散布地北部構内

ＢＧ３４区 土師器，黒色土器，
須恵器，緑釉陶器，
灰釉陶器，瓦

土坑１，溝状遺構２平安時代散布地

土師器溝状遺構１鎌倉時代散布地
中世後期の大規模な砂取
り穴が検出される。砂取
りの後，開発が推進さ
れ，南北にはしる道路，
田畑が営まれる。なお，
道路は，中世末に洪水に
よって廃絶したと考えら
れる。

土師器，瓦器，須恵
器，緑釉陶器，灰釉
陶器，陶器，青磁，
白磁，瓦，銭貨

砂取り穴１中世後期散布地

土師器，陶磁器，青
磁，白磁

道路１，畝溝多数，溝
３，凹み状遺構１，野
壺８，土坑７

中世後期
～江戸時
代

田畑

土師器，陶磁器，石
仏，題目塔，瓦，銭貨

土坑１近代散布地

中世白川道路面の南縁を
確認
多数の中世井戸と柱穴群
中世前半期土師器・瓦器
煮炊具多数出土

土師器，瓦器，陶磁
器

井戸11，道路１，集石・
土坑・溝多数，柱穴多
数

鎌倉～
室町時代

集落跡医学部構内
ＡＱ１８区

土師器，陶磁器集石１，野壺・溝多数戦国～
江戸時代

田畑

調査区西端で南北方向の
河川を検出

土師器，陶器河川１，土坑・溝多数
　　　　　　

平安末～
室町時代

散布地病院構内
ＡＪ１６区

東から西へ下がる，段差
をともなった耕作面３面
を検出

陶磁器，土製品畔１，野壺１，柵４，
土坑・溝多数

江戸時代田畑

緯度・経度は日本測地系（第柴座標系）にもとづく
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京都大学北部構内採集の石棒

千葉　豊　

　１　は　じ　め　に

　京都大学北部構内に所在する北白川追分町縄文遺跡は，文学部考古学教室の濱田耕作が

１９２３年１０月，散歩の途中で磨製石斧を採集したことから試掘調査がおこなわれ，確認され

た遺跡である（図１００－１地点）（１）。石斧採集の直後，考古学教室によっておこなわれた試

掘調査では，縄文土器をはじめ石鏃・磨製石斧・切目石錘などが発見されるものの，それ

らは遺物包含層が工事によって削平されたために地上に散布したものと考えられた。そし

て，遺跡はすでに校舎建設にともなう地均し工事によって破壊されたと推測された〔梅原

１９２３，島田１９２４〕。

　遺跡発見の翌１９２４年には，藤本理三郎が石棒を採集して文学部陳列館に寄贈するなど

〔横山・佐原１９６０〕，北部構内では，縄文時代以降の遺物がおりに触れて採集されること

があり，遺跡の存在が注意されてきた（２）。しかし，正式な発掘調査はなされないまま時を

経てきていた。

　こうした状況を大きく変えたのが，本稿で取り上げる石棒の発見である（３）。石棒は，

１９７２年，校舎建設中に偶然採集されるが，この発見は長らくその存在が忘れられていたこ

の遺跡が地下に良好な状態で残っていることを改めて確認させる契機となり，大学構内に

おけるその後の埋蔵文化財行政のありかたに大きな影響を与えるものとなった。

　この石棒については，１９９１年，文学部博物館（現・総合博物館）で「先史時代の北白川」

という企画展がおこなわれたときにはじめて公開展示され，また写真や図が公表された

〔京都大学文学部博物館１９９１，千葉１９９２〕。しかしながら，採集の経緯などは十分に報告さ

れないまま今日に至っている。

　筆者は，１９９１年の企画展のさい，関係者の方から直接お話しをきくことができ，また今

回改めて当時関係されていた複数の方から新たな話しを聞くことができた。そこで本稿で

は，前半部分で石棒発見とその直後の状況を埋蔵文化財行政という観点から整理記述し，

後半部分では石棒そのもののもつ考古資料としての意義を再検討したい。

　なお文中，敬称は略させていただいた。ご寛恕願いたい。

 



　２　採集の経緯

　採集の経緯に直接関わる資料としては，都出比呂志が野帳に記したメモが存在する。都

出のメモによれば，石棒の採集年月は１９７２年６月３０日，採集場所は北部構内の南辺に位置

する農学部総合館新館の工事現場（図１００－５地点），採集者とおぼしき人物として「岡崎

・大野・浦野」の３名の名前が記されている。「岡崎」は，岡崎美彦（元・北九州市自然史

博物館），大野は，大野照文（京都大学総合博物館）であるが，「浦野」については調べが

つかなかった。岡崎，大野は当時，理学部地質学鉱物学教室に在籍する大学院生・学部学

生であった。

　今回，岡崎，大野に当時の状況を回想していただいたところ，両名とも石棒の存在は，
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図１００　京都大学北部構内における１９７７年度までの調査地点
　　　　（数字は，京都大学吉田キャンパスでおこなわれた調査の通し番号）
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はっきりと記憶しているが，直接の発

見者ではないとのことであった。岡崎

によれば，それが考古遺物である石棒

であることはわからなかったが，材質

が結晶片岩で在地の石材でないことか

ら，持ち帰ったのでないかという。地

質学鉱物学教室で保管されたことは大

野も鮮明に記憶しているので，大学院

生あるいは学部学生などの教室関係者

が発見し，教室へと運ばれたと想定す

るのが自然であろう。そして，採集さ

れた石棒は，地質学鉱物学教室の石田

志朗の手を経て，後述するような経緯

で文学部考古学教室へと移動した。

　そして，７月８日には，石田と文学

部考古学教室の都出比呂志が大学施設

部の職員とともに，石棒が採集された

という工事現場を訪れて確認作業をお

こなっている。その時，都出は工事現場の見取り図と北壁および南壁の堆積物の記録を残

している。図１０１－ａは，都出が作成した層位の記録を模式的に表現した層位図である。

　０．５杓の厚みをもつ表土（第１層）の下に，北断面では２杓前後，南断面では１杓前後の

黒く汚れた砂（第２層）が堆積している。その下位に，１．２～１．５杓前後の厚みをもつ砂層

（第３層）が堆積する。この砂層に覆われて０．４杓の厚みをもつ灰褐色粘土（第４層）が堆

積し，その下位は２杓の厚みをもつ砂混じりの礫層（第５層）が堆積して，さらに下位に

青灰色のシルト層（第６層）を確認している。また，第２層からは中世の土器片が出土し

たことも記録されている。

　この当時，地質学が専門の石田志朗は大学構内各所でおこなわれていた工事現場を訪れ

て，堆積物の観察をおこなっていた。石棒が発見される前年の１９７１年，図１００－４地点で弥

生前期土器を採集するのもこうした調査に付随したものであった。図１０１－ｂは，その弥

生土器を採集した地点における石田が記録した層位図である。

図１０１　５地点，４地点における層位模式図

採　集　の　経　緯



　上から，０．４杓の厚みをはかる表土（第１層），厚み０．６杓の黒褐色土（第２層），厚み１

杓の黄褐色花崗岩質の砂（第３層），厚み０．２杓の黒色～暗灰色の粘土（第４層），厚み１．４

杓の花崗岩質の砂～礫（第５層），厚み０．４杓の青灰色～暗灰色の粘土（第６層）となり，

さらに下位に砂層が続くことが記録されている。また弥生前期の土器は第４層の上面から

出土していることが層位図に記録されている。

　この２地点は直線距離で１００杓前後離れているが，よく似た層序が捉えられているとい

ってよいだろう。その後の発掘調査では，この第３層は弥生前期末ごろの洪水堆積物であ

ること，第２層は弥生中期以降歴史時代，第４層は縄文晩期～弥生前期の遺物包含層であ

ることが明らかになっている。

　採集された石棒がどの層準から出土したのかは不明であるものの，長い距離を移動した

形跡がないことから第５層以下とは考えにくく，弥生中期以降の堆積物である第３層以上

とも考え難い。第４層から出土したと考えるのがもっとも自然な解釈であろう。

　３　石棒発見のその後と大学構内の埋蔵文化財

　石棒は採集後，理学部地質学鉱物学教室の石田志朗のもとへ運ばれ，そこから文学部考

古学教室の小林行雄のもとへと移動したようである。石田は，前述したように石棒が採集

される前年（１９７１年），農学部総合館水産学教室の建物新営のさいに，工事現場の地質調

査をおこなって遺物（土器底部）を発見している（図１００－４地点）。発見された遺物は，

文学部考古学教室の小林行雄のもとへ運ばれ，弥生前期土器と同定されたという。石田

は，１９６１年の陶邑古窯跡群の調査の際，小林の依頼によって古窯跡群周辺の地質調査に携

わって以来，小林と親交をもつようになり，考古遺物の同定を依頼する関係になったとの

ことである。石棒の移動に関する石田の記憶には，はっきりしない部分があるものの，こ

うした経緯を勘案すれば，遺物を同定するために石棒が石田から小林のもとへと運ばれた

と考えるのは自然であろう。

　石棒はその後，文学部博物館（現・総合博物館）考古学資料部門で保管されることにな

った。これを受け入れたのは，当時文学部考古学教室で考古資料管理の実務にあたってい

た都出比呂志であり，都出が石田とともに現地を確認したことはすでにふれた。しかし，

石棒が採集されたという事実の公表は，しばらく差し控えられたようである。都出によれ

ば，これを公表すると調査をせずに大学が遺跡を破壊しているということで，騒ぎになる

ことを心配したという。
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　石棒が採集される前年の１９７１年秋には，向日市長岡京跡の発掘調査現場で調査が終了し

たとする京都府教育委員会にたいし，補助員として発掘に参加していた学生たちが調査は

まだ終了していないと抗議して，発掘事務所を占拠し「自主発掘」を続けたという出来事

がおこっていた〔乙訓の文化遺産を守る会１９７１，福山・中山・高橋１９８４〕。日本考古学協

会大会が開催された平安博物館に学生が「乱入」して，７９名が逮捕されたのは１９６９年１０月

のことであった〔福田２００７〕。騒ぎになることを心配したという都出の述懐の背景には，こ

のような社会的状況が存在していた。

　しかしながら，校舎建設中に石棒が出土した事実は時をそれほど経ずして京都市文化観

光局文化財保護課が知るところとなった。当時，文化財保護課で埋蔵文化財行政を担当し

ていた浪貝毅（故人）は，これを京都大学の関係者から伝え聞いたという。遺跡であれば，

事前の発掘調査などが必要となるため，浪貝は石棒の見学を考古学教室に頼んだが，見せ

てもらえなかったという。

　石棒見学が許されなかったことについて，浪貝は当時の京都市と大学の以下のような緊

張関係を指摘する。この石棒が採集される直前の５月に，嵯峨野にある清水山古墳という

前方後円墳が宅地造成で破壊されるという事件があった。清水山古墳は１９２２年，梅原末治

によって確認された全長６０杓の前方後円墳である〔梅原１９２２〕。これが土地所有者によって

届けがなされないまま宅地造成されて古墳が消滅してしまったのである。これは，新聞で

も取り上げられて大きな反響を呼んでいる（１９７２年５月２０日付朝日新聞など）。新聞には，

小林行雄や森浩一らによる市の文化財行政を批判するコメントが掲載された。浪貝によれ

ば，考古学研究者から市に対して直接抗議も受けたとのことである。

　京都市の文化財行政に対して厳しく批判をしていた大学が自らの足下で遺跡を破壊して

いた。このことが明るみになることを大学の恥であると考えたのではないだろうか，と浪

貝は述懐している。結局，浪貝は石棒を見ないまま，大学の建物を管理している施設部長

と会っている。そして，「周知の遺跡」の範囲内で，遺跡の破壊がおこなわれていることを

行政指導したとのことである。

　このときの京都市と大学のやりとりは，１９７２年７月２８日の朝日新聞夕刊で知ることが出

来る（図１０２）。「遺跡に無届で校舎建設」という見出しのもと，北部構内は１９２３年に発見さ

れた「周知の遺跡」で，「農学部構内遺跡」と通称されていることを解説し，１９７０年以降，

校舎の新築や改築が継続しておこなわれているにもかかわらず，文化財保護法に基づく届

け出がないまま校舎の建設がおこなわれているため，京都市文化財保護課が「所定の手続

石棒発見のその後と大学構内の埋蔵文化財



きをし，必要な場合は遺跡の発掘調査をするよう」指導した，という記事である。

　この記事には，石棒発見の事実は一言も触れられていないが，石棒の発見がこの記事の

きっかけとなったことは間違いないと浪貝は述懐している（４）。そしてこの記事には，「国の

機関である大学などは模範を示してもらいたい」という京都市文化財保護課長の談話とと
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図１０２　１９７２年７月２８日の朝日新聞（夕刊）の記事
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もに，大学施設部長の「理学部の建築計画があるので数日中に手続きする」という談話も

掲載された。

　この談話のとおり，北部構内南西辺で建築計画が進行中であった理学部事務棟の建設に

あたっては，文化財保護法に則った法的手続きがなされ，１９７２年１０月～１１月にかけて正式

な発掘調査が実施された（図１００－６地点）〔石田・中村徹・中村友１９７２，石田１９７３〕。１９２３

年に発見された遺跡が石棒の発見を契機として，じつに半世紀ぶりに正式調査されたので

ある。

　「周知の遺跡」で開発行為をおこなう場合，届け出が必要であることは１９５０年に制定さ

れた文化財保護法に拠っている（法令では，「周知の埋蔵文化財包蔵地」同法第９３条）。し

かし，ある遺跡が「周知の遺跡」であるためには，考古学研究者ばかりでなく広く社会一

般，とりわけ開発行為をおこなう事業者に知ってもらう必要がある。ある場所が「周知の

遺跡」であることを明示する遺跡台帳，遺跡地図は１９５９年頃から府県単位で作られはじめ

た。１９６０～６２年にかけては，文化財保護委員会が中心となって全国の遺跡調査が進めら

れ，その成果は１９６５年以降『全国遺跡地図』として順次刊行された。また，１９７５年の文化

財保護法の改正で「遺跡に関する整備と周知徹底のための措置を実施することが国と地方

自治体の義務」であるとされた。「それは具体的には遺跡地図や遺跡台帳の整備」をめざす

ものであったと理解されている〔田中１９８２〕。こうして都道府県教育委員会あるいは市町村

教育委員会でも独自の遺跡台帳が作成されて，遺跡の周知化がはかられた。

　京都市では，１９７２年の１１月に，文化財保護課によって『京都市遺跡地図』がはじめて刊

行された（５）。ここには，「昭和４７年８月１日現在」として，史跡・名勝・天然記念物と埋蔵

文化財包蔵地あわせて４１２がリストアップされ，３万分の１の地図上にその範囲が明示さ

れた。京都大学の構内では，北部構内の全域（「京大農学部構内遺跡」）と吉田キャンパス

最南端，熊野寮のある熊野構内（「白河北殿跡」）が「周知の遺跡」として登録された（図

１０３－ａ）。北部構内全域を遺跡の範囲とするにあたっては，石棒の発見がひとつの重要な

根拠となったことは疑い得ない。

　そしてはやくも２年後の１９７４年には改訂版が刊行され，１９７７年，１９８０年と矢継ぎ早に改

訂されている〔京都市文化観光局文化財保護課１９７４・１９７７，京都市文化観光局１９８０〕。こ

のような遺跡地図のたび重なる改訂は，都市再開発の波のなかで，遺跡の保護と周知徹底

を計ろうとした京都市文化財保護課の努力のあらわれと評価できるであろう。

　さて，１９７４年の改訂では，教養部構内（現・吉田南構内）にも遺跡が存在することが示

石棒発見のその後と大学構内の埋蔵文化財



され（図１０３－ｂ），７７年の改訂では，吉田キャンパスの構内のうち，西部構内を除いてす

べての構内に遺跡の存在が図示された（図１０３－ｃ）（６）。

　１９７２年からわずか５年のあいだで，学内の遺跡の発見・登録，すなわち遺跡の周知化が

急速に進んでいったことになる。こうした目覚ましい動きの要因としては，埋蔵文化財を

調査する学内組織の整備が進行していったことが指摘できる。

　さきに言及した石棒発見直後の発掘調査は，理学部教員の石田志朗が担当し文学部考古

学教室の大学院生であった中村徹也や中村友博，理学部地質学鉱物学教室などの学部学生

や大学院生らが調査の主力となり，文学部考古学教室の小林行雄，理学部人類学教室の池

田次郎が調査指導という体制でおこなわれたが，翌１９７３年４月には文学部に発掘調査担当

の教員が１名配属され，７月には京都大学遺跡保存調整委員会が設置されるなど，埋蔵文化

財調査の組織化の動きがはじまったとみてとることができる。そして，１９７５年３月１８日に

は埋蔵文化財調査室が設立されて職員２名が配置されるが，雇用をめぐる問題が生じたた

め，同年１２月１５日，埋蔵文化財調査室は閉室となっている（京大広報№１２０）。

　しかしこの間にも，学内の建物新営工事の計画が進行していたため，１９７６年６月には農

学部構内遺跡調査会が，９月には和歌山県白浜町の理学部附属瀬戸臨海実験所構内に所在

する瀬戸遺跡の調査のために瀬戸臨海実験所構内遺跡調査会が発足して，組織的な調査が

おこなわれた〔京大調査会１９７７〕。さらに，翌１９７７年７月には，学内組織として埋蔵文化

財研究センターが設立され，京都大学から委託を受けて発掘調査にあたる京都大学構内遺

跡調査会とともに，埋蔵文化財の調査・研究をおこなうようになったのである〔京大埋文

研１９７８〕（７）。

　こうして組織が整備されていくとともに，１９７６年度以降は吉田キャンパスの全構内にお

いて，建物新営や埋設管工事に伴なって，試掘調査や立合調査も実施されるようになり，

１９７６年度には７件の試掘調査と１４件の立合調査，１９７７年度には３件の試掘調査と５件の立

合調査がおこなわれた（吉田キャンパス外の調査は除外）。このような地道な調査の結果，

北部構内のみならず，吉田キャンパス全域にわたって，遺跡が存在することが明らかにな

ってきたのである。

　このようにみてくると，１９７２年の石棒の発見から１９７７年の埋蔵文化財研究センター設立

までの５年間は，学内における埋蔵文化財の調査・研究という点において，大きな転換期

であったといっても過言ではない。そして，この転換期の起点を作ったのが石棒の発見で

あった。

１７０
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１７１

図１０３　『京都市遺跡地図』にみる京都大学吉田キャンパスにおける遺跡の変遷
　　　　（梨地の部分が遺跡として周知された範囲）
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　４　石棒の観察

　前章まで，石棒の発見の経緯とそれに付随する学内の埋蔵文化財行政の展開についてみ

てきた。本章では，石棒そのもののもつ考古学的意義について検討したい。なお，本例と

関わりのある晩期の石棒は，１９７４年の発掘調査（図１００－１２地点）でも１点出土している

が〔中村１９７４〕，写真が示されたのみで周知されているとは言い難い。また，注３でふれ

た由来不詳の石棒についても今まで紹介されてこなかったので，最初にこれらの石棒につ

いて，実測図と写真を掲げて簡単な解説を加えたのちに，１９７２年採集石棒を取り上げるこ

とにしよう。

　⑴　由来不詳の石棒（図版３０，図１０４－１）

　北部構内でみつかったことは確かであるが，どのような経緯で当センターで保管するこ

とになったのか，不明な石棒である。形態・石材から，中期末の石棒と判断する。

　先端部，基部をともに欠く胴部破片。外面は研磨によって仕上げているとみられるが，

石材に由来すると見られる小さな凹みが多数認められる。現存長２１．６尺，現存幅１６．４尺。

　図で表現した外面の反対側は，被熱のため表面が半分強剥落している。復元した断面直

径は１６．６尺前後。近畿地方最大の石棒である綾部市葛禮本神社例〔小林編２００１〕の最大径

１８．６尺には及ばないが，それに匹敵する大きさである。葛禮本神社例が全長９３．５尺をはか

るので，それに近い長さに復元できるであろう。

　本例を含めて，注４で指摘した中期の石棒３点は，肉眼観察ではほぼ同一の石材とみら

れる。このうち発掘調査で出土した石棒基部〔京大調査会１９７７，図版４３〕については，石

材鑑定がおこなわれ珪長岩と同定され丹後半島の流紋岩溶岩の噴出口の岩石の可能性が高

いとされている〔京大調査会１９７７，p.２４〕。

　１９９３年，丹後半島の西側に位置する兵庫県城崎郡竹野町（現・豊岡市）見蔵岡遺跡で，

流紋岩質溶結凝灰岩を用いた中期末の石棒製作跡が発見された〔大下ほか１９９７〕。この整理

過程において，見蔵岡遺跡の石棒の材質と付近に所在する露頭の観察・分析をおこなった

垣田平治郎に，１９７６年出土の石棒基部を観察していただいたところ，見蔵岡遺跡のものと

は石質が異なり，豊岡市城崎町結地区の安山岩質凝灰岩に類似するという所見をいただい

た。見蔵遺跡のほかにも豊岡市辻遺跡で中期末に石棒を製作していたことが明らかとなっ

ており〔大下２００１ｂ〕，丹後半島の西側の地域ではこの時期，複数の遺跡で石棒の製作を

していた。本例もこうした遺跡の一つから，はるばるともたらされたものであろう。
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　中期末に編年できる類似した石材の大型石棒は，京都市上賀茂遺跡〔坂東１９６５〕をはじ

め，向日市南山遺跡〔秋山１９９０〕，京田辺市薪遺跡〔増田・柴２００７〕など京都南部の複数

の遺跡で発見されている。中期末でもその新しい段階に，近畿北部（日本海側）の「平式」

土器が近畿南部に進出してくる現象と石棒の流通を重ね合わせることも可能である。

　⑵　１９７４年出土の石棒（図版３０，図１０４－２）

　農学部総合館建設に伴う発掘調査（図１００－１２地点）で出土した石棒である。

　緑色を呈する片岩製の破片資料。現存重量１１９．４ｇ。現存最大長８．５尺を測り，基部側，

頭部側ともに欠損する。また，図で表現した外面の反対側は節理面に沿って中心部近くま

で破砕している。残存形態から判断して，刃部を作出しない石棒と理解する。断面形がほ

ぼ円形とみれば直径は４．２尺前後，やや楕円形を呈するとみれば，長径４．２尺，短径３．６尺前

後となる。外面には細かい研磨痕が長軸方向に観察される。小型の精製石棒である。

　この時の調査では，縄文中期・後期前葉・晩期末，弥生前期の遺物が出土している。そ

の後，周辺地区の調査も進行しているが，後期後葉～晩期前葉は遺跡の空白期となってい

る。利用されている石材や出土土器から判断すれば，晩期末の凸帯文期に属すると考える

のが自然であるが，凸帯文期にはこうした小型石棒は急速に消滅すると理解されており，

やや問題が残る。また，凸帯文期であれば，次に解説する１９７２年採集石棒とほぼ同時期と

なり，同一時期における精粗の２タイプの石棒という理解も可能となるが，時期差の可能

性も残されているので，結論は保留しておく。

　⑶　１９７２年採集の石棒（図版３０，図１０４－３）

　現在，石棒はほぼ中央部で２つに割れている。割れ面が新鮮であることから，工事の最

中，出土に際して割れたものであって，もともとは完形品であったとみてよい。結晶片岩

製で敲打によって整形された，いわゆる粗製大型石棒である。

　長さは６２．７尺。最大幅は７．８尺，最大厚は４．３尺，重量３．７８手をはかり，扁平な断面形と

なる。平面形は，両端部とも丸みをもっておさまる無頭の形態であるが，実測図下端側の

幅６．６尺，上端側の幅５．３尺で，下端側の膨らみが強い。使用に際して，上下が意識された

可能性も考えておきたい。

　続いて石棒の所属時期を検討しよう。工事中の不時発見であることから，出土状況や共

伴遺物からの検討はできない。ただし，本石棒が長い距離を移動したのでないと仮定すれ

ば，この石棒を包含していた地層は，第２章で記したように第４層の灰褐色粘土であった

可能性がもっとも高いと理解する。その後の調査で，この地層は，弥生前期末の土石流堆
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積物に覆われており，縄文晩期後半の凸帯文土器から弥生前期の遺物を包含していること

などが明らかになっている。したがって，この層位から出土したと仮定すれば，縄文晩期

後半～弥生前期ごろに年代を絞り込むことは可能であろう。

　このような想定は，石棒の型式学的検討からも追認できるであろうか。

　近畿地方では，晩期の前半には装飾をもつ精巧な石剣・石刀類が盛行するが，晩期終末

の凸帯文期には衰退し，かわって結晶片岩製の大型の粗製石棒が盛行することが１９８０年代

に明らかにされた〔泉１９８５，大下１９８８〕。しかし，その産地については結晶片岩という石

材から紀ノ川流域が想定されたが，石棒製作遺跡が見つかっていたわけではないので漠然

とした想定にとどまっていた。その後，１９９０年代にはいって，兵庫県と徳島県で重要な遺

跡の発見があった。神戸市大開遺跡〔前田編１９９３〕と徳島市三谷遺跡である〔勝浦１９９７〕。

　大開遺跡では，近畿地方においては弥生前期でも最古の環濠集落が発見されたが，ここ

から，結晶片岩製の粗製大型石棒が１２点みつかり，この時期まで石棒祭祀が継続していた

らしいことが明らかになった。三谷遺跡では，多量の凸帯文土器と少量の遠賀川式土器に

伴なって１８点にもおよぶ結晶片岩製の粗製大型石棒が出土した。

　三谷遺跡と三谷遺跡から南東３灼に位置する名東遺跡を再検討した中村豊は，両遺跡と

もに石棒の未製品が出土していること，両遺跡に隣接する眉山北麓から結晶片岩の中でも

特徴的な紅簾片岩が露頭や転石の状況で採集できることをつきとめた〔中村２００１〕。これに

よって，三谷遺跡や名東遺跡といった徳島市の眉山北麓の遺跡で生産された粗製大型石棒

が近畿一円に流通した可能性が高いこと，縄文晩期終末から弥生初頭という新来の文化が

到達しつつある変革期に，石棒を用いた伝統的な祭祀をおこなっていたことなどがわかっ

てきたのである〔中村２００５・２００９〕。

　北白川追分町遺跡採集の石棒は，その型式学的特徴から判断して，まさにこの時期のも

のであると理解できる。それは，上述した出土状況の想定とも矛盾しない。大きさについ

て付言しておくと，完形の遺存例は３例しかなく，徳島県三谷遺跡が６５．６尺，奈良県橿原

遺跡が６０．０尺，そして本例が６２．７尺である。完形例の少ない中で，３例ともに６０尺台のほ

ぼ前半にまとまることは，中村豊も指摘しているように〔中村２００１〕，規格性が存在して

いたことを示唆している。

　最後に，この石棒がどのように扱われたのか，について考えておこう。繰り返し述べて

いるように，工事中の発見のため，出土層位などは不明である。しかし，出土地点周辺に

おいてはその後の調査データを総合して弥生前期ごろの地形を復元する試みがなされてお
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図１０４　京都大学北部構内でみつかった石棒（１：採集年不明，２：１９７４年出土，３：１９７２年採集）
　　　　縮尺　１鍬４（１・３），１鍬２（２）
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り，出土地点がどのような環境に当時あったかをある程度類推することができる〔泉１９７８，

清水１９８５，冨井２００５〕。石棒が出土した地点は，弥生前期末ごろに，土石流の本流が流れ下

った地点の北辺にあたっている。居住域があったと想定できる微高地部から南側に下った

自然流路を望む斜面である。

　この時期の石棒の出土状況を整理した中村豊によれば，粗製大型石棒は墓域から出土す

る場合が多いが，旧河道内から単独で出土する例も多く，前者では細かく輪切り状に破砕

された例が多いのに対して，後者ではやや大型の個体が出土する例が多いとのことである

〔中村２０１０〕。

　出土地点や層位を正確には把握できないものの，現在までに復元されている地形復元で

出土地点が旧河道の岸辺あたりであるという点，また完形品であるというあり方から判断

して，墓域にともなった可能性よりも，旧河道との関係，すなわち水辺で石棒を用いた祭

祀が執りおこなわれ，そののちに遺棄ないしは埋納されたという状況を考えてみたい。

　石棒採集地点から西へ１５０杓ほど流れ下った地点には弥生前期の水田が構築されている

〔伊藤ほか２００５〕。また近年の調査では，晩期末凸帯文期にも遺跡内の微凹地を利用して水

田が営まれていた可能性も指摘されている〔冨井ほか２０１２〕。想像をたくましくすれば，水

辺で執り行われた石棒祭祀とは，水田耕作すなわち水利の維持・管理にかかわる儀礼の一

環であったのかもしれない。もしそうであるなら，縄文文化に深く根ざした石棒という祭

祀の道具を用いて，新来の技術の運用を祈念していたことになる。文化変容の具体的な姿

をここに認めることができるのかもしれない。

　５　小　　　結

　小稿では，１９７２年京都大学北部構内で工事中に偶然発見された石棒について取り上げ

た。前半部分では，石棒発見の経緯をふりかえりつつ，この発見が大学構内における埋蔵

文化財行政にどのような影響を及ぼしたのかを論じた。後半部分では，石棒そのものの考

古学的情報を記載し，この石棒の考古学的意義を検討した。あわせて，北部構内から出土

しているものの，未報告であったりあるいは紹介が十分ではない石棒２点についても写真

と実測図を掲げて解説を加えた。

　当該期の石棒の完形例は，本例を含めても３例に過ぎない。発見当時，速やかに公表さ

れていれば，完形の結晶片岩製石棒としては，奈良県橿原遺跡出土例につぐ２例目の発見

となり，帰属時期の問題も含めて注目されたに違いない。石棒が一般に公開されたのは発
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見から約２０年後の１９９１年，文学部博物館（現・総合博物館）でおこなわれた春季企画展

「先史時代の北白川」の時であった。その後は資料集成などでも取り上げられるようにな

り〔大下２００１ａ〕，その存在は広く知られるところとなったが，採集の経緯などについて

は十分な記載がなされてこなかった。小稿がその任を果たすことができれば，筆者の目的

の一端は達せられる。

謝　　辞　　石棒採集の経緯および石棒が採集された１９７０年代の埋蔵文化財をめぐる状況

について，以下の皆様から懇切丁寧なご教示をいただいた。

　石田志朗，泉拓良，入野健志，上原真人，大野照文，岡崎美彦，清水芳裕，樽野博幸，

都出比呂志，（故）浪貝毅。

　とくに，石田志朗先生，都出比呂志先生からは，当時の調査記録の使用をご許可いただ

いた。また，石棒研究の現状については大下明氏，中村豊氏からご教示を受け，１９７１年の

長岡京跡発掘調査については梅本康広氏から文献のご教示をいただいた。

　以上の諸先生・諸氏に末尾ながら，心からお礼申し上げます。

〔注〕
（１）　 京都大学北部構内に所在する遺跡については，現在，行政的には，北白川追分町遺跡と北白

川追分町縄文遺跡という２つの遺跡名が付されている〔京都市文化市民局２００７〕。
　　　　北部構内はもとは農学部構内と呼ばれていたところから，最初は京大農学部構内遺跡と呼ば

れるが〔横山・佐原１９６０〕，農学部構内が北部構内へと改称されたことに伴ない，京大北部構
内遺跡と呼ばれるようになった。その後，字名を遺跡名とするという方針から，２００３年におこ
なわれた京都市による遺跡地図改訂以降，北白川追分町遺跡と呼ばれている。こうした遺跡名
の変更とは別に，縄文時代の遺跡であることを強調して，北白川追分町縄文遺跡という呼称も
使用されている。

（２）　 角田文衛は，北部構内で採集されたという３点の巴文軒丸瓦を紹介しており〔角田１９７０〕，
また当センターには１９５６年に羽館易が北部構内（図１－３地点）で採集したとみられる縄文土
器が保管されている〔京大埋文研１９７８，第３表〕。石棒発見の前年にあたる１９７１年には石田志朗
によって，農学部総合館建設工事中に弥生土器が採集されている（図１－４地点）。

（３）　 北部構内で今までに調査で出土したか採集された石棒類は，本例を含めて９点を数える。大
型で凝灰岩製の３点は中期末，結晶片岩あるいはスレート製の６点〔本例，中村１９７４－図版Ⅹ
Ⅵ，京大埋文研１９８５－４４７，京都大学北部構内ＢＦ３１区調査班１９８７－Ⅰ８５～Ⅰ８７〕は晩期の石
棒とみられる。なお，結晶片岩製の石製品がもう１点出土しており，石棒の可能性も考えられ
ているが，打製石斧に類似する形状から断定は避けられている〔冨井ほか２００７，図版４６－Ⅲ
１１６〕。

　　　　３点の中期末石棒のうち，１９２２年藤本理三郎によって採集された石棒の頭部〔横山・佐原
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１９６０〕と１９７６年の発掘調査で出土した石棒の基部〔京大調査会１９７７，図版４３〕は，同一個体の
可能性が高い。もう１点は現在まで正式な紹介がなされてこなかった資料である。由来がはっ
きりしないが，泉拓良によれば，調査で出土したものではないとのことである。この石棒につ
いては，第４章で解説する。

（４）　 ３週間後の８月１７日付，産経新聞朝刊には，理学部校舎増築工事に伴ない発掘調査がおこな
われることになったという記事が掲載されている。この中で，農学部新館工事現場から「縄文
式石棒１点や弥生式土器片が多数出土し，“周知の遺跡”であることを裏づけた」と記しており，
石棒が出土していたことが明らかになっている。

（５）　 文化財保護委員会が刊行した『全国遺跡地図』の京都府版は１９６５年に刊行されている〔文化
財保護委員会１９６５〕。このなかの遺跡一覧表には，「農学部構内遺跡」が登録され，７万５千分の
１地図上に赤丸（埋蔵文化財包蔵地）でその位置が示された。この時点で，「周知の遺跡」とし
て明示されたとも言えるが，本文中で言及したように，当初の試掘調査では，遺跡はすでに削
平されて消滅したと推測されていたし，地図上の赤丸も範囲を図示したものではないので，ど
の範囲が遺跡であるのか，曖昧さを残すものであったともいえる。そうした観点からすれば，
１９７２年京都市によって作成された『京都市遺跡台帳』で，北部構内全域を遺跡の範囲として明
示したことは画期的であった。

　　　　なお，１９７２年には京都府教育委員会によっても京都府内の遺跡地図が刊行されている〔京都
府教育委員会１９７２〕。これには，京都大学構内の遺跡として，「京大農学部遺跡」が登録され，
２万５千分の１の地図上に，濱田耕作が遺物を採集した地点付近を遺跡の範囲として示してい
るが，これは前出の『全国遺跡地図（京都府）』を踏襲したものと推測できる。また，『全国遺
跡地図（京都府）』の改訂版が１９７５年に刊行されている〔文化庁１９７５〕。この例言には，『京都府
遺跡地図』（１９７２年）と『京都市遺跡地図』（１９７４年）を基礎にして若干の補訂を加えたとあり，
大学構内の遺跡としては，北部構内の「京大農学部遺跡」と旧・教養部構内の「京大教養部構
内遺跡」および熊野構内の「白河北殿跡」が掲載されている。

（６）　 西部構内は，１９８６年の改訂で遺跡の存在が図示された（図４－ｄ）。現在では，病院西構内
西半の地域を除いて，京都大学吉田キャンパスのほぼ全域が遺跡として登録されている〔京都
市文化市民局２００７〕。なお，病院西構内西半の地にも近世の耕作関連遺構や遺物包含層が広が
っていることが近年の調査で明らかになっている〔千葉・冨井２０１１〕。

（７）　１９９２年４月からは，構内遺跡の発掘調査も埋蔵文化財研究センターが担うようになった。ま
た，２００８年４月には埋蔵文化財研究センターは組織改編され，文化財総合研究センターとなっ
て現在に至っている。

　
〔引用文献〕（著者名アイウエオ順）
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比叡山西南麓における栽培穀物出現期の様相
――レプリカ法による京都大学構内遺跡出土資料の種実圧痕調査――

遠藤英子＊　　伊藤淳史　

　１　調査の目的と経緯

　本稿は，京都大学構内遺跡から出土した土器資料に対するレプリカ法調査結果の報告で

ある。レプリカ法とは，土器に観察される種実由来と推定される圧痕にシリコン樹脂を充

填しレプリカを採取して，それを走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察・同定を行うという

研究法であるが，近年このレプリカ法の普及によって，縄文時代晩期後半から弥生時代前

期にかけての，いわゆる縄文／弥生移行期の栽培植物データが急速に蓄積されつつある。

レプリカ法の導入によって，時期比定と同定精度の確実性の高い考古資料を提示できるよ

うになり，より実証的な議論が可能となったと言えるだろう。しかし残念な事に，日本列

島における農耕開始期を検討するうえで重要な地域のひとつであり，長い研究史を持つ近

畿地方では，いまだレプリカ法による調査はほとんど実施されていない。

　一方，京都大学構内遺跡ではおよそ４０年に及ぶ発掘調査が継続して実施され，縄文時代

晩期後半から弥生時代前期の時間幅を持つ資料も多く蓄積されてきた。そして，これらの

資料を対象として，当該期突帯文土器の細分研究など考古学分野での成果ばかりでなく，

フローテーション法を導入した大型植物遺体の検出やプラント・オパール分析など，自然

科学も含めた総合的研究も実践されてきた〔京大埋文研１９８５，外山２００２，冨井ほか２０１２な

ど〕。植物利用を検討するうえで，条件に恵まれて情報量が豊富であると言えよう。

　そこで今回，多くの出土資料のごく一部ではあるが，縄文時代晩期後半から弥生時代前

期の土器が出土している７つの調査地点（５６地点（ＢＧ３１区）・１３５地点（ＢＦ３１区）・１８０

地点（ＢＤ３３区）・２１９地点（ＡＵ３０区）・２２０地点（ＡＯ２２区）・２７６地点（ＢＣ２８区）・２８８

地点（ＡＲ２４区）／図１０５を参照）を選択し，この地域の「栽培穀物の出現期」「その組み

合わせ」を明らかにすることを目標に，レプリカ法調査を実施した。

　なお本稿は，第３節（対象遺跡と時期区分）と第４・５節の土器に関する記述を伊藤が，

その他を遠藤が担当した。よって，分析対象とした遺跡の内容や出土資料の時期比定につ

いては伊藤に，種実の同定結果と評価については遠藤に，それぞれ責がある。

　＊首都大学東京大学院人文科学研究科博士後期課程



　２　レプリカ法について

　⑴　レプリカ法の特徴

　丑野毅と田川裕美によって開発されたレプリカ法は，もとは石器研究用に考案された研

究法であったが，近年は土器に残存する圧痕の原因物質を特定する有効な研究法として普

及している〔丑野・田川１９９１〕。実際に種実が遺存しているわけではなくあくまでもバー

チャルな資料だが，土器の胎土は想像以上の転写力を持っており，状態の良いレプリカな

らばＳＥＭによる５００倍程度の観察が可能である。したがって種実表皮細胞組織の詳細な

観察も含めた精度の高い種レベルの同定が可能となり，炭化による変形等の影響も受けな

い。また，これまで構築されてきた詳細な土器編年を援用しての時期比定もそのメリット

の一つであるが，さらに同じく土器を対象とした研究として，数々の先行土器研究との擦

り合わせも可能である。

　⑵　レプリカ法の具体的手順

　レプリカ法の手順は，福岡市埋蔵文化財センター方式〔比佐・片多２００５〕に基づき，具

体的には以下の通りである。

①土器圧痕の肉眼やルーペによる観察

②圧痕の清浄

③離型剤（パラロイドＢ－７２＋アセトン）の塗布

④シリコン樹脂（トクヤマデンタル社製トクヤマフィットテスター）の充填

⑤レプリカの取り外し

⑥アセトンによる離型剤の除去

⑦ＳＥＭ（KEYENCE VE-８８００）によるレプリカの観察，同定

　⑶　種実の同定基準

　レプリカの同定は現生種実との形態的比較によって行うが，おもな栽培種実の同定基準

は以下の通りである。

①イネ（Oryza sativa L.）紡錘形の側面観，内外頴組織で腹面，両側面，背面に各１本ずつ

縦走する維管束，その凹凸のある表面形態，内外頴表皮細胞の顆粒状突起（直径約５０μm）

②アワ（Setaria italica（L.）P. Beauv.）卵状円形～楕円形の背腹面観，やや狭い卵状楕円

形の側面観，内外頴の表皮細胞の乳頭状突起，内外頴の重なる部分の乳頭状突起が存在し

ない滑らかな三日月形部位
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③キビ（Panicum miliaceum L.）アワと比べて大型で，倒広卵形の背腹面観，内頴側と外頴

側の両方が膨らむ側面観，アワのような乳頭状突起がない平滑な内外頴表皮，果皮がアワ

より厚いための外頴が内頴を包み込む部分での明瞭な段差

　⑷　現状でのレプリカデータの蓄積状況

　縄文時代晩期後半から弥生時代前期を対象としたレプリカ法調査で同定された栽培種実

について，時期の早い代表的な資料を紹介しておきたい。ただしレプリカ法は現在急速に

普及しつつあり，このデータはあくまでも現段階での状況に過ぎない。

　①イネ

　レプリカ法で確認された日本列島でもっとも古い資料は，島根県板屋Ⅲ遺跡出土の前池

式土器（突帯文土器出現期）である〔中沢・丑野２００９〕。突帯文期を遡るイネ資料もいく

つか報告されているが，圧痕検出土器の時期については議論が別れる〔中沢２００９〕。東日本

では長野県飯田市石行（いしぎょう）遺跡の浅鉢から同定されているが，この土器の型式

比定についても，「突帯紋系前半期の搬入品」〔佐藤２００６〕，「五貫森式系もしくは女鳥羽川式」

〔中沢２０１２〕と意見が別れる。

　この他にも，宮崎県黒土遺跡，坂元Ｂ遺跡の突帯文土器〔中村ほか２０１１〕，鳥取県智頭枕

田遺跡の縄文晩期末古海式土器〔中沢ほか２０１１〕，滋賀県上出Ａ遺跡の滋賀Ⅲ期（長原式並

行）〔中村健２００２〕の土器〔遠藤２０１２〕などでイネが同定されているが，黒土遺跡ではアワ

が，智頭枕田遺跡や上出Ａ遺跡ではアワとキビが伴っている。

　②アワ・キビ

　現状でレプリカデータが最も蓄積されているのは，縄文時代晩期後半以降の中部高地浮

線文土器分布圏で，離山式期に遡るアワやキビが報告されている〔中沢ほか２０１０，遠藤・

高瀬２０１１，中山・佐野２０１２など〕。ただしこれらの調査では，前述の石行遺跡のイネ１点

を除いてイネが全く検出されず，アワ・キビに限定されている。東海地方の突帯文土器圏

では，愛知県大西遺跡のキビ検出土器が五貫森式もしくは馬見塚式と比定され〔中沢・松

本２０１２〕，筆者（遠藤）の実施した豊川市麻生田大橋遺跡でも，五貫森式（新）～馬見塚

式（古）と比定される土器棺資料からアワを同定している〔遠藤２０１１〕。 

レプリカ法について



　３　対象遺跡と時期区分

　⑴　対象遺跡の概要

　京都大学構内遺跡は，京都盆地の東北辺，比叡山の西南麓に形成された標高５０～７０杓程

度の扇状地末端に立地している。現在は北東から南西へとゆるやかに下る地勢であるが，

これは，弥生前期末に生じた大規模土石流に由来する厚い洪水砂層（黄色砂と呼称してい

る）によって，本来は起伏のあった弥生前期末段階の微地形が埋没した結果であると判明

している。この黄色砂は，最大２杓あまりの厚さで堆積しており，北部構内から吉田南構

内の広域にわたり確認できる鍵層として，地形環境復元に重要な役割を果たしている。今

回レプリカ資料を採取した７つの調査地点（図１０５・表４）についても，いずれも黄色砂

で埋積した縄文晩期～弥生前期段階の遺構や遺物包含層の堆積が良好に確認されている。

以下，これらの地点の成果を中心にして，遺跡や観察資料の概略を説明しておく。なお，

各地点の関連報告文献についてはそれぞれ文末にまとめた。

　北部構内（北白川追分町遺跡）　 　縄文中期以降の濃密な遺構・遺物の存在に加えて，

有機物が良好に遺存する条件を活かして，植生復元をはじめとした自然科学分野との共同

研究が積極的に実施され，先史時代の人間活動と環境との関わりを検討する舞台となって

きた。５６地点（ＢＧ３１区）や１３５地点（ＢＦ３１区）では，縄文時代晩期後半の低湿地から

埋没林や多量の動植物遺体が確認され，照葉樹林を基調とする植生下でトチやイチイガシ

などの堅果類を積極的に利用していた様相が明らかにされている。また，泥炭質層からイ

ネ籾殻の検出も報告されている。今回観察対象とした資料はこれら泥炭層中からの出土土

器である。１８０地点（ＢＤ３３区）は，東南にある微高地上に位置し，居住域であった可能

性も想定されている。土坑状の遺構から，滋賀里Ⅳ式のまとまった資料や，長原式とされ

る大形壺が一括出土しており，それらを観察資料とした。構内南辺に位置する２７６地点（Ｂ

Ｃ２８区）では，小区画の水田遺構が黄色砂の下で遺存し，弥生前期末段階の生産領域であ

ったことが判明している。水田耕土層から多数出土した突帯文土器や遠賀川式土器を，観

察対象とした。なお，東方の微高地上にある６地点やａ・ｂ地点で弥生前期の資料がまと

まって出土しており，対応する居住域と想定される。

　本部構内（吉田本町遺跡）　 　北東から南西方向に張り出す尾根状の微高地が中央を占

めており，縄文晩期～弥生前期遺物の出土は，東辺や西辺に限られている。２１９地点（Ａ

Ｕ３０区）では，東方の吉田山とに挟まれた細い谷状地形の底に遺物を包含する黒色土層が
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図１０５　レプリカ資料採取地点の位置　縮尺１鍬８０００

対象遺跡と時期区分



堆積し，上部を黄色砂が埋めていた。遺物は突帯文土器と遠賀川式土器，それに条痕文調

整の土器が狭い範囲からまとまって出土する興味深い内容であり，今回の観察対象として

いる。遺存も良好であることから，活動領域内で一括投棄された可能性が高いと判断する

が，詳細は時期区分の項で再述する。

　吉田南構内（吉田二本松町遺跡）　 　北側の本部構内からつづく微高地が占める東半と，

西半の低地に区分される。低地に位置する２２０地点（ＡＯ２２区）では，黄色砂で埋没した

小区画水田遺構がきわめて良好な状態で遺存していた。水田脇の微高地上からは多量の突

帯文土器と少量の遠賀川式土器が出土しており，今回の観察対象とした。なお，水田耕土

層の中位からと，出土突帯文土器２点（図１０６に表示した２２０－１０２・１０５）の胎土中からイ

ネのプラント・オパールが検出され，縄文晩期末段階にさかのぼった段階的水稲作開始の

可能性が示唆されている〔外山２００２〕。２８８地点は，この水田から北北東に１００杓あまり離れ

た微高地縁部に位置し，遠賀川式土器や石器類がまとまって出土している。水田に対応す

る居住域と想定され，土器を今回の観察対象とした。

　⑵　出土土器の段階区分について

　今回の報告にあたり，京都大学構内遺跡出土の縄文晩期中葉～弥生前期末にかけての土

器を，大別４段階，細別をあわせて計７段階に区分して表示することにした（図１０６）。

　第１段階は，滋賀里Ⅲｂ式，家根祥多氏の「篠原式」に相当する〔家根１９９４〕。

　第２段階は，滋賀里Ⅳ式に相当し，口唇部を刻む１条の刻目突帯文深鉢を基本とする。

　上記２段階については，まとまった出土地は北部構内の一部に限定される傾向がある。

また１３５・１８０地点では，以下に述べる船橋・長原式段階の出土資料と層位的にも区分しう

るまとまりが報告されており，型式的特徴とあわせて比較的抽出しやすい。

　第３段階は，２条突帯文深鉢の終焉までをひとくくりとし，特徴からａ～ｄの４段階に

細分した。第３ａ・３ｂ段階が「船橋式」「長原式」〔家根１９８２〕といった近畿地方の晩期

末刻目突帯文土器の段階に相当し，３ａはしっかりとした突帯の貼付やおおぶりの刻目・押

捺など型式学的にみて古相の技法を採用している段階，３ｂはそれらが小ぶりとなる段階

として区別している。既往の編年観を採用するならば，この３ｂ段階が典型的な長原式と

呼称されているものに相当するだろう。

　第３ｃ・３ｄ段階は，筆者（伊藤）の旧稿では「末期段階」としたものである〔伊藤２００３〕。

突帯上に非常に細かな刻目を施し，外面を箆磨きと細密な条痕の折衷的な工具で縦位に長

く仕上げていく手法など，特異さが顕著なもので，山城盆地北縁の突帯文土器最末段階の
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図１０６　本稿で用いる縄文晩期～弥生前期土器の段階区分（１８０－Ⅲ７８・２２０－１８９縮尺１鍬６，２２０－１０３
・１０４・２００・２４０縮尺１鍬８，ほか縮尺１鍬１２）
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地域的な特色を示す一群と認識する。とくに３ｄの突帯文深鉢（２１９－Ⅰ３２）については，

２１９地点においてまとまって出土した中段階の遠賀川式土器にともない２点のみ出土した

うちの１例である。この地点では，ほかに条痕文調整の土器底部が一定量出土している

が，こうした様相は，東方の近江地域に類似を認めることが出来る。たとえば，彦根市松

原内湖遺跡Ａ区下層竪穴住居ＳＢ０９における一括出土や〔滋賀県教委２００６〕，草津市烏丸崎

遺跡の１期遺構群〔滋賀県教委２００８〕では，条痕調整の突帯文深鉢や壺形土器が中段階の

遠賀川式土器と共存している。これらの状況を考慮すれば，２１９地点の様相をもとに設定

した３ｄ段階は，時間的に前期中段階と接点をもつとみて差し支えないであろう。

　３ｃ段階については，２２０地点水田脇の中央微高地における出土状況と土器の特徴を，お

もな根拠としている。突帯文深鉢（２２０－１０２）は，外面調整や刻目に上述した特異さを認

める個体であるが，さきの深鉢（２１９－Ⅰ３２）ほどの粗雑さはなく，また遺物溜まり状の

遺構ＳＫ１１２において折衷的特徴をもつ遠賀川式的な甕（同１０４）と混然一体となって密集

出土した状況も考慮して，型式的に最末期の一歩手前に位置づけられるものと判断した。

また，この地点では刻目突帯文土器の出土が大半を占め，遠賀川式土器はさきの折衷的製

品（１０４）などがごく少量混じるにとどまる点は，上記のように３ｄ段階を前期中段階と

位置づけたことと矛盾しないと考える。

　以上のように第３段階の細別は，出土地が異なるまとまりである３ｄ段階を除くと，層

位や遺構による単純なまとまりや明確な先後関係が確認できた状況になく，特徴的な属性

に注目して混在資料の中での序列を仮定したものである。それをふまえた上で簡略に整理

すると，３ａ・３ｂ段階が典型的船橋・長原式並行，３ｃ・３ｄ段階が弥生前期古・中段階

並行，となる。なお後者の大部分は滋賀県の突帯文土器編年における「滋賀Ⅲ期」に対応

すると思われ，ここでは長原式・滋賀里Ⅴ式に相当すると位置づけられている〔中村健

２００２〕。

　第４段階は，沈線装飾が多条化した遠賀川式土器を特徴とする弥生前期新段階に相当す

る。この段階については，黄色砂に埋積する直前段階として，まとまりのある出土状況が

複数地点で確保されている。

　以上，対象となる資料の時間的位置づけについて，混乱を招かないために，評価に幅の

ある既往の型式名のみによる表示を極力避けるよう今回は配慮した。採用した細別段階自

体が仮定であり，今後継続した検証が必要なものであることはいうまでもない。
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　４　同　定　結　果

　今回観察した資料の総点数は，（表４）に地点別に示した通り，報告書に掲載された資料

７７８点と未掲載資料約１０９４点である。掲載資料については，（図１０６）の段階区分に従って帰

属時期別の点数を示した。ただし，突帯など特徴的な属性が把握できる個体以外は，３ａ

～３ｃ段階の幅をもった時期認定としている。

　以上のなかから，種実由来と思われる圧痕５７点を検出し，レプリカを採取・観察したと

ころ，アワSetaria italica（L.）P.Beauv.の有ふ果４点，キビPanicum miliaceum L.の有ふ果９

点，キビ苞頴２点，イネOryza sativa有ふ果（籾）５点を同定した。（表５）に同定結果一

覧として，不明種実（種実であることは確実だが，遺存状態が悪くて同定できない資料）

および同定不能種実（遺存状態はいいのだがレファレンス不足で同定できない未知な資料）

も合わせた計３８例について，出土地点，報告掲載番号，種類と部位，胎土，時期，圧痕検

出部位，種実の状態，同定結果，遺存状態，写真番号をまとめているので参照されたい。

　以下，不明種実・同定不能種実を除いた資料の同定の根拠について説明する。

　＜２７６地点（ＢＣ２８区）出土資料＞

　ＫＤＫ−０００１　　Ｖ字刻みの突帯文深鉢口縁部〔伊藤ほか２００５　Ⅱ５３〕内面から採取さ

れたレプリカである。サイズや倒広卵形の背腹面観はキビに類似するが，内外頴の段差な

どは観察出来なかったため，キビ？とした。

　ＫＤＫ−０００３　　「生駒山西麓産」胎土の胴部小破片の内面から採取した（図１０７－１）。

紡錘形の側面観，内外頴組織で腹面，両側面，背面に各１本ずつ縦走する維管束による凹

凸，内外頴表皮細胞の顆粒状突起からイネ籾（有ふ果）と同定した。

　ＫＤＫ−０００４　　上記０００３と同一破片の同じく内面から採取した（図１０７－２）。楕円形

の背腹面観，内外頴の表皮細胞の乳頭状突起，内外頴の重なる部分の乳頭状突起が存在し

ない滑らかな三日月形部位からアワ有ふ果と同定した。

　ＫＤＫ−０００５・０００６　　それぞれ「生駒山西麓産」胎土の胴部破片から採取した。サイ

ズや倒広卵形の背腹面観はキビに類似するが，表面状態が悪く，内外頴の段差などは観察

出来なかったため，キビ？とした。

　＜２２０地点（ＡＯ２２区）出土資料＞

　ＫＤＫ−０００７　　おおぶりのＯ字状押捺を施した突帯を貼り付けた胴部で，復元される

傾きから深鉢ではなく壺形を呈すると認識する〔伊藤２００３　図１０９－１５３〕。破片の内面から
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採取した（図１０７－３）。楕円形の背腹面観，内外頴の表皮細胞の乳頭状突起，内外頴の重

なる部分の乳頭状突起が存在しない滑らかな三日月形部位からアワ有ふ果と同定した。

　＜５６地点（ＢＧ３１区）出土資料＞

　ＫＤＫ−０００８〜００１６　　報告で「表面に多数の刺突を施す」「土偶様の板状土製品」と記

載される資料で〔京大埋文研１９８５　図版１８－４７３〕。黄色砂下の第１１層（暗灰色砂質土層）

出土。「刺突」とされていた圧痕から，キビ有ふ果４点（ＫＤＫ－００１２・００１３・００１５・００１６），

キビ苞頴２点（ＫＤＫ－００１０・００１４）が同定された（図１０８）。有ふ果は，倒広卵形の背腹

１９０
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図１０７　圧痕レプリカの対象資料と圧痕ＳＥＭ画像（その１）



１９１

面観，内頴側と外頴側の両方が膨らむ側面観，アワのような乳頭状突起がない平滑な内外

頴表皮，果皮がアワより厚いための外頴が内頴を包み込む部分での明瞭な段差から，苞頴

は同じく倒広卵形の背腹面観，内頴側と外頴側の両方が膨らむ側面観とともに，長軸に沿

って放射状に縦走するシワ状の表面組織を基準に同定した。ＫＤＫ－００１１もキビ苞頴の可

能性がある。

　＜１８０地点（ＢＤ３３区）出土資料＞

　ＫＤＫ−００１７〜００２６　　生駒西麓産胎土の，口縁部を欠失した大型壺。土坑ＳＫ４から

押しつぶされた状態で破片がまとまって出土している〔浜崎・千葉１９９０　Ⅲ６１〕。底部付

近から集中してレプリカが採取され，底部外面からキビ有ふ果４点（ＫＤＫ－００２０・００２１

・００２２・００２５），底部近くの胴部外面からキビ有ふ果１点（ＫＤＫ－００２６）が同定された

（図１０９）。倒広卵形の背腹面観，内頴側と外頴側の両方が膨らむ側面観，アワのような乳

頭状突起がない平滑な内外頴表皮，果皮がアワより厚いための外頴が内頴を包み込む部分

図１０８　圧痕レプリカの対象資料と圧痕ＳＥＭ画像（その２）
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での明瞭な段差が同定の基準となった。ＫＤＫ－００１７～００１９もキビ有ふ果の可能性がある

が，外頴が内頴を包み込む部分での段差が認められなかったためキビ？とした。

　ＫＤＫ−００３５　　多数の破片に破損している２条の刻目突帯文深鉢で〔浜崎・千葉１９９０

　Ⅲ７３〕，そのうちの胴部破片の内面から採取した。卵状円形の背腹面観，内外頴の表皮細

胞の乳頭状突起，内外頴の重なる部分の乳頭状突起が存在しない滑らかな三日月形部位か

らアワ有ふ果と同定した（図１１１－２）。

　＜２１９地点（ＡＵ３０区）出土資料＞

　ＫＤＫ−００２７　　遠賀川式土器の壺底部〔千葉ほか１９９７　Ⅰ４４〕の外面から採取した。紡

錘形の側面観，内外頴組織で腹面，両側面，背面に各１本ずつ縦走する維管束による凹凸，

内外頴表皮細胞の顆粒状突起からイネ籾（有ふ果）と同定した（図１１０－１）。
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図１０９　圧痕レプリカの対象資料と圧痕ＳＥＭ画像（その３）



１９３

　ＫＤＫ−００２８　　遠賀川式土器の壺かとみられる径の小さな底部〔前掲書　Ⅰ４８〕外面

から採取した。乳頭状突起らしき組織も観察されたが，不鮮明なためアワ？とした。

　ＫＤＫ−００３０　　外面を縦位に条痕調整する底部～胴部下半にかけての資料で〔前掲書

　Ⅰ３７〕，底部に近い胴部の外面から採取した。紡錘形の側面観，内外頴組織で腹面，両側

面，背面に各１本ずつ縦走する維管束による凹凸，内外頴表皮細胞の顆粒状突起からイネ

籾（有ふ果）と同定した（図１１０－２）。

　ＫＤＫ−００３１　　無文・厚手で黄褐色を呈し外面に箆磨きがあることから，遠賀川式壺

の胴部とみられる破片資料で，その断面から採取した。紡錘形の側面観，内外頴組織で腹

面，両側面，背面に各１本ずつ縦走する維管束による凹凸，内外頴表皮細胞の顆粒状突起

からイネ籾（有ふ果）と同定した（図１１０－３）。

　＜１３５地点（ＢＦ３１区）出土資料＞

　圧痕が検出されたのはいずれも報告未掲載資料で，黄色砂下の黒色土１・黒色土２出土

図１１０　圧痕レプリカの対象資料と圧痕ＳＥＭ画像（その４）
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である。これらの層準は，縄文晩期後葉船橋式・長原式段階の土器が出土すると報告され

る〔ＢＦ３１区調査班１９８７〕。

　ＫＤＫ−００３３　　刻目突帯文深鉢の口縁部外面から採取した。一部外頴が内頴を包み込

む部分での段差も認められたが，全体の形状が不鮮明なためキビ？とした。

　ＫＤＫ−００３４　　粗製浅鉢とみられる素縁の口縁部内面から採取した。卵状円形の背腹

面観，やや狭い卵状楕円形の側面観，内外頴の表皮細胞の乳頭状突起，内外頴の重なる部

分の乳頭状突起が存在しない滑らかな三日月形部位からアワ有ふ果と同定した（図１１１－１）。

　＜２８８地点（ＡＲ２４区）出土資料＞

　ＫＤＫ−００３６　　遠賀川式の大型壺〔伊藤ほか２００６　Ⅱ１９１〕胴部下半の外面から採取し

た。紡錘形の側面観，内外頴組織で腹面，両側面，背面に各１本ずつ縦走する維管束によ

る凹凸，内外頴表皮細胞の顆粒状突起からイネ籾（有ふ果）と同定した（図１１１－３）。

　ＫＤＫ−００３７　　破片が一括出土し，ほぼ完形に復元できる遠賀川式の甕〔前掲書　Ⅱ

１９４〕胴部外面から採取した。非常に浅い圧痕であり，ＳＥＭ画像からは一部縦走する維管

束による凹凸らしきものも観察されたが，全体の形状が不明なためイネ？とした。

　５　考察と課題

　限られた観察資料点数であり，種レベルまで同定できた資料も少ないため，明確な結論

をここで述べることは難しいが，当初目標とした京都大学構内遺跡における栽培穀物の出

現期とその組み合わせを中心に，今回のレプリカ観察結果からの若干の考察と課題を述べ

てまとめとしたい。

　突帯文出現以前の縄文晩期中葉篠原式（本稿での第１段階に相当）や，後続する刻目突

帯文土器の滋賀里Ⅳ式（同第２段階に相当）の資料も含めて観察対象とし，レプリカ法調

査を実施したが，栽培種実が検出できたのは晩期後葉の船橋式・長原式（同第３段階に相

当）以降の資料に限られた。今回対象とした第１・第２段階資料の報告書掲載分は９６点に

過ぎず，第３段階の突帯文土器３９８点と比較して少ない。報告書未掲載資料については，時

期の特定しにくい無文破片も多いため帰属時期別の割合を計上していないが，おそらく似

たような割合となるものと推測される。そうした量的な偏りに配慮する必要はあるけれど

も，第１・第２段階の資料からは全く栽培穀物を検出できなかった点は，やはり特記して

おくべき結果と言えよう。なかでも，北部構内１８０地点（ＢＤ３３区）ＳＫ５出土資料は一

括性の高い滋賀里Ⅳ式資料と評価されているが〔浜崎・千葉１９９０〕，それらも含めたＢＤ
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図１１１　圧痕レプリカの対象資料と圧痕ＳＥＭ画像（その５）
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３３区の滋賀里Ⅳ式資料５０点いずれからも栽培穀物は検出できなかった。

　一方で，既往の型式でいう船橋式・長原式を含む第３段階の資料からは，イネ，アワ，

キビが同定された。近畿地方やその周辺の該期資料に対するレプリカ法調査では，前述の

通り，鳥取県智頭枕田遺跡の晩期末古海式資料〔中沢ほか２０１１〕や滋賀県上出Ａ遺跡の滋

賀Ⅲ期資料からも同じくイネ，アワ，キビの組み合わせで同定されている〔遠藤２０１２〕。そ

して，明らかに遠賀川式土器のみの構成となる第４段階の資料からは，イネのみが同定さ

れ，アワ，キビなどの雑穀は検出されなかった。こうしたイネに集中する状況は，滋賀県

烏丸崎遺跡の弥生前期土器〔前掲遠藤２０１２〕，や，名古屋市西志賀遺跡の弥生前期土器〔遠

藤・高瀬２０１２〕のレプリカ法調査でも共通する傾向である。ただしこの結果から「弥生時

代に入って雑穀栽培が途絶え，稲作に特化した」と単純に解釈するのは早計だろう。製作

技術で系譜の異なる縄文土器から弥生土器への移行によって，土器圧痕の形成に何らかの

変化が加わり，それが同定結果に影響を及ぼしている可能性もある。

　また，これは考古学側の課題でもあるが，今回３ｃ・３ｄ段階と仮定したような，縄文

晩期突帯文土器系譜の土器と弥生前期遠賀川式土器の並存・移行期間と想定できる状況を，

空間的にも時間的にもどれほど安定したものとして設定するかによっても，移行期の理解

には当然大きな違いが生じよう。今回のレプリカ法調査の成果で言えば，既往の型式名で

確実に長原式の範疇に入るであろう３ｂ段階の資料から雑穀が検出されている。そして，

遠賀川式が多数を占める３ｄ段階では，条痕文系も含めてイネが目立つ結果となってい

る。ただし，前述したように，細別段階そのものは仮定的なものであって，これが長期に

わたる漸移的な過程を反映しているのか，短期間の同時進行に近い状況なのか，が決定づ

けられているわけではない。今後多面的な検証をふまえた議論が，さらに求められよう。

　最後に，個別資料に関しても幾つか言及しておきたい。

　資料番号ＫＤＫ－０００８～００１６を検出した５６地点（ＢＧ３１区）第１１層出土の土製品は，概

報時に「不整円形の粘土板の両脇を一部凹ませたもので，厚さは１．２尺，表面には刺突を施

し」と報告されている資料である〔泉・宇野１９８０〕。この刺突を肉眼で観察したところ，

サイズの異なる圧痕が密接して残存しており（図１０８），穂に付いたままの状態の種実圧痕

ではないかと予測された。そこでレプリカを採取して観察してみると，キビ苞頴やキビ有

ふ果が同定された。レプリカで観察される種実は通常ほとんどが内外頴に包まれた有ふ果

の状態で，その外側の苞頴の残った状態は非常に珍しいが，脱穀前の穂についたままの状
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態であったため苞頴が観察されたと考えられる。したがって有ふ果で観察される通常の圧

痕とは異なる圧痕形成過程が予測される。なお先述したが，この土製品が出土した第１１層

は，黄色砂直下で突帯文土器と弥生前期新段階までの土器が混在して包含されるため，細

別段階を特定することは難しい。

　資料番号ＫＤＫ－００１７～００２６を検出したのは，１８０地点（ＢＤ３３区）ＳＫ４出土の長原

式とされる大型壺からで，この土坑からは１点のみが単独で出土している。この土器の胎

土については「角閃石を多量に含む，いわゆる生駒西麓産の土器の特徴を有している」と

の報告があり，この土器が搬入品である可能性を示唆しているものと思われる。したがっ

てこの土器から同定されたキビについても，現地性の低い資料である可能性が高い。イネ

とアワを同定したやはり生駒西麓産胎土の小破片（資料番号ＫＤＫ－０００３～０００４）につい

ても，同様の可能性がある。こうした特有の胎土をもった土器に圧痕の検出がいささか偏

っているかのようにもみられるが，在地の胎土とみられる突帯文土器３例（資料番号ＫＤ

Ｋ－０００１・００３３・００３５）からもアワやキビないしその可能性のあるものが検出されている

ので，穀物の栽培情報がこうした生駒西麓産の土器を介して拡散したかどうかは即断でき

ない。ただ，興味深い傾向であるとはいえ，今後の周辺地域のレプリカデータの蓄積をは

かり，検討を深める必要があろう。

　那須浩郎は，近年調査された北部構内３５５地点（ＢＨ３１区）の大型植物遺体分析から，

「縄文時代晩期～弥生前期移行期には，湿地林と撹乱の多い湿地環境があり，水田遺構を

伴わないが，人為的な干渉の強い湿地にイネが栽培されていた可能性」「湿地の周辺の微高

地ではおそらく雑穀のアワの畑栽培があった」可能性を指摘している〔冨井ほか２０１２　

pp.２０９－２１４〕。今回のレプリカ法調査成果もその結果ときわめて調和的であり，京都大学

構内遺跡において縄文時代晩期末にはイネや雑穀など栽培穀物が出現していたことは確実

といえる。那須の調査ではイネとアワが検出されたが，今回のレプリカ法調査でキビもそ

のパッケージに加わった。なお，那須はフローテーション法で検出した炭化アワ頴果を使

って炭素１４年代測定を実施し，２５３０±２０ＢＰという値を得ている。

　レプリカ法で明らかにできるのは，その遺跡内の植物利用のごく一部に過ぎない。また，

方法論の整備，とくに圧痕の形成過程やタフォノミーを明らかにするなど課題も多いが，

時期と同定精度の高い考古資料であり，本文で対象とした縄文／弥生移行期の初期農耕開

始過程を議論するうえでも基礎的資料と考えている。今後もデータの蓄積を続けていきた

い。 
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〔引用文献：京都大学構内遺跡報告関連・地点別〕（『年報』＝『京都大学構内遺跡調査研究年報』）
・６地点（ＢＡ３０区）
伊藤淳史　１９９９　「北白川追分町弥生時代遺跡の展開―京都大学北部構内ＢＡ３０区（追分地蔵地点）
の出土資料―」『年報　１９９５年度』
・５６地点（ＢＧ３１区）
泉拓良・宇野隆夫　１９８０　「京都大学北部構内ＢＧ３１区の発掘調査」『年報　昭和５４年度』
京都大学埋蔵文化財研究センター　１９８５　『京都大学埋蔵文化財調査報告Ⅲ―北白川追分町縄文遺跡
の調査―』
・１３５地点（ＢＦ３１区）
ＢＦ３１区調査班　１９８７　「北白川追分町遺跡の発掘調査」『年報　昭和５９年度』
・１８０地点（ＢＤ３３区）
浜崎一志・千葉豊　１９９０　「京都大学北部構内ＢＤ３３区の発掘調査」『年報　１９８７年度』
・２７６地点（ＢＣ２８区）
伊藤淳史・冨井眞・外山秀一・上中央子　２００５　「京都大学北部構内ＢＣ２８区の発掘調査」『年報　
２０００年度』
・２１９地点（ＡＵ３０区）
千葉豊・伊藤淳史・古賀秀策　１９９７　「京都大学本部構内ＡＵ３０・ＡＶ３０区の発掘調査」『年報　１９９３
年度』
・２８８地点（ＡＲ２４区）
伊藤淳史・梶原義実・土屋みづほ　２００６　「京都大学吉田南構内ＡＲ２４区の発掘調査」『年報　２００１年度』
・２２０地点（ＡＯ２２区）
伊藤淳史　１９９９　「京都大学総合人間学部構内ＡＯ２２区の発掘調査」『年報　１９９５年度』
外山秀一　２００２　「京都大学構内遺跡におけるプラント・オパール分析Ⅰ―ＡＯ２２区発掘調査―」『年
報　１９９７・１９９８年度』
伊藤淳史　２００３　「比叡山西南麓における縄文から弥生―京都大学構内遺跡出土資料の紹介と検討を
通じて―」『立命館大学考古学論集Ⅲ』
・３５５地点（ＢＨ３１区）
冨井眞・伊東隆夫・金井いづみ・佐々木尚子・杉山淳司・高原光・辻本裕也・那須浩郎・藤井裕之・
村上由美子・Mechtild MERTZ　２０１２　「京都大学北部構内ＢＨ３１区の発掘調査」『年報　２００９年度』

引　　用　　文　　献

表５　つづき



・ａ地点（京都市埋蔵文化財研究所調査）
長戸満男・竜子正彦・尾藤徳行　１９９７　「京都大学構内遺跡」『平成７年度京都市埋蔵文化財調査概報』
・ｂ地点（京都市埋蔵文化財研究所調査）
竜子正彦　１９９９　「７　京都大学北部構内遺跡」『京都市内遺跡立会調査概報平成１０年度』
〔その他引用文献・五十音順〕
丑野　毅・田川裕美　１９９１　「レプリカ法による土器圧痕の観察」『考古学と自然科学』２４　日本文化
財科学会
遠藤英子　２０１１　「愛知県豊川下流域における縄文時代晩期後半の雑穀」『日本植生史学会第２６回大会
講演要旨集』
遠藤英子　２０１２　「西日本の縄文晩期から弥生前期遺跡を対象としたレプリカ法の実践―栽培種子の
検出を目指して」『高梨学術奨励基金年報　平成２３年度研究成果概要報告』（財）高梨学術奨励基金
遠藤英子・高瀬克範　２０１１　「伊那盆地における縄文時代晩期の雑穀」『考古学研究』５８－２
遠藤英子・高瀬克範　２０１２　「レプリカ法による愛知県西志賀遺跡出土土器の研究」『明治大学博物館
研究報告』１７
佐藤由紀男　２００６　「条痕紋土器圏における稲作をどの様に考えるか」『考古学論究』１１
滋賀県教育委員会　２００６　『松原内湖遺跡』
滋賀県教育委員会　２００８　『烏丸崎遺跡・津田江湖底遺跡』第２分冊
中沢道彦　２００９　「縄文農耕論をめぐって―栽培種植物種子の検証を中心に―」『弥生時代の考古学５
食糧の獲得と生産』
中沢道彦　２０１２　「氷Ⅰ式期におけるアワ・キビ栽培に関する試論―中部高地における縄文時代晩期
後葉のアワ・キビ栽培の選択的受容と変化」『古代』１２８
中沢道彦・丑野　毅　１９９８　「レプリカ法による縄文時代晩期土器の種子状圧痕の観察」『縄文時代』９
中沢道彦・丑野　毅　２００９　「レプリカ法による山陰地方縄文時代晩期土器の種子状圧痕の観察」『ま
なぶ』２　吉田学記念論文集刊行会
中沢道彦・佐々木由香・那須浩郎・米田恭子・竹原　学　２０１０　「長野県松本市石行遺跡出土縄文時
代晩期末氷Ⅰ式土器のアワ圧痕とその評価に向けて」『日本考古学協会第７６回総会研究発表要旨集』
中沢道彦・濱田竜彦・佐々木由香・木田　真　２０１１　「レプリカ法による鳥取県智頭枕田遺跡出土土
器の種実圧痕の調査」『日本植生史学会第２６回大会講演要旨集』
中沢道彦・松本泰典　２０１２　「レプリカ法による愛知県大西貝塚出土土器の種実圧痕の観察と派生す
る問題」『縄文時代』２３
中村健二　２００２　「滋賀県における凸帯文土器の編年」『環瀬戸内海の考古学』上巻
中村直子・寒川朋枝・真邉　彩・大西智和・福井俊彦・栞畑光博　２０１１　「宮崎県都城市縄文時代晩
期土器の圧痕調査からみた食用植物」『日本植生史学会第２６回大会講演要旨集』
中山誠二・佐野　隆　２０１２　「縄文時代終末期のアワ・キビ圧痕―山梨県屋敷平遺跡の事例」『山梨県
考古学協会誌』２１
比佐陽一郎・片多雅樹　２００５　『土器圧痕レプリカ法による転写作業の手引き』福岡市埋蔵文化財セ
ンター
家根祥多　１９８２　「縄文土器」『長原遺跡発掘調査報告』Ⅱ（本文）
家根祥多　１９９４　「篠原式の提唱―神戸市篠原中町遺跡出土土器の検討―」『縄文晩期前葉～中葉の広
域編年』（平成４年度科学研究費補助金（総合Ａ）研究成果報告書）
〔付記〕本稿における遠藤の報告部分については，平成２４年度三菱財団人文科学助成「レプリカ法に

よる，農耕開始期の栽培穀物の研究」（遠藤英子）の研究成果の一部である。 

２００
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北白川追分町遺跡のドングリ集積遺構の炭素１４年代

冨井　眞　

　１　は　じ　め　に

　２００２年度の京都大学北部構内ＢＤ２８区の発掘調査で，ドングリ集積遺構が検出された

〔文献８〕。検出層準では土器が出土しなかったので，帰属時期については，上下の包含層

出土遺物から，縄文時代後期後葉の元住吉山Ⅰ式から晩期末の滋賀里Ⅴの間にまでしか絞

れなかった。しかし，懸案だった堅果類の放射性炭素年代測定を昨年度に実施できたので，

ドングリ集積の年代値を報告し，その年代値のもつ意義について若干の考察をおこなう。

　２　年代測定試料について

　⑴　出土状況（図１１２・１１３）

　縄文後晩期のドングリ集積が検出された京都大学北部構内ＢＤ２８区は，北白川追分町遺

跡の西南辺に位置する（図版１－２９７）。今は東山沿いを南流する白川は，先史時代には白

川扇状地の中央あたりを西流することが多く，ドングリ集積も，そうした白川の水成堆積

相に覆われた腐植土層の掘削中に確認された。第２９７地点（文中に示される地点番号は，図

版１の番号に対応する。以下，「第」を省略する。）からは，大小合わせて４箇所でドング

リ集積が検出され，もっとも規模の大きい１基（ＳＸ５）が泥炭質土Ⅲに帰属するほかは，

いずれも泥炭質土Ⅰで確認された〔文献８〕。

　ＳＸ５については，以下のように報告されている。「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」

〔同：２１０－２１２頁〕。年代測定試料は，このうちのトチノミ１点とイチイガシ１点である。

　泥炭質土Ⅰで検出された３つの集積（木の実群Ａ～Ｃ）については，泥炭質土Ⅰ自体は，



２０２

北白川追分町遺跡のドングリ集積遺構の炭素１４年代

図１１２　２９７地点の測定試料の出土状況　（縮尺１鍬４００）　 文献８を一部改変
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厚さ数十尺の砂層に覆われているが，木の実群はいずれも泥炭質土の掘削中に検出された。

そして，以下のように報告されている。「５尺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」

〔同：２１２頁〕。上部のつぶれたものが半数以上を占めていたのは木の実群Ｃである。木の

実群Ａ～Ｃについては正確な座標を測量していないが，それぞれは３～５杓程度離れてい

る。年代測定試料は，木の実群Ｃのイチイガシ１点である。

　⑵　保管状況と年代値

　測定試料３点はいずれも，２００２年１２月に発掘現場から回収し，２００３年３月までには付着

していた泥などを水道水によって洗浄した。洗浄後はすぐに，その他の木の実と同様にエ

チルアルコール溶液を含ませた脱脂綿で覆った状態で，タッパーウェアの中に収めた。そ

して，常温で地下倉庫に約９年間保管していた。その後，２０１１年秋に，懸案だった年代測

定を実施しようとしてその直前に試料の状況を確認したところ，ＳＸ５出土のイチイガシ

を収めていたタッパーには，アルコール溶液が残存して試料も原形を保っていたが，その

他の２点は，タッパー内が乾燥しており，木の実自体が収縮していた。これら３点を，

２０１１年秋から冬にかけて（株）加速器分析研究所で年代測定した。

　３点の試料の年代値（表６）によれば，ドングリ集積ＳＸ５の年代は，炭素１３濃度測定

を経て調整された値では，３０２４±２７ＢＰ（未調整の値で，３０３０±３０bp）および３００６±２０ＢＰ

（同，３０３０±２０bp）であり，木の実群Ｃの年代は，２９２１±２２ＢＰ（同，３０１０±２０bp）であ

る。これらの値は，年代較正曲線による補正をする前のものである。なお，エタノール溶

液で保存したものにたいする放射性炭素年代測定ついて，加速器分析研究所員からは，以

下のような趣旨のコメントをもらっている。エタノールは揮発性なので，有機質による処

置を施すという点では同じ範疇になるバインダーやポリエチレングリコールの場合とは異

なって，年代にそんなに大きな影響を及ぼすことはないと思われる。

２０４

北白川追分町遺跡のドングリ集積遺構の炭素１４年代



２０５

　３　考　　　察

　これらの年代値を，近年に蓄積の進んでいる近畿地方の縄文土器型式の年代値に照らす

ならば，後期後葉の宮滝式よりは新しく晩期後半の突帯文土器よりは古い頃，に対応させ

られよう。つまり，木の実群ＣとＳＸ５の２つのドングリ集積の帰属時期は，ともに，お

よそ縄文晩期前半頃，土器型式でいえば，滋賀里Ⅰ式から滋賀里Ⅲｂ式（篠原式）までに

おさまる時期，と判断できる。

　そして，木の実群Ａ～Ｃでは上部に人為的な削平を認められないことから，木の実群Ｃ

のドングリの年代値は，その検出層準の堆積年代の目安となる。すなわち，泥炭質土Ⅰは

２９２０±２０ＢＰ（未較正）頃に堆積過程にあったと言える。また，ＳＸ５の年代値は，泥炭

質土Ⅲの堆積開始がそれより古いことを示すので，花粉分析された泥炭質土Ⅳの堆積時期

も元住吉山式の時期から３０３０±３０ＢＰ（未較正）頃までの間におさまることになる。さら

には，泥炭質土Ⅰの堆積年代がこのように推定できたことによって，泥炭質土Ⅰを覆った

砂層の堆積時期も，滋賀里Ⅰ式から滋賀里Ⅴの間に絞り込むことができる。

　これらの時期比定は，北白川追分町遺跡における縄文時代後晩期の環境変化や土地利用

に関するデータとって，重要な意味を持つだろう。以下では，北白川追分町遺跡内の他の

調査地点や北白川追分町遺跡周辺の同時期の様相に照らしながら，２９７地点のドングリ集

積の測定年代値の意義などについて，若干の考察をおこなう。

　⑴　周辺地点の縄文晩期頃の放射性炭素年代

　これまでに，北白川追分町遺跡の発掘調査で得られた縄文晩期頃の試料の放射性炭素年

代について，表６にまとめた。年代値については，未較正の測定値なのか較正後のものな

のか，不明瞭なものもある。また，１９９０年代頃からの加速器質量分析法の導入によって，

微量の試料でも短い時間で測定が可能になったことをうけて，木の実や葉や土器付着炭化

物などを試料にすることも可能となっているが，それ以前は，比例計数管法や，液体シン

チレーション法による測定であった（１）。

　まず，土器付着炭化物の年代推定値を見よう（図１１４）。いずれも外面付着である。調査

時期が比較的古い試料については，バインダー処理の有無が不明なものがあるが，試料の

年代値を確認しておけば，滋賀里Ⅲｂ式の口縁部破片では，２７６０±４０ＢＰ（表６の１１番），

滋賀里Ⅲｂ式ないし滋賀里Ⅳ式の肩部破片では，２６４０±５０ＢＰ（同１９番），滋賀里Ⅳ式の口

縁部では２６６０±５０ＢＰ（同１８番），船橋式と報告されている滋賀里Ⅴの口縁部破片では，

考　　　　察
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北白川追分町遺跡のドングリ集積遺構の炭素１４年代

表６　北白川追分町遺跡における縄文晩期前後の放射性炭素年代測定
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２４８０±５０ＢＰ（同９番），２４１０±５０ＢＰ（同７番），である。また，バインダー処理後での

測定であることが明確なので参考値とするにとどめるべき試料としては，滋賀里Ⅴの口縁

部破片で，２５０４±２６ＢＰ（同２７番），２５１３±２３ＢＰ（同２９番），である（２）。

　以上から，外面付着炭化物による放射性炭素年代測定に関する限りは，滋賀里Ⅴの型式

細分については問題を残すものの，滋賀里Ⅲｂ（未較正年代の中央値で２７５０ＢＰ頃）→滋

賀里Ⅳ（同２６５０ＢＰ頃）→滋賀里Ⅴ（同２５００～２４００ＢＰ頃）となり，近畿地方の突帯文土

器の変遷観が数値年代でも支持され得ることがわかる。しかし，こうした型式学的理解と

数値年代との整合性の一方で，北白川追分町遺跡での出土状況では，滋賀里Ⅴの中で船橋

式と長原式は垂直層位として分離できてはいない。層位的関係が認められているのは，５６

地点での滋賀里Ⅲｂ式と滋賀里Ⅳ式以降の突帯文土器〔文献１〕，そして５６・１３５・１８０地

点での滋賀里Ⅳ式と滋賀里Ⅴである〔文献１，４，１３〕。さらに，加速器質量分析法によっ

て測定された，これら晩期中葉以降の土器が出土した地層に包含されていた葉などの年代

値を見てみると，滋賀里Ⅴの層準でも未較正年代中央値で２６７０ＢＰ頃になるものがあり

（表６の３５番），また，滋賀里Ⅴ併行と判断されているものの滋賀里Ⅳ式の可能性も残る土
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図１１４　付着炭化物の年代測定をした縄文土器　（縮尺1鍬３，ただし試料18は１鍬５）
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器の出土した層準で，２７２０ＢＰ頃の未較正年代中央値をとるものもある（同３８番）（３）。

　つまり，少なくとも北白川追分町遺跡では，数値年代でも層位的関係でも，①滋賀里Ⅴ

の細分は困難だが，②滋賀里Ⅲｂ式と滋賀里Ⅳ式と滋賀里Ⅴの分離はおよそ支持される。

そして，③未較正年代中央値で２９００ＢＰ頃になる層準は，滋賀里Ⅲｂ式よりは古いと判断

し得る（４）。なお，未較正年代中央値で２５２０ＢＰ頃のアワ（表６の３２番）とともに未炭化の

イネ籾軸・籾殻が包含されていた地層が確認された３５５地点でも，同様にイネの籾殻が回収

された５６地点でも，その地層からは滋賀里Ⅴは出土するが弥生土器は出土せず，弥生前期

の土器の出土を見るのはそれより上位になってからであるが〔文献９，１〕，北白川追分町

遺跡の弥生前期土器には，年代測定に十分な量の炭化物の付着を確認できるものがまだ無

いので，直接的な年代測定ができていない資料状況にある（５）。

　⑵　晩期前半頃の人間活動

　北白川追分町遺跡における現在までの資料状況では，後期後葉の元住吉山Ⅱ式頃から晩

期前半の滋賀里Ⅲａ式頃までは，土器がほとんど出土していない。それゆえ，その時期の

堆積層や人間活動痕跡をほとんど抽出できていなかったし，この時期の土器型式と放射性

炭素年代との対応も，上記のような晩期後半のようには進められない。しかし，今回のド

ングリ集積の年代値は，そうした資料状況に一筋の光明を与えている。

　２９７地点のドングリ集積のうち，ＳＸ５は人為とみなすに十分な状況である。また，木の

実群Ａ～Ｃについても，規模や密度を根拠にすれば人為的な集積と認定するには躊躇され

る部分を残すものの，ドングリの遺存状況や形状からは人為の可能性も肯定し得る（６）。す

なわち，晩期前半頃にもたびたび，堅果類の採集活動がこの地でおこなわれていた公算が

大きい。そして花粉分析によれば，後期後葉以降で３０３０±３０ＢＰよりも古い時期から，晩

期前葉にかかる２９２０±２０ＢＰ頃までを通じて，アカガシ亜属の花粉が多いことに加え，泥

炭質土Ⅰではトチノキの花粉の比率が急増したときがあった〔文献８〕。泥炭質土ⅢのＳＸ

５にはトチノミが１点だけ残っていたことから，トチノキの花粉がさほど多くはないこの

層準の頃にもトチノミが利用されていたことは確かだが，虫媒受粉のトチノキの花粉比率

が急増した泥炭質土Ⅰでは，トチノミは包含層からほとんど出土していないので，トチノ

ミが徹底的に回収された可能性もある。

　２９７地点の周辺に目を転じて後期末から晩期前葉の資料を抽出すると，南方１００杓の２０９

地点においては，上面が弥生時代前期末の土石流に覆われた土壌化層では，遺物量が限定

的な中で，ほとんど摩滅していない宮滝式や滋賀里Ⅱ式が数点出土している〔文献１４〕。
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２９７地点の南縁では幅広い東西方向の白川系流路が検出されているが，その幅の水流が常

時あったわけではないから，それが堅果類採集活動の障害になったとは思えない。遺跡名

は異なるが南接する吉田本町遺跡の北辺にも未調査部分が多いので，後期末から晩期前葉

の時期の活動地点が存在していた可能性を，北白川追分町遺跡という遺跡名称のおよぶ範

囲だけでなく，２９７地点の東辺や南辺，さらには西辺に対しても意識しておくべきだろう。

　なお，北北東約２００杓の２２９地点では，付着炭化物の未較正年代が２６４０±５０ＢＰの値とな

った滋賀里Ⅲｂ式ないし滋賀里Ⅳ式の破片（表６の１９番）に近接して，トチノミ貯蔵穴

（ＳＸ４）が検出されている〔文献７〕。ここでは，その検出層準の泥炭質土（報告書で

は「腐植土」と表記している同様の地層）から多量の外果皮付きのトチノミが出土してい

る。堅果類の採集が徹底的ではなかったと考えられるから，２９７地点での堅果類の利用戦

略は，時期的に後出であるこの２２９地点でのそれと異なる可能性もある。

　⑶　自然災害に関するデータ

　２９７地点の調査では，泥炭質土Ⅰは，その分布の南縁を西流する白川系流路からの溢流に

よって厚い砂層に覆われており，調査区東辺では上方粗粒化がうかがえるので，縄文後期

後葉～晩期後葉までの時期に２９７地点一帯が洪水に見舞われたことが指摘された。さらに，

その洪水性堆積物では，粗砂には水成堆積の構造を保っていないでラミナが認められない

部分があり，細砂にはラミナが褶曲したような観を呈する部分があること，また，泥炭質

土Ⅰの上面にはその細砂が陥入したような地割れ状の細い裂け目が認められること，そし

て，粗砂の堆積後に断層状の地層変形が生じていたこと，以上から，洪水後ほどなく大地

震が発生したことも指摘された。そしてその地震については，京都盆地の中で北東に位置

する北白川追分町遺跡とは対照的位置関係の西南部に位置する向日市石田遺跡〔文献１０〕

や，比叡山地の西側に位置する北白川追分町遺跡とは反対の比叡山地東側の滋賀県北仰西

海道遺跡〔文献５〕で痕跡が確認されている，滋賀里Ⅲｂ式頃の大地震との関連が有力視

されていた〔文献８〕。

　今回，泥炭質土Ⅰが，２９００ＢＰ頃には堆積過程にあったことが判明したので，洪水や地

震の発生時期は，後期ではなく晩期に絞れよう。そして大地震については，滋賀里Ⅲｂ式

頃のものである可能性がさらに高まった。その場合，北仰西海道遺跡では，滋賀里Ⅲａ式

の成立よりは新しい可能性が高く滋賀里Ⅲｂ式の終焉以前だから〔文献１２〕，発生の数値年

代は，本章第１節で示した北白川追分町遺跡における土器型式と数値年代との対比にも照

らせば，未較正年代中央値で，２９００ＢＰ～２７５０ＢＰ頃ということになろう。
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　４　お　わ　り　に

　２９７地点で検出されたドングリ集積の放射性炭素年代測定の結果報告をおこなった。こ

の年代値は，これまで実態を推測しづらかった縄文晩期前半頃の北白川追分町遺跡におけ

る，自然環境や人間活動に関する情報の年代的な根拠を与えてくれた。今後も，特に共伴

遺物の不明瞭な遺構や層準の年代測定を蓄積していけば，先史時代の北白川の自然的・社

会的環境について，さらに踏み込んだ解釈を提示できるようになろう。

〔注〕
（１）　 表６で，試料番号が，Ｇａｋで始まる試料は学習院大学でアセチレンを用いた比例計数管法

で，ＫＳＵで始まる試料は京都産業大学で液体シンチレーション法で，それぞれ測定された。
（２）　 これらのバインダー処理済み破片は，ともに型式学的には長原式として細分されるのが通常

である。なお，滋賀里式の細分呼称については，文献１６を参考にしている。
（３）　３５５地点では，加工痕のある樹幹に近接して第３３層（腐植土Ⅰ）から出土した突帯文土器の

破片と，第５１層（腐植土Ⅲ）出土の突帯文土器の破片が接合しており（報告書掲載番号はⅡ３
番），それについて，突帯や調整や器形の特徴から，滋賀里Ⅴに併行する突帯文土器，という
評価が与えられている〔文献９の１３１・２４３頁〕。しかし，肩部に突帯が無いことと口縁部突帯
の貼付位置から判断すれば，滋賀里Ⅳ式に比定されても良い。その場合，第５１層からは，滋賀
里Ⅴは出土していないことになり，さらに，その上位の第５０層（暗褐灰色粗砂質土）も滋賀里
Ⅴを含まない層準と理解できることになるから，３５５地点で滋賀里Ⅴが出土した層準で年代測
定された試料のうちでもっとも古い未較正年代中央値は，２６７０ＢＰ頃ということになる（表６
の３５番）。なお，この加工痕をもつ樹幹については，２箇所で樹皮の年代測定をおこなっている
が（同３６・３７番），その後に実施された樹幹のウイグルマッチ法によれば，最外部の樹皮の放
射性炭素年代値はいずれも古過ぎることになるようである〔文献１５〕。ウイグルマッチ法が原理
的に循環論的な側面をもつことに起因する根源的な方法的課題，という可能性もあるが，「大木
の外皮は年代が古く出る」〔文献３〕ことを明確に示す例とも言えるだろう。

（４）　 今では測定作業がおこなわれていない学習院大学でかつて測定された試料３点については，
いずれも滋賀里Ⅲｂ式やそれ以後の層準のものだが，２９００ＢＰ頃やそれ以前の値を示している
（表６の５・８・１４番）。ただし，この機関でのこれまでの測定値では，他の遺跡の年代測定
でも古い値を示すことがあった。５６地点の測定でも，２種の試料でおこなわれた同一試料の別
機関での測定で（同４番と５番，および１３番と１４番），学習院大学での測定の年代値は２種と
もに，他機関での測定の年代値よりもかなり古い値を示している。

（５）　 近畿地方の中でも河内など大阪湾岸域では，２５００ＢＰ頃の未較正年代中央値をもつ炭化物試
料の付着した土器としては，長原式として細分された滋賀里Ⅴだけでなく，弥生土器も挙げら
れる〔文献６など〕。長原式と弥生前期土器との年代的関係は，同一系統の型式変化を検討する
ための論理体系である型式学的編年では解決できない問題だが，付着炭化物の放射性炭素年代
値で比較しても，年代較正曲線の勾配が極めて緩い部分に該当するために，結論を導きにくい。
さらには，イネの有無と土器の変化とには必然的な相関があるわけではないので，本来的には

お　　わ　　り　　に



切り離して考えられるべきテーマである。北白川追分町遺跡の場合，少なくとも現在までの資
料状況では，①イネは弥生土器に先行して登場しており，②滋賀里Ⅴには弥生土器を伴わない
場合がある。なお，③弥生前期土器に滋賀里Ⅴが伴わない場合がある〔文献２〕。

（６）　 ドングリ集積の検出された２９７地点の報告では，泥炭質土中からは堅果類がほとんど出土し
ていないのに集積箇所がある，と明記されているが，３５５地点の報告の考察では，「貯蔵穴周辺で
も同種の堅果が多数出土した」〔文献９の２４１頁〕としている。３５５地点の考察には誤認がある。
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羽　束　考

笹川尚紀　

　１　は　じ　め　に

　『和名類聚抄』によると，山城国乙訓郡と摂津国有馬郡に羽束郷が属していたことが知

られる。前者は京都市伏見区羽束師付近，後者は兵庫県三田市の北・東部から宝塚市波豆

にかけての一帯が比定地となる（１）。平安時代末期の高山寺本ではそれぞれ「波津加之」「波

都加之」，室町時代中期の大東急記念文庫本では「波豆賀之」「波都加之」という注記が付

されている（２）。これらによると，両者ともに「ハツカシ」ないしは「ハヅカシ」と読まれ

ていたことになる。

　『令集解』職員令土工司条に引かれる穴記によれば，宮内省被管の土工司に属する伴部

・泥部は，古くは「波都加此之友造」と呼ばれていたとされる（３）。かかる泥部と２つの羽

束郷との係わりを想定するのが通説的な理解であった。ところが近年，栄原永遠男氏は，

泥部との関係を否定され，羽束の羽は箭羽，束は 簳 （ 篦 ともいう）を指すとして，２つの
やがら の

羽束郷は箭の製作にちなむ地名であったと説かれている（４）。

　かかる見解はすこぶる興味深く，うなずける点が多い。しかしながら，細部を見渡すと，

問題点が少なからず残されているように思われる。小稿では，まずはそれらについて指摘

し，２つの羽束郷にまつわる卑見を披瀝していくことにする。そして，かかる成果をふま

えたうえで，大化前代における物部氏の武力の源泉について追究していく所存である。そ

のような拙論に対して，栄原氏をはじめとする識者のご斧正をうることができれば，喜び

これにまさるものはない。

　２　摂津の羽束

　『新撰姓氏録』摂津国皇別には「天足彦国押人命男，彦姥津命之後」とする羽束首が，

同神別・天孫には「天佐鬼利命三世孫，斯鬼乃命之後」と称する羽束がみえている（５）。と

もに摂津国有馬郡羽束郷を本拠としていた可能性が強い。『日本書紀』天武１２年（６８３）９

月丁未条から，羽束造が連のカバネを授けられたことが知られ，この氏族が中央伴造とし

て羽束首および羽束を管掌していたと考えられる。このような羽束を氏名とする氏族の職

務内容をおさえるためには，以下に掲げる史料がたいへん参考となる。



　『延喜式』兵庫寮雑工戸条（６）（〈　〉は分注を意味する）

　　　雑工戸

　　　左京廿五烟〈今絶戸。〉　 　右京卅九烟〈今絶戸。〉　 　大和国六十九烟

　　　摂津国五十烟　　　　　　　河内国七十一烟　　　　　　和泉国五烟

　　　伊勢国四烟　　　　　　　　尾張国四烟　　　　　　　　遠江国廿烟

　　　近江国十八烟　　　　　　　美濃国卅二烟　　　　　　　丹波国七烟

　　　播磨国四烟　　　　　　　　紀伊国廿六烟

　　　　右雑工戸免二調庸一，毎年自二十月一日一至二二月卅日一役使。雑作人別不レ得レ過二五

　　　　十日一。其役分物，毎年附二貢調使一進之。但摂津国有馬郡羽束工戸役十五日，不

　　　　レ免二其調一。若有二絶戸一，其口分田，准レ価賃租充二雑工食一。不レ給二公粮一。

　雑工戸は兵部省管下の造兵司に属し，軍事関係の用具の製作に携わっていた。ところが，

寛平８年（８９６）９月に造兵司などを吸収した兵庫寮が成立すると（７），その管轄下に置か

れることになった。雑工戸のうち，摂津国有馬郡には羽束工戸が存し，調は免除されず１５

日間役使されたことが知られる。この羽束工戸と氏名の羽束との関連性は否めまい。

　ところで，造兵司に配属されていた雑工戸については，『令集解』職員令造兵司条・古記

および令釈が引用する官員令別記によって，その内訳を把握することが可能となる。

古記及釈云，別記云，鍛戸二百十七戸，甲作六十二戸，靱作五十八戸，弓削三十二戸，

矢作廿二戸，鞆張廿四戸，羽結廿戸，桙刊卅戸。右八色人等，自二十月一至二三月一，毎

レ戸役二一丁一。為二雑戸一免二調役一也。爪工十八戸，楯縫卅六戸，幄作十六戸。右三色

人等，臨レ時召役。為二品部一取レ調免二徭役一。

　鍛戸から桙刊までの各戸は雑戸とされ，１０月から３月にかけて戸ごとに一丁を中央に上

番させて労働に就かせた（８）。栄原氏は羽結（９）について，箭羽を簳に取りつけることにあず

かった技術者ととらえる。一方，『延喜式』兵庫寮雑工戸条の羽束工に関しては，束が「簳

の長さの単位として，箭についてよく用いられる言葉である」ことをふまえ，簳のことを

指しているとする。そのうえで，羽束工は箭羽と簳両方の製作に従事していたと解して，

簳を作る矢作と箭羽をそれに取りつける羽結の総称であったと主張される。

　筆者は，羽結の理解は的確であり，支持したいと考える。けれども，羽束に関しては疑

問を禁じえない。というのは，栄原氏の説明だけでは，束が簳を指すとは断言できないか

らだ。そこで，諸橋轍次著『大漢和辞典』巻８・「結」の項をみてみると，「つかねる」と

いう字義を記し，「結，束也」という『釈名』巻３・釈姿容の一節（１０）が掲示されている。す
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なわち，結と束とは同じ意味をもつことに徴するに，羽結と羽束は，箭羽を矧ぐという同

様な職掌に従事していた集団であったと見なしてよかろう。

　箭羽の取りつけ方について，『図録　日本の合戦武具事典』には，「羽の茎を中央から割

いて，上部は羽を少し取り去って茎をあらわし，下方の茎も少し残して，これを箆は 膘 か
にべ

漆で貼り付け，茎の露出した上下を紙か糸巻にする。上の方を末矧，下の方を本矧という」

とみえる（１１）。若干付言すると，２～４枚の半裁された鳥の羽を用い，二立羽・三立羽・四

立羽として仕立て上げられる。『延喜式』兵庫寮の 征  箭 ５０隻の製作工程にまつわる規定（征
そ や

箭条）に，「料二理羽一，搓レ線二日」とあることから，それらは古代では糸によって結びつ

けられる場合が多かったことがうかがわれる（１２）。羽束（羽結）は，「羽をつかねる・たばね

る」ことを意味すると考えられ，鳥の羽数枚を簳に糸で括りつけることに由来する名称で

あったと推測しうる。摂津国有馬郡の羽束郷は，かような技術者の集住にちなむ地名であ

ったと想定される。

　かくして，栄原氏の所説を参照しつつ，羽結および羽束の職掌について明らかにした。

以下では，『延喜式』兵庫寮雑工戸条の羽束工戸に関してさらに考察を深めたい。

　同条では，摂津国有馬郡の羽束工戸の役使は１５日間と規定されており，他の雑工戸との

相異は歴然となる。羽束工戸が調しか免除されていないのは，役使日数が少ないことに起

因しよう。では，かかる懸隔が生じた理由はいったい何だったのであろうか。

　まずは，同条の問題点について簡単にふれておく。『日本三代実録』元慶元年（８７７）１１

月８日乙巳条では，「詔返二収造兵司所役之遠江国雑工戸廿烟一，其代充二山城国一，復レ旧」

とみえており，遠江国の雑工戸２０烟が記される同条は，その時以前に成立した規定であっ

たことが知られる（１３）。

　注意すべきは，「雑作人別不レ得レ過二五十日一。其役分物，毎年附二貢調使一進之」という

記述である。官員令別記における，戸ごとに一丁が中央官衙に番上勤務するという規定と

は異なり，国司の監督のもと国府工房で武器生産に従事し，そのような製品が貢納される

という形態に変化したとも考えられる（１４）。ただし，新井喜久夫氏は，貞観８年（８６６）２

月に造兵司雑工戸の雑徭が３０日から２０日に減少したこと，その雑徭料を造兵司が徴してい

たこと（１５）に基づき，『延喜式』兵庫寮雑工戸条の５０日は，調庸免分の３０日と雑徭分の２０日と

で構成されていたとする。そして，前者の期間に兵庫寮の工房に上番して武器の製造に携

わっていたこと，および貢調使を媒介にして貢納品を提出していたのが後者の雑徭分にあ

たることを指摘している（１６）。新井氏は，品部・雑戸の一戸一丁上番制から毎丁役制への転
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換を論じられ，同条における事例をその根拠の１つとして掲げられている。このことの当

否はさておき，羽束工戸の１５日間という役使は，雑徭日数２０日にもおよばず，その異質性

は際立っているといえる。

　そこで，こうした問題を解明するため，以下の史料に着目することにしたい。

　『延喜式』兵庫寮征箭条

　　征箭五十隻。長功廿二日大半，中功廿五日，短功廿九日。篦麁揉大半日。削レ節，洗

　　磨一日。精揉一日。精磨半日。料二理羽一，搓レ線二日。著レ羽一日。造レ筈一日。初漆

　　併乾一日。中漆一日，乾一日。裁レ羽半日。次中漆一日，乾一日。花漆一日，乾一日。

　　削二箭本一，搓レ線，纏一日。打二箭鏃一，錯磨二日。着二箭鏃一一日。漆レ本三遍，毎レ遍

　　乾一日。金二漆箭鏃一乾一日。

　征箭５０隻の製作工程が記されており，１年間の日照時間の長短にのっとって，長功・中

功・短功というように作業日数が定められている。同条における日数を合計すると，長功

２２日大半（３分の２）となる。その製作過程についておおまかに述べると，篦（簳）の材

料となる篠竹をまっすぐに仕上げ，それに箭羽を付け，篦の上端の弦に喰わせる部位たる

筈を作り，鉄鏃を取りつける。篦および鏃には漆が塗られることになる。

　既述したように，官員令別記にみえる雑工戸のうち，矢作・羽結が箭の作製に携わり，

前者は主として簳の製造にあたったと考えられる。また，『日本書紀』綏靖即位前紀の「乃

使下
二
 弓部稚彦一造レ弓，倭鍛部天津真浦造二真麛鏃一，矢部作上

レ
 箭」という記述に照らすに，鍛

戸からの丁の一部が鉄鏃を作ることに従事していたことが察せられる（１７）。羽結（羽束）は

箭羽を簳に取りつけることを職務としていたと考えられるので，試みに上掲の史料から箭

羽に関する記述を抜き出すと，「料二理羽一，搓レ線二日。著レ羽一日」「裁レ羽半日」というこ

とになろう。それらを合計すると３日半となり，全日程の約６分の１しか占めないことに

なる。つまるところ，かような作業時間の短さが，羽束工戸の役使日数を１５日と定めた所

以となったと推断される。

　なお，若干敷衍すると，『延喜式』兵庫寮雑工戸条に「其役分物，毎年附二貢調使一進之」

とあるので，平安時代前期には雑工戸からの丁が国府工房に勤仕し，武器の製造にあずか

っていたことはまず誤りあるまい。羽束は簳がなければ作業を遂行することが叶わなかっ

たと想定され，結局のところ，摂津国有馬郡の羽束工戸からの丁が国府工房において職務

に従事することができたかどうかは，同国における矢作工戸の有無に大きく左右されるこ

とになる。その点を究明することは相当に難しいものの，１５日の役使は雑徭分とはとらえ
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がたいことからすると，中央官衙の工房への上番日数が規定されていたと思料すべきであ

ろう。したがって，摂津国の５０烟の雑工戸のうちには，矢作工戸は含まれていなかったの

ではないかと推量される。

　３　山城の羽束

　それでは，山城国乙訓郡の羽束郷にも，箭の製作に係わった集団が居住していたのであ

ろうか。藪田嘉一郎氏は，この羽束郷は羽束部の居住に由来するとし，羽束部と泥部は同

一で，壁塗りや瓦の製造にあたった職業部であったとする。さらに，「はつか」を「「は」

の「か」で，「は」は「はに」即ち埏埴のこと，「か」は器である」と解し，土器を指すと

して，本来は土師部と同じ職掌を有していたと主張される（１８）。

　まずは泥部について概観すると，『令集解』職員令土工司条の泥部の注記に，「穴云，泥

部者，古言，波都加此乃友造」とあるので，「ハツカシベ」ないしは「ハヅカシベ」と呼ば

れていたと考えられる。『日本書紀』垂仁３９年１０月条に引かれる一云では，五十瓊敷皇子に

与えられた１０箇の品部の１つとして泊橿部がみえる。また，欽明と小姉君との間の子とし

て埿部穴穂部皇女・埿部穴穂部皇子が知られ（１９），壬申の乱の際には大津皇子の従者の１人

として埿部 枳がみえている（２０）。天武１２年９月に羽束造らとともに埿部造に連のカバネが

与えられており，この埿部造が泥部を統率して王権に奉仕していたことが想定される。か

かる泥部は令制下では泥戸に組織され，品部として土工司の管理下に置かれていた（２１）。土

工司には伴部たる泥部２０人が属し，泥戸のうちからそれに充てられている（２２）。土壁を塗

り，瓦を焼成し，石灰を焼くという土工司の職掌（２３）から推すに，大化以前において泥部は

それら作業に従事していたことが思料される。その設置の時期は判然としないものの，瓦

や石灰のことを勘案すると，倭国に仏教建築が導入されて以降に，その職務の幅が広がっ

たことが想定される（２４）。

　ところで，平城宮南面西門・南北溝ＳＤ１０２５０から，以下のような０８１型式の木簡が出土

している（２５）。

　　□□□□□　正月二 □少 初位上泥部伊美吉主□
「令史」

　泥部伊美吉は，泥部連からの改姓の可能性が強い。別筆で令史とあって，司・監・署い

ずれかの第４等官であったととらえることができる。同じ３メートル四方の小地区から，

「・築 □ □ □ 　三鉏二」などと書かれた，造営に係わると目される木簡（２６）が検出されてい
〔垣ヵ〕 〔庁カ〕

る点を考慮すると，泥部伊美吉主□は土工司令史であった可能性も捨て去ることができな
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い。

　ちなみに，『続日本紀』天平宝字３年（７５９）９月戊寅条には，「又停二廃品部一，混二入公

戸一。其世業相伝者，不レ在二此限一」とあって，品部の多くが廃止されており，この際に泥

戸が公戸に編入された蓋然性が強い（２７）。

　かような事柄をおさえたうえで，まずは藪田氏による「はつか」の理解について吟味す

ると，土工司の職務内容に土器製作のことがみられないことから，土器を指すとする点に

はにわかに承服しえない。日本古典文学大系新装版『日本書紀』下の鼇頭では，泥部につ

いて「ハニ（泥）ツカシ（築）の約であろう」と説かれており（２８），おそらくはかかる解釈

が妥当になるかと思われる。

　続いて，山城国乙訓郡の羽束郷の由来について取り上げるに，筆者は栄原氏ではなく藪

田氏の所説を支持したいと考える。以下に，その根拠を述べる。

　平安時代末期の『和名類聚抄』高山寺本によると，乙訓郡の羽束郷には「波津加之　本

用二羽束志三字一」，摂津国有馬郡の羽束郷には「波都加之」という注記が付されている。ま

た，室町時代中期の大東急記念文庫本によれば，前者には「波豆賀之」，後者には「波都

加之」の注記が認められる。乙訓郡の羽束郷が古くから「ハツカシ」ないしは「ハヅカシ」

と呼ばれていたことは，たとえば『延喜式』神名上の乙訓郡１９座のうちの１つである羽束

師坐高御産日神社が，『続日本紀』大宝元年（７０１）４月丙午条で波都賀志神とあらわされ

ていることから明白となる（２９）。一方，有馬郡の羽束郷がそのように読まれていたとは即断

しえない。なぜなら，前出する乙訓郡の方の注記をうけて，有馬郡の方にも同様のものが

付された可能性も残されているからだ。試みに，永禄９年（１５６６）に書写された名古屋市

博物館本をひもとくと，乙訓郡の方は「ハツカシ」という傍書を加えているものの，有馬

郡の方は「ハツカ」としているのである（３０）。

　そこで，それ以外の史料に眼を向けるに，以下のものが注意される。

　『古事談』巻第２・４４

　　但馬守隆方ハ於二任国一逝去。然而秘二国人一称二重病之由一，舎弟僧声気色似タリケル

　　ヲ，輿ニノセテ上道，死人ヲバ入二辛櫃一相具〈云々〉。是国人之心為レ不レ変也。仍死

　　人ヲバ摂津国羽束師内六瀬云所ニ埋畢。今有二其墓一也。

　藤原為房の父・隆方（１０１４～７８）は，摂津国の羽束師内六瀬というところに埋葬された

と記されている。この羽束師は，『和名類聚抄』の有馬郡羽束郷に相当しよう。『新訂増補国

史大系』の頭注によれば，羽束師の３字は，宝永４年（１７０７）書写校合の宮内庁書陵部本

２１８
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２１９

に従っているとある。ところが，寛文（１６６１～７３）ごろの筆写とされる和洋女子大学附属

図書館蔵本において「羽郡内府六瀬」とあるなど，諸写本で異なりをみせており（３１），決し

て羽束師で一致しているわけではない。

　詮ずるところ，『和泉式部続集』５４６に「はつかの里」（３２），大江匡房が多田源氏の頼綱に宛

てた『新古今和歌集』巻第１６・１５７１歌に「はつかの山」（３３）と詠まれていることをも参看す

るに，摂津国有馬郡の羽束は「ハツカ」と呼ばれていた公算が大きいのではなかろうか。

　ところで，乙訓郡の地名で羽束と表記されるもっとも古い史料は，天平勝宝元年（７４９）

１１月３日「大宅朝臣可是麻呂貢賤解案」の「奴雲足年十四〈一人，山背国羽束里戸主長岡

坂本国麻呂戸口〉」となる（３４）。郷制下の文書であるにもかかわらず，里と表記され，かつ

郡名が欠けており若干問題となるものの，後者に関しては前行の「婢千継売年十一〈已上

六人山背国乙訓郡山埼里戸主間人造東人戸口〉」をうけて，郡名が省略されたと考えられ

る。とまれ，乙訓郡の羽束郷は郷名の２字表記に基づいて採用されたもので，「ハツカシ」

あるいは「ハヅカシ」と読まれたことは，先述したようにまず間違いあるまい。

　以上，要するに，読みが相違すると目されることから，２つの地名の起源を同一のもの

としてとらえることには躊躇を覚える。

　次に，『新撰姓氏録』をひもとくに，山城国神別・天孫には「鴨県主同祖。鴨建玉依彦命

之後」と主張している西 泥土 部が掲げられている。下鴨神社の権禰宜・鴨俊春が江戸時代
（埿）

後期に著した『鴨県主家伝』大伊乃伎命および西 泥土 部条に引用されている「鴨氏旧譜」（３５）
（埿）

によって，建玉依彦命の１１世孫・小二目命の３世孫・多々加比が西埿部の祖であることが

知られ，より詳しい系譜がおさえられる。この西埿部の本拠地について，伴信友がしたた

めた『瀬見小河』２之巻・別記では，「さて西 埿  部 は，帳に愛宕郡賀茂波爾神社とあるに由
ハニ ベ

あり，こは 埿  部 の氏人の〈もと埿部は西東と別れてありしなるへし，〉玉依彦命を祀れる
ハニ ベ

なるへし」（３６）と述べられている。また，『鴨県主家伝』西 泥土 部条には，「当宮旧記云，西埿
（埿）

部者建玉依彦命之所レ率而鴨県之人民也」とみえている。さらに，同条には，「鴨氏旧譜云，

小二目命之三世孫多々加比，（割注略）此子孫等随二于祠官一而仕二于大神一云云。今猶雑仕駆

人等是也。〈亦以二雑仕一称二小預一，以二駆人一称二役給人一。〉」とあり，かつ『鴨県主家伝』

「附録」中から，江戸時代中期の元禄から安永にかけて西埿部氏（駆人）の女性が雑仕女

として下鴨神社に勤仕していたことが判明する。これらのことを綜合すると，西埿部氏は

下鴨神社が鎮座する愛宕郡ないしは葛野郡に集住していたことが想定される。しかしなが

ら，西埿部と式内・賀茂波爾神社との関係は定かではなく，くわえて古代より同氏の者が
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下鴨神社に奉仕していたことを示す例証をまったく見出すことができない（３７）。

　検討すべきは，下鴨神社に勤仕していた西埿部氏は，古代の西埿部氏の後裔に相当する

のかどうかである。もとより，後世の仮冒ということも念頭に置かなければなるまい。こ

のように推測するうえで見落とすことができないのは，『日本書紀』の古訓である。

　鎌倉時代の北野本巻第２８・２９では，埿部 枳・埿部造の埿部に対して「ハセツカヘ」と

いう傍書を付す（３８）。これらは卜部家本系統の応永３０年（１４２３）から３１年にかけての書写と

なる穂久邇文庫本（３９），天文９年（１５４０）に筆写された卜部兼右本（４０），および『釈日本紀』

巻第２１・秘訓６（４１）にも見受けられる。また，兼右本では泥部穴穂部皇女の泥部の右・左に，

それぞれ「丈部」・「ハセツカヘ」という傍書が存する（４２）。喜田貞吉は，かかる古訓を重視

して，埿部は杖部（丈部）にあたるとし，かつ穴記の「波都加此之友造」は「波世都加比

之友造」の誤写であると説く（４３）。しかしながら，そのような古訓が古代にまでさかのぼる

のか確証はなく（４４），また「波都加此之友造」が誤記であるとは性急に従うことができない。

むしろ，『日本書紀』などの古訓よりは，筆録の古さからいって，穴記の記載を何よりも尊

重すべきであろう。

　注視すべきは，諸書における「ハセツカヘ」という傍書であって，それは馳使に通じ，

『鴨県主家伝』などにおける西埿部の職掌と合致する。この点をふまえれば，『日本書紀』の

卜部家本系統の諸写本などにおける「ハセツカヘ」という傍書，『新撰姓氏録』山城国神別

・天孫にみえる鴨県主と同祖を主張する西埿部などを併考し，このような姓が後世におい

て選び出されるにいたったと解してもよいのではなかろうか。ゆえに，西埿部の本拠地を

愛宕郡のあたりに断定することはできず，畢竟，穴記の記述に基づけば，乙訓郡羽束郷に

求める方がきわめて穏当となろう。

　『釈日本紀』巻第９・述義５・第３に引かれる「山城国風土記」逸文・可茂社条による

と，可茂別雷命の父神を乙訓郡社坐火雷命としており，乙訓地域と鴨県主とのつながりが

うかがわれる。そのようなことが西埿部氏をして鴨県主の同族を称させた所以であったの

ではないかと憶測する。

　このように西埿部の本拠地をとらえたうえで，さらに問題とすべきは，西の理解である。

従来，河内の意と説かれることが多いけれども（４５），必ずしも河内国と結びつける必要性は

あるまい。乙訓郡羽束郷の比定地は京都市伏見区羽束師付近に求められ，桂川西岸に位置

する。その東岸に贄土師部が設置されていた点は，この際，見逃すことができない。

　『日本書紀』雄略１７年３月戊寅条

２２０
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２２１

　　十七年春三月丁丑朔戊寅，詔二土師連等一，使レ進下応レ盛二朝夕御膳一清器上者。於レ是，

　　土師連祖吾笥，仍進二摂津国来狭狭村，山背国内村，俯見村，伊勢国藤形村及丹波，

　　但馬，因播私民部一。名曰二贄土師部一。

　上掲の記事から，天皇の朝夕の御膳に盛る清器を製造する贄土師部が，山背国俯見村（京

都市伏見区）に設置されていたことがおさえられる。泥部と同様に，埴土をあつかう集団

が居住していたことは，たいへん興味深い（４６）。『令集解』職員令土工司条の古記および令釈

に引かれる官員令別記によると，泥戸は５１戸存していたことがわかる。天平勝宝元年１１月

３日「大宅朝臣可是麻呂貢賤解案」から，羽束里の戸主として長岡坂本国麻呂の名が知ら

れるので，それらがすべて乙訓郡の羽束郷に属していたわけではあるまい。俯見村におけ

る贄土師部の居住に鑑みると，羽束郷の桂川を挟んだ対岸の紀伊郡にもまた，泥部をもっ

て編成された泥戸が配されており，それに対して西埿部という氏名が用いられたともとら

えられるのではあるまいか。西は「カハチ」と読まれたのであろうけれども，河内国のこ

とではなく，「桂川の内の方」という意味を有していたと推断する。

　かくして，山城国乙訓郡の羽束郷の由来に関して，とかく検討を加えてきた。結局のと

ころ，乙訓郡の羽束郷は泥部，有馬郡の羽束郷は箭羽の取りつけに従事した羽束（羽結）

の集住にちなむ地名であったと判断する（４７）。

　なお，最後に，乙訓郡羽束郷のあたりに泥部が設置された理由の一斑について，臆見を

開陳しておくことにしたい。泥部の職掌としては，前述した通り，土壁塗り・瓦作り・石

灰を焼くなどのことがあげられる。わけても注意を払うべきは，石灰であると考える。

　石灰石を焼くと生石灰ができ，それに水をかける（消化する）と消石灰となる。消石灰

は漆喰の主原料であり，土壁の上塗りなどに使用された（４８）。天平６年（７３４）５月１日「造

物所作物帳断簡」に「 □ 灰壁
〔石〕

 □□ 物／石灰六斛〈塗壁十間，々別高七尺広一丈〉」とみえ
〔料用〕

ており（４９），古くより利用されていたことが明らかとなる。天暦４年（９５０）９月２３日付の

太政官符によると，修理職の石灰を焼く長上であった清宗氏秀が，その労によって山城権

少目に就任した後，そうした作業が滞る事態が現出したので，氏秀の子の忠孝にその職務

を継がしめるよう命じられている（５０）。これより，石灰を焼くには少なからず技術が必要で

あったことがうかがわれる（５１）。『播磨国風土記』讃容郡室原山条（５２）から，室原山で石灰が産

出したことが知られ，相当古くよりそれが採取されていたことが察せられる。さような石

灰が乙訓郡からも産出していたことは，以下の諸史料よりおさえることが可能となる。

　寿永３年（１１８４）２月「無動寺検校慈円譲状」によると，慈円は富坂庄（京都市西京区

山　城　の　羽　束



大原野上里一帯に比定（５３））を師である観性に譲った。その一方で無動寺に寄進し，今後の

妨害を防ぐことをねらった。富坂庄から無動寺へは，毎年の所課として石灰壱斛を納める

よう決められている（５４）。保安４年（１１２３）８月「富坂庄預僧豪祐解」によれば，富坂庄は

もともと故陸奥橘前司殿（橘則光）の私領で，その田地は乙訓郡の高庭里・田辺里・巨勢

里・母底里・１１条猶本里・駅家里に散在していた（５５）。

　この付近には，灰方・灰谷・ 出  灰 という地名が見受けられる。灰方に関しては，応永７
いず りは

年正月「参鈷寺寺領目録」に灰方名がみえ（５６），正徳元年（１７１１）成立の『山州名跡志』乾

・巻之１０・乙訓郡には「此所大内裏世令レ焼二石灰一所也。又近隣有二灰谷一」と記されてい

る（５７）。また，出灰については，『東海一休和尚年譜』嘉吉２年（１４４２）条に「譲羽為レ名，

朝貢出二石灰一地，譲羽出灰，和訓相近」とみえ（５８），宝暦４年（１７５４）成立の『山城名跡巡

行志』第５・乙訓郡１では，出灰村の上方に出灰山があり，昔そこから石灰を貢上してい

たと書きつづられている（５９）。富坂庄からの石灰貢進をふまえると，それらのあたりで石灰

が採取されていたことはまず誤りあるまい。

　さらに敷衍すると，「中院流家領目録草案」には，山城国の所領の１つに石灰庄がみえる

ものの，線が引かれ抹消されている（６０）。岡野友彦氏は当文書について，平安時代末期に作

成された「源雅定家領目録」に，村上源氏中院流とは係わりのない「某家領目録」を合わ

せ，さらに同流家領を示す何らかの目録をも加筆して鎌倉時代中期にまとめられたと指摘

する（６１）。石灰庄などは最後の目録に記されていたと推測されており，ある時点で村上源氏

中院流の所有から離れたと考えられる。この石灰庄の比定に関しては，『日本荘園資料』畿

内・山城では乙訓郡に求められ，備考として「或は出灰（イズリハ）か＝芥川上流出灰川

左岸」と記されている（６２）。それが妥当かどうかはともかく，石灰庄は西京区大原野灰方町

・出灰町の付近に所在し，石灰の産出に由来する名称とするのが適当となろう。

　かくして，平安時代末期に乙訓郡で石灰が生じていたことが闡明した。大原野の一帯は

石作郷の地で，石棺の製作に携わった石作集団の居住にちなむ郷名となり，古くに人々の

定着をみた地域であったことが察せられる。それゆえに，石灰の採取が平安時代末期より

もはるかにさかのぼって行われていた可能性はあながち否定できまい（６３）。つまるところ，

乙訓郡に泥部が設定された要因の１つとして，石灰の産出をあげても決して無稽とはいえ

ないのではなかろうか。

 

２２２

羽　　　束　　　考



２２３

　４　物部氏と弓矢

　上述した成果を前提にして，ここでは羽束物部という複姓について考察をめぐらしてい

く。『先代旧事本紀』巻第３・「天神本紀」には，天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊が河内国

の河上の哮峰に天降りした際，兵仗を帯びてそれに供奉した天物部等２５部の人の１人とし

て羽束物部があげられている（６４）。この羽束は，「ハツカシ」・「ハヅカシ」，「ハツカ」のどち

らにあてはまるのであろうか。かかる疑問を解明するうえで看過することができないの

は，物部氏と弓矢の製造に係わった諸氏族との密接な関係である。

　『先代旧事本紀』巻第５・「天孫本紀」によると，饒速日尊の１３世孫・物部尾輿連公は，

弓削連の祖である倭古連の女子・阿佐姫および加波流姫の姉妹を妻とした。前者との間に

物部守屋大連公をもうけたとみえ，守屋は弓削大連というとある。『日本書紀』敏達元年

（５７２）４月是月条をはじめとして，『播磨国風土記』賀古郡伊保山条などに，守屋は弓削

大連とあらわされているので，尾輿と弓削氏の女との婚姻，および守屋の誕生は事実であ

ったと考えられる。『日本書紀』には，守屋の阿都の別業（阿都家）および渋河家がみえて

いる（６５）。前者の阿都は，のちの河内国渋川郡跡部郷の地にあたるので，同一の邸宅を指し

ていると想定される。かかる別業の存在に徴するに，この弓削氏は河内国若江郡弓削郷の

地を本拠としていたことが推測される。

　弓削連は，弓削部を率いて弓の製造にあたった伴造氏族である。『新撰姓氏録』左京神別

上・天神に，石上氏と同祖と称する弓削宿禰が載録されており，あるいは尾輿と姻戚関係

を結んだ弓削氏の一派が，かかる同祖系譜を主張するにいたったとも推想される（６６）。『四天

王寺御手印縁起』には，守屋の河内国における所領で没官となった弓削・鞍作・祖父間・

衣摺・蛇草・足代・御立・葦原の８箇所が，渋川・安宿・若江・大県の諸郡に散在してい

たとある（６７）。もちろん，その記述の信憑性が問題となるものの，渋川郡にあった邸宅を中

心に，その近辺に多くの所領を有していたことはまず疑いあるまい。

　一方，『新撰姓氏録』未定雑姓・河内国には，布都奴志乃命の後裔を主張する矢作連が掲

載されている。若江郡には式内・矢作神社が鎮座していることより（現在，八尾市南本町

６丁目に所在），弓削氏の本拠地と近接するところに蟠踞していたことが想定される。さ

らに，この地域には矢作造が居住していた公算が大きい。

　『続日本紀』宝亀元年（７７０）４月癸卯条

　　癸卯，従五位上弓削宿禰牛養等九人賜二姓弓削朝臣一。外従五位下弓削連耳高等卅八
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　　人宿禰。外従五位下美努連財刀自及正八位上矢作造辛国賜二姓宿禰一。未レ経二歳月一，

　　皆復二本姓一。

　弓削宿禰牛養らにそれぞれ朝臣・宿禰のカバネが授けられたものの，道鏡の失脚後にも

とのそれに戻されたとある。牛養らは道鏡と関係が深かったがゆえに，このような改姓に

あずかったと推察される。弓削宿禰・弓削連らはもともと河内国若江郡弓削郷付近を本貫

とし，道鏡とは血縁関係にあったと目される。美努連はもと三野県主で（６８），若江郡に鎮座

する式内・御野県主神社付近を本拠とする氏族である。道鏡は河内国若江郡の弓削氏の出

身であるから（６９），美努連財刀自の改姓の背景として，道鏡と美努連との地縁が考えられよ

う。

　以上の事柄をふまえれば，矢作造辛国の場合も同様なことを想定すべきで，矢作造は若

江郡の矢作神社の近辺に居を構え，道鏡と何らかの関係をもつにおよんだことが察せられ

る。この矢作造がのちに連のカバネを与えられ，『新撰姓氏録』に登載されるにいたったの

かは不明である。けれども，それらは矢作部を統轄して箭の製作に携わった氏族であった

ことはまず疑いあるまい。物部氏と弓削氏との親しい間柄からすると，前者と矢作氏との

間にも何らかのつながりがあったことが推量される。こうした点を考えるうえで着目すべ

きは，『新撰姓氏録』未定雑姓・河内国の矢作連条にみえる布都奴志乃命である。

　同書ではここでのみ唯一確認される布都奴志乃命に関しては，武甕槌神とともに葦原中

国を平定するために派遣された経津主神（７０）を指すとするのが一般的である（７１）。しかしなが

ら，石上神宮の祭神たる布都御魂（韴霊）（７２）について，『先代旧事本紀』巻第５・「天孫本

紀」に「神剣韴霊剣刀，亦名布都主神魂刀」，『肥前国風土記』三根郡物部郷条に来目皇子

がこの村に物部若宮部を派遣して社を立て物部経津主神を鎮め祭らせたとある。くわえ

て，『新撰姓氏録』大和国皇別・布留宿禰条に「男市川臣，大鷦鷯天皇御世，達レ倭賀二布都

努斯神社於石上御布瑠村高庭之地一」とみえることからすると，それはまたフツヌシノ神と

も呼ばれていたことが確かめられる。以上のような史料に基づき，布都御魂（韴霊）を神

格化したものが『日本書紀』などに登場する経津主神であったと解する所説（７３）があって，

注目される。その当否はともかく，矢作連条にみえる布都奴志乃命は，物部氏が奉斎して

いた布都御魂（韴霊）を指すとするのが穏当となろう（７４）。つまるところ，矢作氏はこれと

結びつくことを通じて，物部氏との関係を主張したと推量される。

　では，矢作氏は，他の多くの氏族と同じように，なぜ饒速日尊の後裔系譜に連なること

を選択しなかったのであろうか。『上宮聖徳太子伝補闕記』の一節を取り上げるに，物部守
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屋の討伐にまつわる出来事として，「太子自率二壮士一，而迫レ賊。賊与二太子一，相去不レ遠。

賊誓放二物部府都大神之矢一中二太子鎧一。太子亦誓放二四天王之矢一即中二賊首大連胸一。倒

而墜レ樹」と記されている（７５）。一方，『聖徳太子伝暦』上巻・用明２年（５８７）７月条では，

「此時大連，登二大榎木一，誓放二物部府都大明神之矢一，中二太子鐙一。太子，命二舎人跡見

赤檮一，放二四天王之矢一，中二大連胸一。倒墜レ木。（割注は略す）」とあらわされており（７６），

おのおのの矢を放った主体が相違している。『日本書紀』崇峻即位前紀７月条では，２隻の

矢に関する挿話は存在せず，「聖徳太子」信仰の高揚をうけて後世になって述作された疑い

が濃厚となる。その作成の時期は分明ではないものの，物部府都大神の矢を射たとする点

はおろそかにすることができない。憶測をたくましくすれば，箭の製造に従事していた矢

作連は，かかる所伝を念頭に置き，物部氏が奉斎していた布都御魂（韴霊）を氏祖と仰い

で，同氏とのつながりを主張するにおよんだのではあるまいか（７７）。

　かくして，矢作氏と物部氏との関係について論究してきた。そうした成果をふまえつ

つ，続いては以下の史料に眼を向けていくことにしたい。

　『先代旧事本紀』巻第３・「天神本紀」

　　船長同共率二領梶取等一天降供奉。

　　　船長跡部首等祖天津羽原。

　　　梶取阿刀造等祖大麻良。

　　　船子倭鍛師等祖天津真浦。

　　　笠縫等祖天津麻占。

　　　曾曾笠縫等祖天都赤麻良。

　　　為奈部等祖天都赤星。

　天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊は天磐船に乗って河内国河上哮峰に天降り，そこから大

倭国鳥見白庭山に遷ったとされる。その際，天磐船の船長および梶取などを勤めたのが，

これら氏族の祖であったと語られている。船長とされる跡部首は，阿刀連（のちに宿禰（７８））

の部民である阿刀部（阿斗部とも）を統率する伴造氏族であった。『新撰姓氏録』には，饒

速日尊の後裔を主張する阿刀宿禰・阿刀連がいくつか見受けられる（７９）。物部守屋の阿都の

別業が設けられた河内国渋川郡跡部郷の地は，阿刀氏が蟠踞していたところであったと目

される。次の梶取の阿刀造もまた，物部氏と密接な間柄にあったことは多言を要しま

い（８０）。

　続いて，船子とされる諸氏を取り上げるに，笠縫および曾曾笠縫と物部氏との関連を示
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す史料には恵まれていない。しかしながら，木工・造船集団である為奈部については，そ

の管掌にあずかった猪名部造および為奈部首が，物部氏の同族を称していることがおさえ

られる（８１）。

　かくして，三氏と物部氏との関係を跡づけた。このような事実に照らすに，残る船子の

倭鍛師もまた，それとつながりがあったと解するのがすこぶる自然となろう。倭鍛師等の

祖である天津真浦といえば，先に引用した『日本書紀』綏靖即位前紀に記される真麛鏃を

作った倭鍛部天津真浦と同一人物と見なしうる。詮ずるところ，物部氏は弓削・矢作に加

え，鉄鏃の製作に携わったと目される倭鍛部とも関連を有していたことがうかがわれる。

　そこで，羽束物部という複姓に眼を転ずるに，弓・簳・鉄鏃の製作にあたった諸氏族と

物部氏との結びつきに鑑みると，この羽束は「ハツカ」と読むのがふさわしいと思料され

る。羽束は地名と目され，摂津国有馬郡羽束郷に一致する蓋然性が高い。そして，その職

掌は箭羽を簳に取りつけることであったと考えられる。

　熊谷公男氏は，物部氏の阿都における邸宅の近くに弓削氏や矢作氏が居住している点，

物部氏と弓削氏の同祖関係，および守屋の母が弓削氏出身で『日本書紀』において物部弓

削守屋連とあらわされていることに基づき，「物部氏は阿都を拠点とし，近隣の弓削氏や矢

作氏を配下に置いて，王権の武器生産を管轄していた」と推論される（８２）。上記の考察によ

って，弓削氏だけでなく，矢作・倭鍛部・羽束物部といった箭の製作に関わった氏族と物

部氏との密接なつながりが明らかとなった。こうした点に照らすに，尾輿や守屋はこれら

氏族を率いて，ヤマト王権の弓矢の生産に従事していたことはまず間違いあるまい。

　『日本書紀』崇峻即位前紀７月条によると，守屋は衣揩の朴の木の股に登って雨のよう

に矢を射たと記されている。守屋の渋河家には，先の諸氏族によって製造された弓矢が大

量に貯蔵されていたのであろう。かかる弓矢が物部氏の軍事力の源泉となったのであり，

それを活用することで王権による列島支配に多大なる貢献を果たしたことが想定される。

　５　お　わ　り　に

　山城国乙訓郡および摂津国有馬郡の羽束郷をめぐって，栄原永遠男氏の高説に導かれな

がら，種々の考究を行った。その結論はすでに簡潔に述べたので，改めて繰り返すことは

差し控えたい。ここでは，４で取り上げた物部氏に関して，いささか附言しておくことに

する。

　周知のように，物部氏は大化以前の有力執政氏族で，その分析はそのころの政治過程な
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どを跡づけるうえで欠かすことができない。にもかかわらず，その主流が早くに滅亡した

がゆえに，その有様を鮮明に描き出すことはなかなか難しいといえる。しかしながら，

様々な史資料を駆使していけば，その実態に接近することはおおよそ可能となるのではな

いかと思う。わけても物部氏に関する記載を比較的多く含む，『先代旧事本紀』の検討およ

び活用が不可避となろう。本稿における考察を端緒として，同氏にまつわる研究を推進し

ていきたいと考える。それゆえに，そうした今後の分析に備え，いくつかの課題をここに

書き留めておくことにしたい。

　先に物部氏と鉄鏃を製作する氏族とのつながりについて指摘した。鉄鏃との関連で注視

すべきは，大阪府柏原市大県・平野に所在する大県遺跡である。同遺跡からは鉄製品を造

る鍛冶工房跡が多数検出されており，その操業期間は５世紀後半から６世紀後半の間に求

められるという（８３）。卓越した規模および密集度から勘案すると，ヤマト王権がその経営に

参画し，武器生産が大きく展開されていたことはほぼ間違いあるまい。ここで生産された

鉄鏃を用いて，矢作氏により箭が製造されていた可能性は相当に強い。

　ところで，『日本書紀』雄略１３年３月条には，物部目大連に餌香長野邑（大阪府藤井寺市

藤井寺・岡から沢田・古室および羽曳野市誉田付近にかけての一帯）が与えられたと書き

つづられている。物部目大連は，『先代旧事本紀』巻第５・「天孫本紀」から，尾輿の祖父

にあたる人物であることが知られる。先の記述が信用できるとなると，５世紀後半には物

部氏は中河内に拠点を有していたことになる。興味深いのは，これから物部守屋が滅ぼさ

れる５８７年までの期間は，大県遺跡の操業時期と重なり合っている点だ。つまるところ，物

部氏が大県遺跡の鍛冶工房群を管理し，鉄製の武器の生産にあたっていた公算は大きいの

ではなかろうか。大県遺跡の盛衰と物部氏のそれとは密接に関聨することが予想され，今

後は様々な視点から，そうした点に裏づけを与えていくことが肝要となろう（８４）。

　続いては，羽束（羽結）と係わり深い箭羽について取り上げる。いったい，その材料と

なる鷲や雉といった鳥の羽はどうやって獲得していたのであろうか。留意すべきは，高安

郡に鳥取連の居住が確かめられ（８５），さらに隣接する大県郡に鳥取郷の設置が認められる点

だ。前者をふまえれば，後者の鳥取郷は鳥取氏ないしは鳥取部の集住に由縁する地名であ

ったと推察される。この氏族に関しては，鵠（白鳥）の捕獲に従事していたとする見解が

呈されており（８６），それがおおむね支持されている状況にあるといえる。しかるに，かかる

理解には少なからず問題が残されていて，必ずしも鵠に限定する必要性はないと考える。

すなわち，鳥取氏の職掌の１つとして，箭羽の貢進をあげうるのではないかと憶測してい

お　　わ　　り　　に



る。同氏と物部氏との結びつきをも含め，これに関する綿密な検討は後日に期することに

したい。

〔注〕
（１）　 地名比定は，『古代地名大辞典』本編（角川書店，１９９９年）による。なお，適宜，平凡社刊の

日本歴史地名大系を参考にした。
（２）　 高山寺本は，天理図書館善本叢書和書之部第２巻『和名類聚抄　三宝類字集』（八木書店，１９７１

年），大東急記念文庫本は，馬渕和夫編『古写本和名類聚抄集成』第３部　二十巻本系諸本の
影印対照（勉誠出版，２００８年）による。

（３）　 『新訂増補国史大系』による。以下，出典を記さないものはすべてこれに基づく。
（４）　 栄原永遠男「二つの羽束郷―古代における箭の製作―」（『市史研究さんだ』４，２００１年）。
（５）　 田中卓「新校・新撰姓氏録」（田中卓著作集９『新撰姓氏録の研究』，国書刊行会，１９９６年）

による。
（６）　 『神道大系』古典編１２　延喜式（下）。以下，『延喜式』は神道大系本に基づく。
（７）　 『類聚三代格』巻第４・寛平８年９月７日太政官符（関晃監修，熊田亮介校注・解説『狩野

文庫本　類聚三代格』，吉川弘文館，１９８９年）。
（８）　 狩野久「品部雑戸制論」（『日本古代の国家と都城』，東京大学出版会，１９９０年，初出１９６０年）。
（９）　 平城京二条大路南端・溝状遺構ＳＤ５１００より出土した木簡に，羽結姓の者が確認される（『平

城宮発掘調査出土木簡概報（２２）』１５・１７頁）。
（１０）　 『景印文淵閣四蔵全書』第２２１冊。
（１１）　 笹間良彦著・第１部第１章「矢の拵え１～矢羽」（柏書房，１９９９年）。なお，鈴木敬三「矢の

構成―有識故実の研究　弓矢篇矢の部―」（『國學院高等學校紀要』１，１９５９年）も参照のこと。
（１２）　 天平年間の諸国正税帳に，箭に関する材料として糸があげられている（天平６年〔７３４〕度

「尾張国正税帳」〔『大日本古文書』正倉院編年文書之１－６１２頁，『正倉院古文書影印集成』１
・正集第１５巻・２００頁。なお，以下では『大日古』『影印』と省略する〕，天平９年度「但馬国正
税帳」〔『大日古』２－５９頁，『影印』２・正集第２９巻・９５頁〕，天平９・１０年度「駿河国正税帳」
〔『大日古』２－６９・１１８頁，『影印』１・正集第１７巻・２２３頁，同正集第１８巻・２３７頁〕）。『延喜
式』兵庫寮征箭条に「削二箭本一，搓レ線，纏一日」とあるので，簳の先端部分に糸を巻いたこ
とがわかる。正税帳にみえる糸は，これとともに箭羽の取りつけのためにも用いられたことが
想定される。

（１３）　 雑戸として山背甲作客姓の者が知られ（『続日本紀』霊亀２年〔７１６〕９月癸巳条），山背国
綴喜郡甲作里（郷）（天平１３年６月２６日「山背国司移案」〔『大日本古文書』家わけ第１８　東大寺
文書之３〈東南院文書之３〉１４９頁〕，天平勝宝元年（７４９）１１月３日「大宅朝臣可是麻呂貢賤
解案」〔同１５８頁〕，『和名類聚抄』）との関連が推測されるので，甲作工戸のいくつかがそこに配
置されていたと目される。よって，遠江国の雑工戸２０烟のなかに甲作工戸が含まれていた可能
性が高い。

（１４）　 松本政春「造兵司の復置年代について」（『奈良時代軍事制度の研究』，塙書房，２００３年，初
出１９８３年）。

（１５）　 『日本三代実録』貞観８年２月１０日丙辰条。
（１６）　 新井喜久夫「品部雑戸制の解体過程」（彌永貞三先生還暦記念会編『日本古代の社会と経済』
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上巻，吉川弘文館，１９７８年）。
（１７）　 たとえば，『延喜式』主税寮上戎具料度条では，征箭５０隻の鏃を造る料として，鉄５斤７両が

あげられている。
（１８）　 藪田嘉一郎「羽束師の森」（『日本古代文化と宗教』，平凡社，１９７６年，初出１９６７年）。
（１９）　 『日本書紀』欽明２年（５４１）３月条。
（２０）　 『日本書紀』天武元年６月丙戌条。
（２１）　 『令集解』職員令土工司条の古記および令釈が引く官員令別記を参照。
（２２）　 『令義解』職員令造兵司条に，「其鍛冶司鍛部・土工司泥部等，如レ此之類者，皆自二鍛戸・泥

戸内一而取充。但戸内无レ人者，通取二佗氏一」との注記がみえる。
（２３）　 『令集解』職員令土工司条の諸説を参照。
（２４）　 『日本書紀』崇峻元年（５８８）是歳条に，百済から瓦博士が献上されたことが記されている。

なお，「元興寺伽藍縁起併流記資財帳」所引「塔露盤銘」には，瓦師とみえている（田中卓「元
興寺伽藍縁起并流記資財帳の校訂と和訓」〔田中卓著作集１０『古典籍と史料』，国書刊行会，１９９３
年，初出１９５７年〕）。

（２５）　 『平城宮発掘調査出土木簡概報（１５）』３２頁。
（２６）　 同上。
（２７）　 土工司の廃止についてふれておく。『類聚三代格』巻第４・承和元年（８３４）正月２９日太政官

符に，木工寮瓦工の模作子鳥がはじめて造瓦長上に任じられたとあり，また『続日本後紀』承
和２年９月癸卯朔条から，木工寮には長上の土工・瓦工・石灰工が属していたことが知られる。
『延喜式』木工寮土工条から，土工は壁塗りに従事していたことがおさえられるので，これら
工人の職掌と土工司のそれとは合致することになる。かかる事実に照らすに，土工司は承和元
年以前に木工寮に併合されたことが推察される。

（２８）　３９０頁・頭注１１（笹山晴生注解，岩波書店，１９９３年）。
（２９）　 寛永１３年（１６３６）に近いころに作成されたと目される「松尾社家系図」（松尾神社の摂社・月

読神社の長官を務めた伊伎氏の系図。『続群書類従』第７輯下　系図部）によると，延喜２２年
（９２２）３月に死去した雪雄の弟・淵雄が羽束師長官に就いていたとしたためられている。同
系図を見渡すと，月読宮長官ないしは月読社長官を月読長官と記す場合が散見し，この点をふ
まえれば，羽束師長官は羽束師神社の神職を指していると考えられる。京都市西京区松室山添
町に鎮座する月読神社は，葛野郡の式内社で，斉衡３年（８５６）３月に松尾の南の山に移された
（『日本文徳天皇実録』同年同月戊午条。なお，『日本書紀』顕宗３年２月丁巳朔条に，歌荒樔
田に坐したことがみえる）。その鎮座地から推すに，羽束師長官の羽束師は，乙訓郡に所在する
式内・羽束師坐高御産日神社のことと判断すべきで，この系図の記載が正しいとすると（本系
図が多くの問題を抱えていることに関しては，内藤泰夫「古代の伊岐氏について―『松尾社家
系図』と関連して―」〔岩橋小彌太博士頌寿記念会編『日本史籍論集』上巻，吉川弘文館，１９６９
年〕を参照），月読神社の神職を代々務めた伊伎氏の一族の者が一時，羽束師坐高御産日神社
の神事に奉仕していたことがおさえられる。

（３０）　 名古屋市博物館資料叢書２『和名類聚抄』，名古屋市博物館，１９９２年。
（３１）　 川端善明・荒木浩校注　新日本古典文学大系４１『古事談　続古事談』１７１頁・脚注１０（岩波

書店，２００５年）を参照。
（３２）　 笠間注釈叢刊５・佐伯梅友他著『和泉式部集全釈―続集編―』，笠間書院，１９７７年。
（３３）　 田中裕・赤瀬信吾校注　新日本古典文学大系１１『新古今和歌集』，岩波書店，１９９２年。
（３４）　 『大日本古文書』家わけ第１８　東大寺文書之３（東南院文書之３）１６０頁。

注



（３５）　 佐伯有清『新撰姓氏録の研究』考證篇第６，吉川弘文館，１９８３年。義江明子「『鴨縣主家傳』
・同「附録」―カモ社女性神職〝斎祝子・忌子〟をめぐって―」（『帝京史学』１１，１９９６年）。

（３６）　 『神道大系』神社編８　賀茂。
（３７）　 明治３年「拾箇条区別注進書」には，「駆人〈又公人トモ云。姓西埿部。〉／称二駆人一者，持二

榊幣一勤二警駆一総号也。其家神殿小預，〈称二御料屋預一。〉大炊殿預，〈称レ厨。〉供御所預，〈称二屋
給人一。〉河合小預，御蔭小預等也。／当宮御鎮座以来之神役〈ニ而〉，神供御菜等調二進之一。承
暦年中（１０７７～８１），従二朝廷一膳部〈ヲ〉被レ付，其時〈ヨリ〉御菜調進之役〈ヲ〉膳部方〈江〉
渡。姓〈ハ〉各西埿部也」とみえている（注〔３６〕前掲書）。これによれば，西埿部氏は古く
より駆人の職を世襲していたともとらえられるものの，事実か否か判然としない。

（３８）　 『国宝北野本日本書紀』，貴重図書複製会，１９４１年。
（３９）　 『神道大系』古典編４　日本書紀（下）。
（４０）　 天理図書館善本叢書和書之部第５６巻『日本書紀　兼右本３』，八木書店，１９８３年。
（４１）　 『神道大系』古典註釈編５　釈日本紀。
（４２）　 天理図書館善本叢書和書之部第５５巻『日本書紀　兼右本２』，八木書店，１９８３年。
（４３）　 喜田貞吉「間人考」（喜田貞吉著作集１０『部落問題と社会史』，平凡社，１９８２年，初出１９２４年）。
（４４）　 『日本書紀私記』甲本，すなわち「弘仁私記」には，埿部穴穂部の埿部に「ハセツカヒ」と

いう傍書を付す。「弘仁私記」は，弘仁３（８１２）～４年に実施された『日本書紀』講書の講義
録と目されるので，かかる読みは古くに行われていたとも考えられる。しかしながら，片仮名
で書かれていることが難点で，後世に加筆された可能性も残る。

（４５）　 栗田寛『新撰姓氏録考證』巻之１３（『神道大系』古典編６　新撰姓氏録）。佐伯有清注（３５）
前掲書考證篇第３，吉川弘文館，１９８２年。

（４６）　 俯見村から程近い深草は，平安時代末期には土師器の特産地となっていた（浅香年木『日本
古代手工業史の研究』第４章第２節〔法政大学出版局，１９７１年〕を参照）。この一帯から埴土
を多く採取しえたことが知られ，注目に値する。

（４７）　 このような見解はすでに中村修氏によって提出されている（「由来の異なる二つの羽束郷」
〔『乙訓の原像・続編』，ビレッジプレス，２０１２年，初出同年〕）。

（４８）　 山田幸一・ものと人間の文化史４５『壁』第３・４章（法政大学出版局，１９８１年）を参照。
（４９）　 『大日古』２４－３９頁，『影印』１６・塵芥文書第２６巻・４３頁。
（５０）　 『類聚符宣抄』第７。
（５１）　 『新撰姓氏録』左京諸蕃上・漢の清宗宿禰条には，「唐人，正五位下李元環之後也」とみえる。

李元環は『続日本紀』に散見し，天平宝字５年１２月丙寅には李忌寸の姓が与えられている。清
宗宿禰氏秀・忠孝父子は，この李忌寸の後裔としてよく，渡来系の人物の子孫が石灰を焼くこ
とに巧みであったという点は，その技術の難易度を知るうえで参考になるかと思われる。

（５２）　 植垣節也校注・訳　新編日本古典文学全集５『風土記』，小学館，１９９７年。
（５３）　 木下良・水田義一「富坂庄について」（『洛西ニュータウン地域の歴史地理学的調査―発掘と

歴史的景観・土地利用の変遷に関する調査報告―』，京都市開発局洛西開発室，１９７２年）。
（５４）　 『平安遺文』古文書編８－４１３７号。なお，富坂庄の伝領過程に関しては，京都大学文学部博

物館の古文書第９輯『浄土宗西山派と三鈷寺文書』（大山喬平編・解説，思文閣出版，１９９２年）
に詳しい。

（５５）　 『平安遺文』古文書編５－１９９７号。なお，小稿では注（５４）前掲書に掲げられている釈文に
よる。

（５６）　 『大日本史料』第７編之４。

２３０
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２３１

（５７）　 野間光辰編『新修京都叢書』第１５巻，臨川書店，１９６９年。
（５８）　 『続群書類従』第９輯下　伝部。
（５９）　 注（５７）前掲書第２２巻，１９７２年。
（６０）　 國學院大學所蔵『久我家文書』第１巻・３，続群書類従完成会，１９８２年。
（６１）　 岡野友彦「『中院流家領目録草案』（久我家文書）の検討」（『中世久我家と久我家領荘園』，

続群書類従完成会，２００２年，初出１９８８・９９年）。
（６２）　 国立歴史民俗博物館編，吉川弘文館，１９９８年。
（６３）　 『新撰姓氏録』左京神別下・天孫の石作連条によると，垂仁朝に皇后・日葉酢媛命のために

石棺を作って献上したがために，石作大連公という姓を授けられたとある。これより，石作氏
および石作部は石棺の製作を職掌としていたことが把握される。山背国では乙訓郡の他に，綴
喜郡大住郷のあたりおよび久世郡奈美郷において石作連族・石作連の居住が確認され（天平７
年「山背国隼人計帳」〔『大日古』１－６４７頁，『影印』５・続修第１３巻・１４５頁〕，天平勝宝９歳
４月７日「西南角領解」〔『大日古』４－２２７頁，『影印』１１・続修後集第１１巻裏・２９頁〕），また
『新撰姓氏録』山城国神別・天孫に石作がみえている。

　　　　板楠和子氏は山背国の石作について，「九州の有明海沿岸，播磨加古川右岸地帯の石材による
石棺や石棺製作技術が伝播し，やがて技術者の定着となっていったのではないか」と説かれて
いる（「石棺と石作部」〔新川登亀男編　古代王権と交流８『西海と南島の生活・文化』，名著
出版，１９９５年〕）。京都市右京区・西京区から向日市・長岡京市にかけての一帯には，６世紀末
から７世紀にかけての竜山石製の組合せ式・刳抜き式家形石棺が多く分布しており（さしずめ，
向日市埋蔵文化財調査報告書第２３集『物集女車塚〔本文編〕』第６章５〔向日市教育委員会，
１９８８年〕を参照），乙訓地域の石作集団に関しては，板楠氏の指摘が成立する余地が残されて
いるといえよう。

　　　　このことを考慮しつつ，さらに石材の産地に該当しない乙訓地域における居住の要因として
留意すべきは，石灰の存在である。奈良県・大阪府の７～８世紀初頭の古墳には，石室の壁面
全体に漆喰を塗布したり，あるいは石室の石材の目地に漆喰がつめられたりしているものが少
なからず見受けられる（『日本考古学事典』「漆喰・白土」の項，三省堂，２００２年。なお，漆喰
が用いられている奈良県・大阪府の古墳については，角田清美「古代から中世前期における石
灰と漆喰の利用」〔『専修人文論集』８８，２０１１年〕に網羅されている）。残念ながら，石作氏お
よび石作部が石室の作製に関与したことを示す史料には恵まれていない。くわえて，丸山龍平
氏は，切石造りといった横穴式石室を構築する集団・工人と石棺作りの工人は別個に存在し，
分業関係にあったことを説かれている（「近江石部の基礎的研究―近江・大和の石棺とその石
工集団―」〔『立命館文学』３１２，１９７１年〕）。しかしながら，丸山氏は決定的な根拠を提示して
いるわけではなく，畢竟，少なくとも加工した石材を用いた石室や石槨の築造に，石作集団が
関係していた可能性は十分に残されているといえよう。かりにこれが認められるとすると，石
室に使用するための漆喰の原料となる石灰を採取することを１つの大きな目的として，大原野
のあたりに石作集団が設定されたとも憶測しうる。ともあれ，これについては種々の視角か
ら，なお検討を積み重ねていくことが必須となろう。

（６４）　 『神道大系』古典編８　先代旧事本紀。
（６５）　 『日本書紀』用明２年（５８７）４月丙午条。同崇峻即位前紀７月条。
（６６）　 『日本三代実録』元慶元年１２月２５日辛卯条によると，神饒速日命の後とする右京の人・弓削

連是雄に宿禰のカバネが与えられている。なお，『新撰姓氏録』には，高魂命（天高御魂乃命）
の孫・天日鷲翔矢命（天毘和志可気流夜命）の後とする弓削宿禰（左京神別下・天神，河内国

注



神別・天神），爾伎都麻の後とする弓削宿禰（左京神別下・地祇）も掲載されている。
（６７）　 清文堂史料叢書第７８刊　棚橋利光編『四天王寺古文書』第１巻，清文堂，１９９６年。
（６８）　 『日本書紀』天武１３年正月庚子条に，三野県主が連のカバネを授けられたことがみえる。
（６９）　 『続日本紀』宝亀３年４月丁巳条に，「道鏡，俗姓弓削連，河内人也」とみえ，同天応元年

（７８１）６月乙巳条に，道鏡の弟・浄人を河内国若江郡の人とする。
（７０）　 『日本書紀』神代下・天孫降臨・本文，一書第１，一書第２など。
（７１）　 栗田寛注（４５）前掲書巻之２１。佐伯有清注（３５）前掲書。
（７２）　 『古事記』神武段。『日本書紀』神武即位前紀戊午年６月丁巳条。
（７３）　 松前健「国譲り神話の形成」（松前健著作集第８巻『出雲神話の形成』，おうふう，１９９８年，

初出１９７０年），伊野部重一郎「鹿島社と香取社の祭神」（『記紀と古代伝承』，吉川弘文館，１９８６
年，初出１９８１年）など。

（７４）　 つとに太田亮氏は，矢作連の氏祖・布都奴志乃命と石上神宮の祭神・布都御魂（韴霊）を同
一と解している（「石上神宮と物部氏族」〔『国史と系譜』４－７，１９２８年〕）。

（７５）　 飯田瑞穗「『上宮聖徳太子伝補闕記』について―特に本文校訂に関連して―　附，彰考館蔵『上
宮聖徳太子伝補闕記』翻印」（飯田瑞穗著作集１『聖徳太子伝の研究』，吉川弘文館，２０００年，
初出１９７７年）。

（７６）　 日中文化交流史研究会編『東大寺図書館蔵文明十六年書写『聖徳太子伝暦』影印と研究』，
桜楓社，１９８５年。

（７７）　 ちなみに，鈴木真年（天保２年〔１８３１〕～明治２７年）が著した『諸系譜』には，物部尾輿大
連からはじまる矢作宿禰の系譜が掲げられているという（宝賀寿男編著『古代氏族系譜集成』
中巻・第２部第２編第２章第３節８，古代氏族研究会，１９８６年）。古代にまでさかのぼるもの
か定かではなく，信憑性はすこぶる問題となるものの，物部尾輿との関係が見出される点は注
目される。

（７８）　 『日本書紀』天武１３年１２月己卯条。
（７９）　 左京神別上・天神，山城国神別・天神の阿刀宿禰条，山城国神別・天神，摂津国神別・天神，

和泉国神別・天神の阿刀連条。
（８０）　 『続日本紀』神護景雲３年（７６９）７月壬午条に，左京の人である阿刀造子老ら５人に阿刀

宿禰の姓が与えられたと記されている。
（８１）　 『新撰姓氏録』左京神別上・天神の猪名部造条。同未定雑姓・摂津国の為奈部首条。
（８２）　 熊谷公男「畿内の豪族」（山中一郎・狩野久編集『新版［古代の日本］⑤　近畿Ⅰ』，角川書

店，１９９２年）。
（８３）　 北野重「大県の鉄の概要」（柏原市の歴史講座１『大縣の鉄』，柏原市教育委員会，１９９７年）。
（８４）　 大県遺跡およびその近辺の大県南遺跡・太平寺遺跡で検出された鍛冶工房群に対しては，大

県遺跡群という呼称が与えられている。花田勝広氏は，鉄器加工の操業が５世紀前半から７世
紀前半にかけて行われているとし，同遺跡群と物部氏とのつながりを推測している。（『古代の
鉄生産と渡来人―倭政権の形成と生産組織―』前編・第１章第１節，雄山閣，２００２年，初出２０００
年）。

（８５）　 宝亀２年３月３０日「経師労劇帳」（『大日古』６－１３４頁，『影印』１１・続修後集第３０巻裏・８９
頁）。「上日帳断簡」（『大日古』１５－１３３頁，『影印』６・続修第２８巻・３９頁）。

（８６）　 志田諄一「鳥取造」（『古代氏族の性格と伝承』，雄山閣，１９８５年復刻，初出１９７０年）。

２３２

羽　　　束　　　考
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 　１ 京都大学吉田キャンパスの地区割と調査地点

 ２～８  京都大学北部構内ＢＧ３４区の発掘調査

 ９～１４  京都大学医学部構内ＡＱ１８区の発掘調査

 １５～２３  京都大学病院構内ＡＪ１６区の発掘調査

 ２４～２９  京都大学本部構内ＡＴ２５区の立合調査

 　３０  京 都 大 学 北 部 構 内 採 集 の 石 棒
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１　砂取り穴完掘後，調査区全景（南から）

３　道路ＳＦ１新段階（南から）２　道路ＳＦ１中段階（南から）
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１　道路ＳＦ１古段階
　　（北から）

２　道路ＳＦ１新段階
　　（北から）

３　道路ＳＦ１断面
　　（北から）
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１　中世溝群検出状況（南から）

５　水溜ＳＥ９（西から）

２　中世溝群完掘後（南から）

３　ＳＸ３除去後検出の動物足跡（北から） ４　ＳＤ１・ＳＤ２検出状況（南から）

６　落ち込みＳＫ１（西から）
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１　縄文早期土器（Ⅰ１～Ⅰ３），縄文中期土器（Ⅰ４～Ⅰ７），縄文後期土器（Ⅰ８～Ⅰ１３），縄文晩期
土器（Ⅰ１４），弥生土器（Ⅰ１５）

２　石鏃（Ⅰ１６・Ⅰ１７），剥片（Ⅰ１８～Ⅰ２０・Ⅰ２２・Ⅰ２３），磨製石斧（Ⅰ２６），磨石（Ⅰ２７）
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ＳＸ４出土遺物（Ⅰ３２緑釉陶器），ＳＸ７出土遺物（Ⅰ３９須恵器），ＳＸ８出土遺物（Ⅰ４３土師器），黒灰
色土出土遺物（Ⅰ５３・Ⅰ５５須恵器），砂取り穴埋土出土遺物１（Ⅰ９８土錘，Ⅰ１１５・Ⅰ１１８・Ⅰ１２５・Ⅰ１３０
須恵器）
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砂取り穴埋土出土遺物２（Ⅰ１４５・Ⅰ１４７須恵器，Ⅰ１６６・Ⅰ１７２・Ⅰ１８７緑釉陶器，Ⅰ１８８・Ⅰ１９０灰釉陶器，
Ⅰ２１６管玉），暗灰褐色土１・２出土遺物（Ⅰ３５０白磁，Ⅰ３５７温石），赤褐色土２出土遺物（Ⅰ４１０緑釉陶
器），赤褐色土１出土遺物（Ⅰ５５９須恵器），表土出土遺物（Ⅰ６０５須恵器）
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軒丸瓦（Ⅰ６１２・Ⅰ６１３），軒平瓦（Ⅰ６２０・Ⅰ６２１）
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１　中世末期～近世遺構全景（南から）

２　中世遺構完掘全景（南から）
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１　集石ＳＸ４（北から）

５　井戸ＳＥ２３・ＳＥ２４（南から）

２　土器溜ＳＸ９下層（ＳＥ２２上面・南から）

３　集石ＳＸ１１・路面ＳＦ１検出状況（西から） ４　井戸ＳＥ２２（東から）

６　井戸ＳＥ３１（北から）
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１　井戸ＳＥ２７（南から）

５　調査区東半中世柱穴群（北から）

２　井戸ＳＥ２８（南から）

３　井戸ＳＥ２５（北から） ４　井戸ＳＥ３０（西から）

６　溝ＳＤ４８調査区南壁断面（北から）
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古代以前の遺物（Ⅱ１石鏃，Ⅱ２・Ⅱ３縄文土器，Ⅱ６滑石製模造品），ＳＥ２５出土遺物（Ⅱ４８石鍋，Ⅱ
７０９軒平瓦），ＳＥ２７出土遺物（Ⅱ６８・Ⅱ１０５土師器，Ⅱ１０７・Ⅱ１１０瓦器，Ⅱ１０８・Ⅱ１０９灰釉系陶器）
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ＳＸ１７出土遺物（Ⅱ１６６土師器，Ⅱ１８２・Ⅱ１８７瓦器，Ⅱ１８４・Ⅱ１８５灰釉系陶器，Ⅱ１９０須恵器），ＳＤ４９出
土遺物（Ⅱ２２７須恵器），ＳＸ９出土遺物（Ⅱ３６０石硯），ＳＥ２２出土遺物１（Ⅱ３７４土師器，Ⅱ４３３陶器）
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ＳＥ２２出土遺物２（Ⅱ４３９石鍋），ＳＥ２９出土遺物（Ⅱ４５５瓦器），ＳＤ４３出土遺物（Ⅱ５８２瓦器），ＳＤ４４
出土遺物（Ⅱ６２４石製品），茶褐色土出土遺物（Ⅱ６２５・Ⅱ６２８土師器，Ⅱ６９５白磁），暗茶褐色土出土遺物
（Ⅱ６９６土師器），黄色シルト出土遺物（Ⅱ７０８坩堝）
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１　１区南半第３面全景（北西から）

２　ＳＸ１２８（北から） ３　ＳＸ１２０土器出土状況（西から）
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１　１区第２面全景（北から）

３　ＳＸ１２１（北東から）２　ＳＫ９１・１４０・１６５・１６６（東から）
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１　ＳＫ６０・ＳＤ１２３（南東から）

２　ＳＫ９９・ＳＰ１７１断割状況（南西から） ３　ＳＫ１０１断割状況（南から）
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１　２区ＳＲ２１５全景（北から）

３　ＳＮ３耕作溝群（西から）２　ＳＲ２１５断割状況（北から）
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１　１区第１面全景（北から）

２　２区第１面全景（北東から）
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ＳＫ１６６出土遺物（Ⅲ１縄文土器），調査区東端南部最下層出土遺物（Ⅲ２弥生土器），ＳＸ１２０出土遺物（Ⅲ
５・Ⅲ６・Ⅲ８・Ⅲ９弥生土器），ＳＸ１２８出土遺物（Ⅲ１０土師器），ＳＸ５７出土遺物（Ⅲ１１須恵器），Ｓ
Ｘ１２１出土遺物（Ⅲ１２須恵器）

Ⅲ1

Ⅲ2

Ⅲ8

Ⅲ9

Ⅲ5

Ⅲ6

Ⅲ11

Ⅲ12

Ⅲ10
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ＳＫ１６５出土遺物（Ⅲ１３・Ⅲ１４土師器），ＳＫ１４０出土遺物（Ⅲ２０・Ⅲ２１土師器），ＳＫ９１出土遺物（Ⅲ２７・
Ⅲ３０・Ⅲ３３・Ⅲ３５土師器），ＳＫ１６６出土遺物（Ⅲ３６・Ⅲ４３土師器），ＳＫ１７５出土遺物（Ⅲ４８土師器，Ⅲ
５１常滑）

Ⅲ13

Ⅲ14

Ⅲ20

Ⅲ21

Ⅲ27

Ⅲ30

Ⅲ33

Ⅲ35

Ⅲ36

Ⅲ43

Ⅲ48

Ⅲ51
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１　軒丸瓦（Ⅲ５２・Ⅲ５３），軒平瓦（Ⅲ５４・Ⅲ５５）

２　ＳＤ２０１出土遺物（Ⅲ７１白磁，Ⅲ７３・Ⅲ７６玩具），包含層出土遺物（Ⅲ６３～Ⅲ６８泥面子，Ⅲ６９素焼き
型，Ⅲ７０・Ⅲ７２玩具，Ⅲ７４・Ⅲ７５土人形）

Ⅲ52

Ⅲ55

Ⅲ53

Ⅲ54

Ⅲ72

Ⅲ75

Ⅲ71

Ⅲ63

Ⅲ64

Ⅲ65

Ⅲ66

Ⅲ67

Ⅲ69

Ⅲ68

Ⅲ70

Ⅲ74

Ⅲ73

Ⅲ76
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１　煉瓦（Ⅲ７７～Ⅲ８０）

２　京都帝国大学附属病院関係遺物（Ⅲ８２・Ⅲ８３・Ⅲ８５～Ⅲ８７磁器，Ⅲ８８・Ⅲ９６ガラス製品，Ⅲ９１・Ⅲ
９３白磁）

Ⅲ91
Ⅲ93

Ⅲ87

Ⅲ86

Ⅲ82

Ⅲ83
Ⅲ85

Ⅲ96

Ⅲ88

Ⅲ80

Ⅲ77

Ⅲ79

Ⅲ78



図
版
二
四
　
京
都
大
学
本
部
構
内
Ａ
Ｔ
　
区
の
立
合
調
査

２５

１　地点５全景（北西から）

５　地点１３全景（西から）

２　地点５西端南壁の層序（北から）

３　地点８全景（北西から） ４　地点８東壁堀断面検出状況（北西から）

６　地点１３北壁の層序（南から）
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２５

１　　地点２２全景（東から）

５　地点２７−ｅ地点付近全景（南東から）

２　地点２２−ｂ地点北壁黒色粘質土落ち込み検出
状況（南から）

３　地点２５全景（東から） ４　地点２５−ｃ地点付近東壁層序（西から）

６　地点２８北半全景（南から）
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２５

１　地点２８−ｉ地点東壁黒色粘質土落ち込み検出
状況（南西から）

５　地点３０全景（北東から）

２　地点２８−ｈ地点東壁茶褐色土落ち込み検出状
況（西から）

３　地点２９全景（北東から） ４　地点２９−ｋ地点西壁黒色粘質土上面の硬化面
検出状況（南東から）

６　地点３０−ｉ地点西壁灰褐色土落ち込み検出状
況（北東から）
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２５

１　地点３１全景（南東から）

５　地点３３全景（北東から）

２　地点３１−ｎ地点付近北壁層序（南から）

３　地点３２全景（南東から） ４　地点３２西壁層序（東から）

６　地点３６全景（北から）
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２５

１　地点３７東半全景（北東から）

５　地点３９全景（東から）

２　地点３７−ｐ地点灰褐色土落ち込み検出状況
（東から）

３　地点３８全景（西から） ４　地点３８南北方向集石検出状況（西から）

６　地点３９−ｒ地点北壁茶褐色土落ち込み検出状
況（南から）
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２５

１　地点３９西半全景（東から）

５　地点４４全景（南東から）

２　地点３９−ｓ地点北壁茶褐色土落ち込み検出状
況（南から）

３　地点４１東半全景（北西から） ４　地点４１−ｔ地点北壁層序（北西から）

６　地点４４北壁層序（南から）
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１　採集年不明，２　1974年調査〔中村1974〕，３　1972年採集
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