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２５

第４章　京都大学吉田南構内ＡＰ２１区の発掘調査

伊藤淳史　

　１　調査の概要

　本調査地点は，吉田南構内の西辺中央付近に位置しており，吉田二本松町遺跡に含まれ

る（図版１－３２２，図１３）。ここに，構内環境整備にともなう屋外便所等の設置が計画され

たため，２００６年２月８に既存建物取り壊しにともなう立合調査を実施した。結果，遺跡の

遺存がきわめて良好であることがわかり，予定地全面４８�について，人力による発掘調査

を２月１５日までおこなった。

　これまで吉田南構内では，先史時代から歴史時代にいたる各時期の遺構が見つかってい

るが，とくに調査地一帯は，東側の１１１地点および２２０地点で平安中期の梵鐘鋳造土坑６基

や関連遺構が確認され，現地に埋め戻し保存されるなど，重要度の高い遺跡のひろがる範

囲といえる。またこのほかにも，弥生前期の水路や水田遺構，古墳中期の方墳群，奈良時

代の掘立柱建物，中世の多数の井戸・溝・土器溜・石室や無数の柱穴などが見つかってお

り，長期にわたる活動が把握されている。

　今回の調査においても，狭小な面積にかかわらず多くの知見が得られ，整理箱７箱分の

遺物が出土した。とくに，５世紀代の完形の須恵器杯・蓋の出土する古墳周溝とみられる溝

や，鞴羽口の出土する平安時代土坑の発見は，古墳群や鋳造関連遺跡の西側へのひろがり

を示す重要な成果といえよう。

　なお，発掘調査は伊藤淳史が担当し，吉江崇・長尾玲の助力を得た。また出土遺物の整

理については，北尾敬子の助力を得た。

図１３　調査区の位置（左：縮尺１�５万，右：縮尺１�５０００）



　２　層　　　位

　今回の調査区西壁の層位を示す（図１４）。この西壁は，吉田南構内の西縁を画する石垣の

下部にあたっており，表土層（第１層）の上面は，この石垣の下端としている。

　表土層以下，堆積は水平に近く，遺構による掘り込みをのぞいてきわめて安定している。

　歴史時代の堆積　　第２層の灰褐色土は，近世の遺物包含層で，おもに１８世紀後半以降

の陶磁器類を中心に含む。第３層の茶褐色土は中世の遺物包含層。平均すると４０�程度の

厚みがある砂質の土壌で，１３～１４世紀代の中世の遺物を中心としつつ，奈良～平安時代の

遺物も混在している。層の上部ほど赤みを帯びて明るく，下部は暗い色調を呈するよう

に，漸移的な色調の変化をしながら，第４層の暗茶褐色土へと移行する。これらは壁面の

精査によってのみ事後に把握できたもので，面として掘り下げている際には，すべて茶褐

色土として一括し，上層・中層・下層として人工層位でとりあげた。下層においても中世

の遺物が含まれており，遺物の内容に目立った変化が認められないことから，第３・４層

ともに中世の遺物包含層とみなしておきたい。周辺の調査区では，この下にさらに黒色を

呈する古墳時代～古代遺物の包含層が確認されているけれども，今回は遺構ＳＤ２とＳＫ

３の埋土としてのみ認められ，面的なひろがりは認められなかった。中世の段階に第５層

の黄色砂上面まで撹拌が及んで削平された可能性が高く，そのことが，茶褐色土内への多

くの古代遺物の混入をもたらしているのだろう。

　先史時代の堆積層　　第５層の黄色砂は，弥生前期末のごく一時期に生じた土石流堆積

層で，吉田南構内や本部構内の西半域，北部構内のほぼ全域などにひろく確認されて鍵層

となっているものである。本調査区においては，層厚は６０�程度で，上半４０�は粒子が粗

く，下半２０�は細かい。基本的に無遺物で，遺物は確認していない。第６層の黒褐色土は，

黄色砂直下でひろく確認されている弥生前期以前の遺物包含層に相当する。きわめて黒色

味が強い，堅く締まった粘質の土壌であるが，黄色砂との境となる層の上面は，２�程度の

厚みをもった淡茶褐色のシルトが膜状に覆っている。今回の調査では，工事の掘削深度が

この層の直上まででとどまることから，西壁際の１�幅のみの掘り下げにとどめた。縄文

後期～晩期中葉ころとみられる粗製土器片が微量出土している。

　以下の堆積は，西壁際の北端のみを深く掘り下げて確認した。黒褐色土は，色調が漸移

的に薄くなりながら下部の第７層黄褐色土へ移行する。第６層と第７層の違いは，土壌化

による黒色を呈しているか否かのみであって，質的には差がない。そして，この第７層は，
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黄褐色の堅い粘質土から，下部になるほどシルト質，そして黄白色の粗砂へと移行する。

それぞれ第８・９層と分層しているが，境界は漸移的である。出土遺物は確認していない。

　層位からみた周辺の地形環境　　今回の調査成果と，周辺調査区での層位の情報とを総

合して，一帯における地形環境についていささか検討しておきたい。

　今回の調査区が位置する吉田南構内西縁の地表面は５３．４�前後，近世の灰褐色土上面で

５３．１�をはかり，境界の石垣を挟んで東側をはしる東大路通り歩道面５２．７�とで段差が生

じている。この段差は，南北方向にはしるもので，現状地形では北方へいくほど高低差が

生じている。調査区西方４０�の７４地点においては，調査区の東半の近世包含層は削平され

てしまっており，表土下の中世包含層上面で５１．５�程度をはかる。仮に５０�ほど削平され

ていると見積もっても，今回の調査区とは１�以上の段差が，近世の段階にすでに生じて

いたとみてよい。７４地点を含めた医学部構内一帯以西は，ほとんどの地点で平安末期以降

の遺構・遺物しか見つからないため，その時期までは高野川系旧流路の影響を被る不安定

な空間であったとみなされてきた。今回調査区は全くその影響を受けていないことが判明

したので，７４地点東端との間のどこかに，高野川系旧流路の東限のひとつを求めることが

可能であろう。今回の調査区とこの７４地点とで最も異なるのは，第５層黄色砂・第６層黒

褐色土の存否であり，これらが弥生中期以降に浸食を被ったことで，現代にまで痕跡を留

める段差の形成につながったと推察できる。

　こうした復元は，すでに本部構内の６０地点の所見などからも述べられてきた〔清水

１９９１〕。ただし，６０地点では，黄色砂を浸食する流路内に堆積する高野川系旧流路由来の砂

礫層が確認できているのに対して，今回は未確認である。こうした，浸食崖ともいうべき

状況が，現状地形の段差に近い位置で認められるのか，またそこに流路由来の砂礫が見い

だされるのかどうか，今後機会を得て検証する必要があろう。

層　　　　位

図１４　調査区西壁の層位　縮尺１�８０



　３　遺　　　構

　今回は，黄色砂上面ですべての遺構を検出した（図版７，図１５）。

　先史時代の地形　　前節で述べたように，弥生前期以前の遺物包含層と推定される第６

層の黒褐色土は，破壊が及ばないため，西壁際の１�幅のみ掘削している。そのため遺構

は全く確認できていないが，西壁際のほかに北壁際・東壁際についても層上面のレベルの

みは測定し，弥生前期末段階の地形復元の資料とした。その結果，最も高いのは調査区北

西隅付近で５２．０１�，低いのは南東隅で５１．８０�であった。東に隣接する１１１地点でもほぼ

同様な結果が得られており，弥生前期末の段階では，北から南に向けてごくゆるやかにく

だる地形であったことがあらためて確認された。

　古墳時代の遺構　　調査区北辺を東西方向にはしる溝ＳＤ２は，堅く締まった黒色土を

埋土とし，断面は浅いＵ字形を呈する。最大で幅１４０�ほどで，東へ向かうほど浅くなり，

東壁付近では輪郭不明で断面にも表れていない。一方西壁付近では深さ３０�あまりをはか

り，わずかに南へ屈曲するかのような平面形を呈する。底面からわずかに浮いた位置で完

形の須恵器杯身（Ⅲ１１）と杯蓋（Ⅲ１０）がともに伏せた状態で並んで出土した（図版７－

２）。こうした状況からみて，この溝は方形の古墳の北側周溝にあたる可能性が高い。東

側の１１１地点で５基，２２０地点西辺で１基，方形周溝をもつ古墳がみつかっており，吉田二

本松古墳群の１～６号墳とされている。出土する須恵器はいずれも５世紀後葉に比定でき

るもので，今回出土の須恵器もほぼ同時期の型式であることから，群を構成する古墳があ

らたに発見されたものととらえて，「７号墳」としておきたい。

　奈良・平安時代の遺構　　溝ＳＤ１とＳＤ３，土坑ＳＫ３がある。このうちＳＤ１は，

淡い茶褐色土を埋土とし，幅１�深さ２０�程度をはかる。やや蛇行気味だが，東に振れる

方位で南北方向にはしるもので，底面のレベルは南方がわずかに低い。平安中期の土師器

片が出土している。ＳＤ３は，このＳＤ１に切られるように検出された細い溝状遺構で，

北西－南東方向の３�程度を検出している。須恵器片１点のみしか出土していないが，切

り合い関係からみて，平安時代以前の遺構であることは間違いない。

　土坑ＳＫ３は，西壁際で南北に３�程度と長く検出された隅の円い土坑。東西方向のひ

ろがりは，１�あまりが調査区内にかかるのみで，全形は不明。また南辺も中世の集石ＳＸ

１に撹拌されており不明瞭となっている。埋土の上層は黒褐色の砂質土で，下層は黄色粘

土をまじえた黒褐色土となり，この下層から鞴羽口（Ⅲ１８）が出土している。東側の１１１
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地点および２２０地点における平安中期（１０世前葉ごろ）の梵鐘鋳造土坑群まで３０�の位置

にあり，それらの鋳造施設で使用した羽口や粘土塊を廃棄した遺構と判断する。ただし，

他の出土遺物に平安中期のものはなく，古墳～奈良時代に帰属するとみられるものが占め

て，まとまりがない。鋳造施設が古墳を壊して設けられている状況からみて，造営や操業

時に出土した先行する時期の遺物もあわせて廃棄されたものと理解したい。

　中世の遺構　　１�あまりの規模をもつ不定型な土坑ＳＫ１・２，集石遺構ＳＸ１のほ

か，小規模な土坑にＳＰ２・１０・１５・１６・１８がある。このうちＳＰ１５は内部に扁平な石を

据えた柱穴である。いずれも埋土は茶褐色土で，出土した土師器から，１３世紀後葉～１４世

紀前葉の鎌倉時代後半期に比定される。

　調査区北辺の土坑ＳＫ１およびＳＫ２は，ともに深さ５０�程度。土師器やおおぶりの陶

図１５　調査区検出の遺構　縮尺１�１００

遺　　　　構



磁器片がまとまって出土し，廃棄土坑とみられる。調査区西南隅の集石ＳＸ１は，幅１�

高さ５０�あまりの規模に１５�程度大の石を集め，弧を描くような平面形で西および南の調

査区外へと続く。石室遺構のコーナー部がの可能性もあるが，石積みは乱雑である。黄色

砂を３０�以上掘り窪めて石を積み，集石内や周辺部から多量の遺物が出土している。

　４　遺　　　物

　� 古代以前の遺物（図版８，図１６～１７）　

　縄文時代の遺物（Ⅲ１～Ⅲ９）　 　第６層の黒褐色土中より出土した破片を示す。Ⅲ１・

Ⅲ２は口縁部で，丸く収めた端部に刻み目を施している。縄文晩期中葉の粗製深鉢かとみ

られる。Ⅲ３～Ⅲ９は無文の胴部片で，外面は削りや撫でで仕上げている。こうした特徴

からみて，いずれも後期～晩期の粗製深鉢片であろう。

　ＳＤ２（７号墳）出土遺物（Ⅲ１０～Ⅲ１２）　 　Ⅲ１０・Ⅲ１１は須恵器蓋と杯で，完形。溝

内で伏せた状態で並んで出土した。Ⅲ１０は口径１２．５�高さ４．８�，Ⅲ１１は口径１０．８�高さ

５．８�。双方の外面は時計回りの回転箆削りののち，回転撫でで丁寧に調整され，削り痕は

ほとんど消えている。器形としては蓋・身とも稜がシャープに作られており，法量や調整

なども考慮すると，これらは陶邑編年〔田辺１９８１〕におけるＴＫ２３型式に比定できる。Ⅲ

１２は須恵器甕の底部とみられる破片で，わずかに窪む。底部外面は，中央付近を手持ちで

撫でつけており，外周を回転撫で調整している。

　ＳＫ３出土遺物（Ⅲ１３～Ⅲ１８）　 　古墳～奈良時代とみられる各時期のものが混在して

いる。Ⅲ１３は土師器甕。球胴で，くの字状に屈曲する頸部から直線的に短い口縁部が立ち

上がる。器壁は薄く，内面には浅い刷毛調整が，外面には底部付近から軽く削り上げてい

る痕跡がみられるものの，全体として摩滅。古墳時代に属するものだろう。Ⅲ１４は土師器

の浅い鉢形土器。器壁はやや厚手で，口縁部内面と外面胴下半に粗い刷毛調整がのこる。

奈良時代に比定できる。Ⅲ１５は須恵器蓋。頂部を欠き，口縁部は横撫で調整されて短く外

反する器形。復元口径１３．０�。型式比定は難しいが，古墳時代であろう。Ⅲ１６は須恵器杯

Ｂ底部。高台は�離して痕跡だけが残る。奈良時代だろう。Ⅲ１７は須恵器鉢。平底の底部

から丸みをもってたちあがり，直線的な口縁付近がわずかに内傾する器形で，焼成はやや

甘く灰色を呈する。平底の底部に箆おこし痕が残り，周囲は時計回りに回転箆削り，胴部

から口縁にかけて横撫で調整。器形から７世紀後葉ころの製品かとみられる。

　Ⅲ１８は鞴羽口の先端部分。外径７．２�，内部の送風口の径は３．２�。石英や長石の砂粒を
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多量に含んだ胎土である。先端は丸くすぼまるような形状で，その周囲を中心に鉱滓が厚

く付着しているほか，発泡したり溶融してガラス化している部位もみられる。２２０地点の

鋳造土坑内にも同様な羽口が数点廃棄されており，また病院構内においても中世段階のも

のが出土し，小型の溶解炉用のものとされている〔五十川１９９１〕。

　ＳＤ１・ＳＤ３出土遺物（Ⅲ２４・Ⅲ３１）　 　Ⅲ２４は土師器皿で，「て」字状口縁手法の

Ｂ２類。Ⅲ３１は須恵器杯Ａの破片。

　茶褐色土および中世遺構への混入出土品（Ⅲ１９～Ⅲ２３・Ⅲ２５～Ⅲ３０・Ⅲ３２～Ⅲ４３）　 　

中世の遺構や包含層である茶褐色土から出土した古代の遺物を種類別に呈示する。

　Ⅲ１９～Ⅲ２３は製塩土器で，奈良時代の製品だろう。砂粒を多く交えた粗い胎土で，器壁

は厚く，粘土紐の継ぎ目を明瞭に残すようなつくりである。いずれも小破片だが，口唇部

は尖らせるものと明らかな面をもつものとがみられる。これまで本部構内や吉田南構内の

奈良時代の遺構・遺物の見つかる地点では，同種の製品がよく出土している。

　Ⅲ２５・Ⅲ２６は土師器。Ⅲ２５は土師器皿Ｂ１類，Ⅲ２６は鉢。口縁部は水平に近く外折し，

端部を内側に巻き込むように仕上げる。内面は丁寧に横撫で調整されているが，外面は粘

土紐の継ぎ目が残る。いずれも茶褐色土の上層から出土。

　Ⅲ２７は二彩陶器の破片。白色の精良な胎土で，両面に緑色～淡黄色の釉が残る。

　Ⅲ２８は白色土器の底部。削出しの円盤状高台で，内外面とも丁寧な磨きが確認できる。

精良な胎土で堅緻な焼成である。施釉の痕跡は確認できないので白色土器としておく。

　Ⅲ２９・Ⅲ３０は黒色土器椀の口縁。いずれも内面のみ黒色処理して研磨するＡ類。

　Ⅲ３２～Ⅲ４３は須恵器。Ⅲ３２～Ⅲ３５は杯Ａ，Ⅲ３６・Ⅲ３７は杯Ｂ，Ⅲ３８～Ⅲ４０は壺Ｇの口縁

や底部，Ⅲ４１・Ⅲ４２は蓋，Ⅲ４３は外面に格子目叩きを施す甕。

　以上のうち，Ⅲ２２がＳＰ１８，Ⅲ３９・Ⅲ４１がＳＫ２，それ以外は茶褐色土から出土した。

　� 中世の遺物（図版８，図１８～２１）

　ＳＸ１出土遺物（Ⅲ４４～Ⅲ８２）　 　Ⅲ４４～Ⅲ６０は赤褐色を呈する土師器皿。小皿ではⅢ

４４～Ⅲ４８がＥ１類，Ⅲ４９～Ⅲ５３はＥ３類。大皿ではⅢ５４がＥ１類，Ⅲ５５～Ⅲ６０がＥ２類。Ⅲ６１

～Ⅲ６８は灰白色を呈する土師器椀。小椀は底部わずかに凹む形状である。

　Ⅲ６９は瓦器鍋。強く外折して立ち上がる口縁部で，口径２７�。Ⅲ７０・Ⅲ７１は常滑産陶器

甕の胴部スタンプ文と，口縁部。Ⅲ７２～Ⅲ７４は青磁の合子蓋，梅瓶，および鎬蓮弁の椀。

Ⅲ７５は青白磁の破片。毛彫り風の文様で飾られ，瓶の胴部とみられる。Ⅲ７６・Ⅲ７７は軒丸

瓦の瓦当片。Ⅲ７６には右回りに頭部を巻き込む巴文の一部が残る。Ⅲ７８は石鍋の鍔部分の

遺　　　　物
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図１６　黒褐色土出土遺物（Ⅲ１～Ⅲ９縄文土器），ＳＤ２出土遺物（Ⅲ１０～Ⅲ１３須恵器），ＳＫ３出土
遺物（Ⅲ１３･Ⅲ１４土師器，Ⅲ１５～Ⅲ１７須恵器，Ⅲ１８鞴羽口）　 Ⅲ１～Ⅲ９縮尺１�３
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図１７　ＳＤ１出土遺物（Ⅲ２４土師器），ＳＤ３出土遺物（Ⅲ３１須恵器），ＳＫ２出土遺物�（Ⅲ３９･Ⅲ４１
須恵器），ＳＰ１８出土遺物�（Ⅲ２２製塩土器），茶褐色土出土遺物�（Ⅲ１９～Ⅲ２１･Ⅲ２３製塩土
器，Ⅲ２４～Ⅲ２６土師器，Ⅲ２７二彩陶器，Ⅲ２８白色土器，Ⅲ２９・Ⅲ３０黒色土器，Ⅲ３２～Ⅲ３８・Ⅲ
４０・Ⅲ４２・Ⅲ４３須恵器）Ⅲ１９～Ⅲ２３　縮尺１�３

遺　　　　物



破片で，内面を仕切るように突起部が設けられる。Ⅲ７９～Ⅲ８１は砥石。Ⅲ７９は黄白色で軟

質の石材で，目は細かく，かなり薄くまですり減っている。Ⅲ８０・Ⅲ８１は淡赤褐色を呈し，

目はやや粗い。Ⅲ８２は宋銭で，元豊通寶（１０７８年初鋳）の篆書体。

　ＳＫ１出土遺物（Ⅲ８３～Ⅲ８５）　 　Ⅲ８３・Ⅲ８４は常滑産かとみらる陶器甕の口縁。Ⅲ８３

は内面に自然釉がかかり，細くすぼまる口唇部端面に細い凹線１条が施される。Ⅲ８４は面

をとる口縁部で，横撫でで仕上げる。ともに，比較的古相の型式的特徴を示していよう。

Ⅲ８５は壁土と思われる焼土塊で，赤褐色を呈する。下面は平滑に仕上げているが，もう一

面には藁が抜けたような圧痕が明瞭にのこる。

　ＳＫ２出土遺物（Ⅲ８６～Ⅲ１００）　 　Ⅲ８６～Ⅲ９４は土師器。Ⅲ８６～Ⅲ９１は赤褐色を呈する

皿類で，Ⅲ８６は口縁部をまっすぐつまみ上げただけのような特殊品。Ⅲ８７は小皿で一段撫

で手法Ｅ１類の口縁部をもつ。以下は大皿で，Ⅲ８８はＤ３類，Ⅲ８９はＤ５類，Ⅲ９０・Ⅲ９１は

ともにＥ１類。Ⅲ９２は灰白色を呈する椀。Ⅲ９３は回転糸切り底をもつ土師器小皿で，灰白

色を呈する。Ⅲ９４は口径１２．４�をはかる器壁の厚い特殊品で，内外面とも粘土紐の継ぎ目

痕をそのまま残す。口唇部は一段撫で面取り手法風に仕上げる。黄褐色を呈する。

　Ⅲ９５・Ⅲ９６は瓦器。Ⅲ９５は小型の輪花椀の完形品で，見込みに暗文で花文を施す。Ⅲ９６

は鍋で，逆Ｌ字状に屈曲するしっかりとした口縁部をもち，口径２６．０�をはかる。

　Ⅲ９７・Ⅲ９８は須恵器で，東播系の須恵器摺鉢と甕。Ⅲ９９は灰釉系陶器の小皿。

　Ⅲ１００は滑石製の円盤形を呈する蓋で，中央に方形の孔が開いている。

　ＳＰ２・１０・１５・１６・１８出土遺物（Ⅲ１０１～Ⅲ１１２）　 　中世の小土坑やピットからの出

土品。Ⅲ１０１～Ⅲ１０４・Ⅲ１０６～Ⅲ１０８・Ⅲ１１０は赤褐色を呈する土師器皿で，Ｄ６類ないしＥ１

類。Ⅲ１０５・Ⅲ１０９は灰白色の土師器椀で，小形でも底部は凹まない。Ⅲ１１１・Ⅲ１１２は白磁

で，Ⅲ１１１は椀の底部，Ⅲ１１２は水注などに付属する扁平な把手とみられる。

　茶褐色土出土遺物（Ⅲ１１３～Ⅲ１６４）　 　Ⅲ１１３～Ⅲ１３３は赤褐色を呈する土師器皿。Ⅲ

１１３・Ⅲ１１４はＤ３類，Ⅲ１１５～Ⅲ１１７はＤ６類，Ⅲ１１８～Ⅲ１２６はＥ１類，Ⅲ１２７はＥ３類の小皿。

Ⅲ１２８～Ⅲ１３３はいずれもＥ１類の大皿。Ⅲ１３４～Ⅲ１４０は灰白色を呈する椀，Ⅲ１４１～Ⅲ１４３

は灰白色を呈する受皿。Ⅲ１４２・Ⅲ１４３はともに完形品。

　Ⅲ１４４～Ⅲ１４８は瓦器。Ⅲ１４４・Ⅲ１４５は椀で，Ⅲ１４４は器壁が薄く，内面にまばらな磨き

がみられるのに対して，Ⅲ１４５は器壁が厚く，内外とも密に磨かれており，いびつだが厚

ぼったい高台がしっかりとつく。ただし，やや摩滅している。ともに楠葉型とみられる

が，後者の方が型式的に古いものであろう。Ⅲ１４６は厚手の器壁をもつすり鉢状の器形に
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図１８　ＳＸ１出土遺物（Ⅲ４４～Ⅲ６８土師器，Ⅲ６９瓦器，Ⅲ７０･Ⅲ７１陶器，Ⅲ７２～Ⅲ７４青磁，Ⅲ７５青白
磁，Ⅲ７６･Ⅲ７７軒丸瓦，Ⅲ７８滑石製品，Ⅲ７９～Ⅲ８１砥石，Ⅲ８２銭貨）　 Ⅲ８２のみ縮尺１�２

遺　　　　物



３６

京都大学吉田南構内ＡＰ２１区の発掘調査

図１９　ＳＫ１出土遺物（Ⅲ８３・Ⅲ８４陶器，Ⅲ８５壁土？），ＳＫ２出土遺物�（Ⅲ８６～Ⅲ９４土師器，Ⅲ
９５・Ⅲ９６瓦器，Ⅲ９７・Ⅲ９８須恵器，Ⅲ９９灰釉系陶器，Ⅲ１００滑石製品），ＳＰ２出土遺物（Ⅲ１０１
～Ⅲ１０５土師器），ＳＰ１０出土遺物（Ⅲ１０６土師器），ＳＰ１５出土遺物（Ⅲ１０７～Ⅲ１０９土師器），
ＳＰ１６出土遺物（Ⅲ１１０土師器），ＳＰ１８出土遺物（Ⅲ１１１・Ⅲ１１２白磁）
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なるとみられるが，小片であり確実さを欠く。内面は磨かれているが，口縁部の外面付近

に縄叩き痕が残る。Ⅲ１４７・Ⅲ１４８は鍋。ともにしっかりと屈曲して情報に立ち上がる口縁

部をもつ。Ⅲ１４９～Ⅲ１５３はいずれも常滑産陶器甕の口縁部各種。端部はそのまま尖って収

束するものから，上方に立ち上がる形状のものまでさまざまにみられる。Ⅲ１５４は褐釉陶

器の壺。四耳壺であったとみられるが，�落して欠失している。Ⅲ１５５・Ⅲ１５６は青磁の皿

図２０　茶褐色土出土遺物�（Ⅲ１１３～Ⅲ１４３土師器，Ⅲ１４４～Ⅲ１４８瓦器）

遺　　　　物



と合子身，Ⅲ１５７は青白磁の合子身，Ⅲ１５８は白磁の口禿皿。Ⅲ１５９・Ⅲ１６０は滑石製品で，

Ⅲ１５９は石鍋の底部で底面が�落したもの，Ⅲ１６０は円形で中央部に穿孔したもので，紡錘

車状の製品かとみられる。Ⅲ１６１～Ⅲ１６３は砥石。薄手の扁平なものから角柱状のものまで

各種がある。Ⅲ１６４は渡来銭で，開元通寶（６２１年初鋳）。
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図２１　茶褐色土出土遺物�（Ⅲ１４９～Ⅲ１５３陶器，Ⅲ１５４褐釉陶器，Ⅲ１５５～Ⅲ１５６青磁，Ⅲ１５７青白磁，
Ⅲ１５８白磁，Ⅲ１５９・Ⅲ１６０滑石製品，Ⅲ１６１～Ⅲ１６３砥石，Ⅲ１６４銭貨）Ⅲ１６４のみ縮尺１�２
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　５　小　　　結

　今回の調査成果の要点を簡潔にまとめつつ，周辺地点の調査成果もまじえて，先史時代

から近世にいたる調査地一帯の変遷について復元を試みておく。（図２２）

　先史時代の遺跡　　今回は，黄色砂の下層に安定した黒色腐食土層がみとめられたが，

小　　　　結

図２２　調査区周辺の古代以前の遺構　縮尺１�６００



発掘面積が狭小なこともあり，縄文後～晩期ころの粗製土器片を少量検出するにとどまっ

た。調査区の東方では弥生前期の水田や流路，縄文晩期末の突帯文土器のまとまった出土

地点などがみつかっているが，１１１・２２０地点とも西辺部ではそれらの時期の遺物の出土傾

向には乏しくなっていくことから，少なくとも縄文晩期末から弥生前期にかけての遺跡の

ひろがりについては，今回調査地まで及んでいないとみなしうる。それとは別に後期～晩

期中葉ころまでの土器の出土が目立つ傾向にあり，今後注意をはらう必要があろう。

　古墳時代の遺跡　　今回は弥生中期に関する成果はなく，周辺でも弥生後期～古墳前期

までの成果は得ておらず，５世紀後葉の方形墳検出段階まで空白期となる。今回は，北側周

溝とみられる一辺を確認できたにとどまるが，西側の１１１地点西北部で検出されている方

墳群に連なるものと判断でき，「吉田二本松７号墳」とした。鴨東地域ではこの段階の墳墓

の様相はほとんどわかっておらず，供献とみられる須恵器資料とともに貴重な情報を提供

する成果といえよう。なお，２２０地点西北辺の６号墳の成果報告も未刊行であり，次年度以

降今回の成果と合わせて古墳群としての検討をおこなっていくことにしたい。

　古代の遺跡　　奈良時代については，遺構こそ検出されなかったものの，須恵器や製塩

土器などが出土しており，１１１・２２０地点でみつかっている８世紀半ばころの遺跡のひろが

りが及んでいるものとみてよい。平安時代については，１０世紀初頭の鋳造遺構群に関連す

るとみられる鞴羽口の出土が特筆される。ほかにも同時期の溝や遺物がみつかっているこ

とから，鋳造遺跡のひろがりも今回の調査地点に及んでいると想定される。今後具体的な

空間構造の復元にむけて，検出遺構の再検討をおこなうとともに，周辺での調査機会が生

じた場合は十分留意して対応する必要があろう。

　中世の遺跡　　鎌倉時代後半期を中心とするまとまった遺構と遺物が得られた。西側の

２２０地点，その南方の２６１地点では室町時代にくだる成果も多数得られており，注意される。

今回の調査地は，近代以前の地割では「字窪」に属し，東方の「字走り矢倉」と異なる。

中世段階での土地利用の違いが反映されている可能性があり，今後遺構の配置や帰属時期

などで検証する必要があろう。

　近世の遺跡　　大学設置まで耕作地であったといえる以上の知見は得られていない。
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