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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
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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

１２
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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
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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。
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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
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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
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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
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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
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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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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
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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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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）



４１

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



４５

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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京都大学北部構内ＢＧ３４区の発掘調査




