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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。

５４

京都大学医学部構内ＡＱ１８区の発掘調査

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
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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
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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
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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
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　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）
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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）
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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）
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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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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）
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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）
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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。

８４

京都大学医学部構内ＡＱ１８区の発掘調査

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



８８

京都大学医学部構内ＡＱ１８区の発掘調査

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）
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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）

遺　　　　跡
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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）



９７

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）

遺　　　　跡



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

９８
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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）



９９

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）



１０１

　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

遺　　　　跡



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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