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第４章　京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

伊藤淳史　

　１　調査の概要

　本調査地点は，医学部構内北西辺に位置し，吉田橘町遺跡に含まれる（図版１－３０８・

図７２）。ここに南部総合研究実験棟の新営が計画されたため，予定地の全面２１２５�を，２００３

年１０月６日～２００４年３月８日にかけて発掘調査した。

　これまで医学部構内では多数の調査がおこなわれ，中世を中心に濃密な遺構と遺物のひ

ろがりが知られてきた。なかでも１４３地点では鉄製梵鐘の鋳造遺構がみつかり，鋳型や炉

壁がまとまって出土している。また南接する２７０地点でも，大量の土師器や瓦とともに鉄

滓や焼土塊が多数出土した。よって今回も，こうした鋳造に関わる作業空間も含んだ中世

遺跡のひろがりに十分留意して作業をすすめた。結果，中世の井戸や土器溜，集石遺構が

多数検出され，整理箱１４２箱におよぶ多量の遺物が出土した。しかし，瓦類や鋳造関連遺物

の出土は少なく，鋳造作業をおこなう中世集落としては，縁辺部に当たると判断された。

これは，近世以降の字界に相当する位置に，中世段階にさかのぼる路面や溝，野壺，柵を

構成するようなピットの並びを集中して検出していることからも，裏付けられる。

　なお，発掘調査と出土遺物の整理は伊藤淳史と吉江崇が担当し，ほかに北尾敬子・下坂

澄子・上杉和央・菅野類・鈴木敬寛・松本吉弘・菊地建・坂田千尋・伊藤亜希子が補助し

た。本章は，その結果にもとづき，吉江の協力を得て伊藤がまとめたものである。

図７２　調査地点の位置（左：縮尺１�５００００，右：縮尺１�５０００）



　２　層　　　位

　今回の調査区は，とくに中世以前の堆積層について，東半と西半で層序が異なる。ここ

では，Ｘ＝１３９０ラインに沿って設けた東西畦の北壁（図７３），調査区の東壁（図７４），調査

区西半域の北壁（図７５）の層位を示すことで，東西それぞれの層序について説明する。

　調査区東半の層序（図７３上段・図７４）　 　第２層の灰褐色土は１８世紀以降の近世遺物包

含層，第３層黄灰色土は１６世紀代の遺物を多く含む中世末～近世初頭の遺物包含層であ

り，両層の堆積は調査区全域で確認されている。これらは基本的に耕作土層で，包含遺物

は少量で細片が中心となる。Ｘ＝１３８２付近に南へと下る段差が生じており，堆積が厚くな
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図７３　調査区東西畔（Ｘ＝１３９０ライン）北壁の層位　縮尺１�８０
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層　　　　位

図７４　調査区東壁の層位　縮尺１�８０



る。この南半では２’層とした灰赤褐色土，３’層とした暗黄灰色土がそれぞれ下半に細

分でき，いずれも水田や畠にともない酸化鉄やマンガンが集積した土壌と判断する。

　調査区の東西で相違が著しいのは，それより下層で，東半では，赤みの強い色調の第４

層茶褐色土１，人為的な持ち込みにより堆積したとみられる第５層黄色粘土の順で堆積し

ている。この第５層は，範囲としてはおおむねＹ＝１９２０以東，Ｘ＝１３８０以北にひろがる厚

い粘土層で，場所によっては４０�を超えて堆積する。混じりのない粘土層と，土や遺物が

少量陥入している汚れた粘土層とに細別できる部分もあるが，ほとんどは渾然一体となっ

ており，図上では一括して黄色粘土とした。この粘土層の成因は以下のように推察する。

東半でも北半の一帯を中心として，基盤となっている第８層褐色砂礫の上に第７層の黄灰
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図７５　調査区西半北壁の層位　縮尺１�８０
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色シルト層が堆積し，それを，１３・１４世紀代の遺物を多量に含む第６層茶褐色土２が部分

的に深く抉るように覆って堆積している。おそらくは，中世前半期にこのシルト層をね

らった土の採取が為され，その後埋積したものの不安定な窪地として残っていた範囲に粘

土を搬入して安定をはかったものだろう。東側の７４地点でもこのシルト層を採取したとみ

られる不定形土坑が多数検出されており，この想定を支持する。第５層中の遺物の年代は

１５世紀代を下限としている。１６世紀以降に一帯が耕地化していく様相を考慮すると，その

ための地盤改良であった可能性が高い。

　調査区西半の層序（図７３下段・図７４）　 　表土から黄灰色土までの層序は東半と共通す

る。以下，暗黄灰色土（図７３下段および図７５第４層），茶褐色土２（同第５層）の順で堆

積し，それらには１３～１５世紀代の時間幅の遺物が多数含まれる。これより下位の状況は西

半でも地点により異なっており，調査区中央付近では暗灰褐色土が（図２下段－６層），

西北辺の一帯では黒褐色砂質土が（図７５－第６層），ともに１３世紀代に限られる時期の遺物

包含層や遺構の埋土として堆積している。さらに下層は，シルトやシルト質土，基盤とな

る砂礫層の堆積が確認される。シルトは，砂礫層の窪地状の地点を埋めるように堆積して

いる明るい黄灰色の無遺物層で，調査区西北辺でかなり厚く堆積している（図７５－１１層）。

この上部は土壌化して暗黄灰色のシルト質土となっており（同７層），そこには１３世紀前葉

の遺物が少量包含される。また，それを抉るように白色や淡茶褐色土の砂礫層がレンズ状

に堆積している（同８・９層）。以上より，１２世紀代までには，砂礫層が堆積して調査区

一帯の基盤が形成され，安定した期間を通じてシルトが埋積して地形の起伏が緩和されつ

つあったことがわかる。１３世紀に入って開発の手が及び，以後，包含される遺物の質量か

ら，１５世紀に至るまでが活発なな活動期，とみなすことができる。

　３　古代以前の遺跡

　今回，平安時代以前に比定できる遺構は，小ピットＳＰ１２８に可能性があるものの，その

ほかは全く検出されていない。ただし，微量ではあるが，中世以降の遺構や包含層に混在

する状態で遺物が出土している（図７６）。

　Ⅲ１～Ⅲ１２は縄文土器。Ⅲ１は器壁の薄い口縁部片で，内外ともにＲＬの縄文があり，

外面には細かな爪形文がみられる。Ⅲ２は深浅縄文がめぐる胴部片，Ⅲ３は口唇部付近に

太い沈線のはしる破片，Ⅲ４は内彎する器形の口縁部片で，外面に粗い横位の条線がみら

れる。Ⅲ６の口縁部は沈線が，Ⅲ７の胴部片はＲＬ縄文が施されるようだが，摩滅が著し

古代以前の遺跡



く，細部は不詳。Ⅲ８は，ＲＬ縄文を弧状の沈線で囲った磨消縄文モチーフ。Ⅲ９は粗製

深鉢頸部，Ⅲ１０は巻貝の圧痕がのこる波状口縁頂部，Ⅲ１１は浅い凹線がはしる胴部片。こ

のⅢ１０・Ⅲ１１は，角閃石を多量に含む胎土で暗茶褐色を呈し，同一個体の可能性がある。Ⅲ

１２は刻み目突帯が貼り付けられる口縁部片。以上のうちⅢ１・Ⅲ２・Ⅲ４・Ⅲ８は縄文中

期，Ⅲ３・Ⅲ５～Ⅲ７・Ⅲ９～Ⅲ１１は同後期，Ⅲ１２は同晩期の所産だろう。

　Ⅲ１３～Ⅲ１７は弥生土器。Ⅲ１３は受口状に立ち上がる口縁部，Ⅲ１４はゆるやかに外反する

口縁部で，ともに内外に粗い刷毛調整がみられる。中期後葉の甕であろう。Ⅲ１５はこぶり

の台部，Ⅲ１６は浮文や竹管文を施した口縁部，Ⅲ１７は器壁の薄い底部。Ⅲ１５は時期不詳，

Ⅲ１６・Ⅲ１７は後期末～庄内期の所産だろう。

　Ⅲ１８～Ⅲ２０は古墳時代・古代の須恵器。Ⅲ１８はⅢ１９２０の短頸壺は，調査区東辺の小ピッ

トＳＰ１２８から破片がまとまって出土した。口縁部破片と完存する胴部は接合点がないも

のの，図上で復元可能である。丸みを帯びた底部付近は回転ヘラ削り調整され，長い１本

線のヘラ記号がある。器形から６～７世紀代に比定すべきものと考える。破片は摩滅して

おらず，また，ピット内からこのほかに遺物は出土していないことから，その時期の遺構

が遺存していた可能性がある。

　４　中世の遺跡

　� 遺　　　構（図版２１～２５，図７７～８２，表１）

　中世の遺跡については，南隣の２７０地点での報告に際して採用した，出土土師器皿の様相

にもとづく大別４段階区分をここでも採用するが〔伊藤２００３〕，暦年代の比定は若干修正し

ている。以下にあらためて略述する。

　中世Ⅰ期　　おおむね１３世紀前半。二段撫で手法を少量含みつつ，一段撫で手法Ｄ３類

及びＤ５類が主体となる。白色の椀類は出現していない。平安京・中世京都の土器編年〔小

森・上村１９９６〕（以下，京編年と略記）ではⅤ期新～Ⅵ期古段階に相当する様相で，暦年で

は１１８０～１２１０年の年代観が与えられている。

　中世Ⅱ期　　１３世紀後半。一段撫で手法Ｄ類に加えてＥ１類が組成するようになる。少

量の白色椀類が組成するが，凹み底を呈するものは無い。京編年ではⅥ期新～Ⅶ期古

（１２７０～１３００年）に相当する。

　中世Ⅲ期　　１４世紀～１５世紀前半まで。一段撫で手法Ｅ類の各種に，凹み底も含めた各

種の白色椀類が組成する。Ｅ類の様相から古・新に細別できる。京編年ではⅦ期新～Ⅷ期
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図７６　古代以前の遺物（Ⅲ１～Ⅲ１２縄文土器，Ⅲ１３～Ⅲ１７弥生土器，Ⅲ１８～Ⅲ２１須恵器）　 縮尺１�３

中　世　の　遺　跡



新段階（１３６０～１４４０年）に相当する。

　中世Ⅳ期　　１５世紀後半以降。一段撫で手法Ｆ類が主体。見込みに圏線をともなう皿類

は出現する前の段階まで。京編年のⅨ期（１４４０～１５００年）に相当する。

　なお，前節で報告した黄灰色土層は，以上に後続する京編年のⅩ期古・中段階（１５００～

１５５０年）とみられる土師器片を多く含みつつ，１７・１８世紀代に下る時期の遺物が散見され

る様相であった。ただし近世の遺構はこの検出される。上面で本来的には１６世紀代の堆積

層で，それ以後の耕作の対象となり一部撹拌されたものと解釈しておきたい。

　中世Ⅰ期の遺構　　この時期の遺構の占める割合は高くない。西半部に浅い溝が北西－

南東方向にはしるほかは，小規模な土坑および土器溜まりが中心である。これらの遺構の

埋土は，東半では茶褐色土２，西半ではおもに黒褐色土や暗灰褐色土などであるが，西北部

では，暗黄灰色のシルト質土にこの時期の遺物が含まれていた。溝ＳＤ８５はこのシルト質

土を埋土とする。

　なお，路面ＳＦ１については，西北隅付近において，基盤の砂礫層上面に硬化した部分

が認められること，溝や土坑などの並びがそれに沿うように北西－南東方向を示すことか

らから，すでにこの時期から存在したものと想定している。ＳＤ１も，最下層にはこの時

期の遺物が含まれており，当初からＳＦ１と並行してはしっていた可能性が高いと考え

る。ただし，南部や東部において，この時期に帰属するこれらの延長部は確認されなかっ

た。これらＳＦ１とＳＤ１については，調査区西壁と南壁の該当部分の層位を図８に示し

た。西壁では，基盤層から幾層も路盤を構成する硬化層が見いだせ，またＳＤ１も中世に

さかのぼる下層溝の存在が確認できる。しかし南壁では，ＳＦ１の路盤層は１枚のみであ

り，ＳＤ１は近世段階のものしか確認できない。

　中世Ⅱ期の遺構　　調査区全域に各種の遺構が展開する。とくに西北部一帯は密度が濃

く，大規模な集石遺構ＳＸ１４・２０や土器溜の間を縫うように北西－南東方向に溝ＳＤ５８～

６１などがはしる。中央部付近には土器溜と土坑がまとまるが，東半では，そうした遺構は

希薄となり，シルトを採取したと思われる落ち込みや井戸などがひろがっている。

　路面ＳＦ１については，前段階と同様に，硬化面は西北隅の一角でしか確認できていな

いが，西北部一帯にはしる溝の方向性から，存在したものと推察する。そして，東部南半

付近には，柱穴ピットが西北西－東南東方向に並ぶようすが確認され，柵状の遺構が存在

したことがわかる。これと並行して南側が帯状に遺構の空白地となっており，本来路面Ｓ

Ｆ１がはしっていたものと推察される。
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　中世Ⅲ期の遺構　　この時期の遺構は，Ｙ＝１９００以東に偏っている。大規模な溝状遺構

が構成の中心となり，土坑と集石，土器溜が主体であった前段階までとは様相が大きく異

なる。南北にはしるＳＤ５３は，幅３�深さ１�前後をはかる浅く幅広い溝で，中層からは

完形の平瓦や丸瓦が貼り付くようにして出土している。調査区南辺に至るまでに浅くなっ

て立ち上がることから，路面ＳＦ１の北側で途切れていたことがわかる。東西にはしるＳ

Ｄ５７は，幅・深さとも２�前後をはかる断面Ｕ字形のしっかりとした溝で，濠としての機

能を想起せる。しかし，Ｙ＝１９３０付近で垂直に近く立ち上がって途切れている。ＳＤ５４

は，西北西－東南東方向にはしりつつ調査区東辺で北側へ屈曲する様相がうかがえる大溝

で，最大で幅２．５�深さ１．５�程度をはかる断面Ｕ字形の溝。この南側に古溝ＳＤ５６，集石

ＳＸ２８が平行してはしり，おそらくは路面ＳＦ１のはしる方向と一致していたのだろう。

いずれも，西側ではＳＤ５３に至るまでに途切れていることから，この段階ではＹ＝１９２０付

近の南北ラインが土地区画上の有意なものであったことが予測される。

　路面ＳＦ１は，調査区南半でも，礫を敷き詰めて白色砂とともに叩き締めた明瞭な路面

として確認されるほか，これに南接して集石ＳＸ２～１０が密に並んでいる。ＳＸ１２は今回

唯一確認された小規模な瓦溜である。

　中世Ⅳ期の遺構　　調査区中央付近から東部にかけて，Ｘ＝１３８０付近を東西に列を成す

ように，径１�前後深さ３０～５０�程度の円形の掘り込みが総数４３基が密集して検出され

た。とくにＹ＝１９００付近は密集しており，黄色粘土層を切って作られる東半部ではややま

ばらとなる。いずれも黄灰色土を埋土とし，遺物の出土はきわめて少ない。形状から見て

木桶を設置した野壺の遺構と考えられるが，相互の切り合いや拡張が著しいので，同時に

存在にしていたのは４～５基程度ではないかと考える。調査区中央付近では，この中世野

壺群の北側に，石垣ＳＸ１が東西方向に長さ２０�程度検出されている。北から南へと１�

程度下るような段差部分に不揃いな川原石を積み上げただけの構造である（図版２１）。崖の

崩落によって野壺が埋まることから保護するためか，野壺でおこなう作業と何らかの関連

があるのか，機能をいずれとも比定しがたいけれども，黄灰色土により埋積しているので，

野壺群と同時期の遺構である可能性が高い。近世の井戸ＳＥ２により破壊されているの

で，１８世紀までには役目を終えていたものといえる。

　以上のほかには，前時期から継続して機能していたとみられる路面ＳＦ１，溝ＳＤ１，鋤

溝とみられる幅２０�程度のごく浅い溝が若干検出されているにとどまる。耕作地となった

中世末期の景観を彷彿とさせる様相である。なおＳＦ１については，平面的には削平され

中　世　の　遺　跡



１０８

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図７７　中世遺構の時期別配置（その１）　 縮尺１�６００
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図７８　中世遺構の時期別配置（その２）　 縮尺１�６００



１１０

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

表１　中世井戸一覧表

図７９　ＳＤ１・ＳＦ１付近の層位　縮尺１�８０
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図８０　井戸ＳＥ５５・ＳＥ５９・ＳＥ６２・ＳＥ６３　縮尺１�４０



検出されなかったが，Ｙ＝１８９５付近で南へと分岐する路面が存在したことが南壁の層位で

は確認でき（図７９下段），その延長は南接する２７０地点でも確認されている。

　中世の井戸　　以上のうち，中世Ⅰ～Ⅲ期には，井戸として１２基を検出している。井戸

でない可能性もあるＳＥ５８を除くとすべて石組の井筒をもち，埋積後の上面が集石や土器

溜になっていたものが多い。ＳＥ５３は，水溜の外周を軒平瓦と平瓦を垂直に立てて囲う特

異な構造をもつ点，注意される（図版２４－４）。ＳＥ６１は，石組の石材に花崗岩の五輪塔

１１２

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図８１　井戸ＳＥ５３・ＳＥ６１　縮尺１�４０



１１３

地輪を転用したものが含まれていた。また，石組の井筒下側からは，横板を組んだ構造の

井戸側（横板井籠組〔宇野１９８２〕）を構築していたことを示すように，鉄釘がそれぞれ打

ち込まれた原位置をとどめて検出された。これら中世井戸の属性は表１に，平面図・断面

図を図８０～８２にまとめて示した。

中　世　の　遺　跡

図８２　井戸ＳＥ５４　縮尺１�４０



　� 遺　　　物（図版２６～３０，図８３～１２６）

　中世の遺物の大半は土器であり，なかでも土師器皿・椀類がほとんどである。量の確保

される遺構出土品については，口縁部計測法により種類別の個体数を算出した。ここでは

まずそれらの結果を総覧し，時期別の傾向を確認したうえで，遺構出土遺物，そして包含

層出土遺物，の順で呈示する。なお，ＳＥ５３・ＳＤ５３・ＳＸ１２出土の瓦類は，その後にひ

きつづいてまとめている。

　中世Ⅰ期の様相（図８３上・中段）　 　出土量の多い遺構は少なく，ＳＫ１６・ＳＫ３０の２

つの遺構を計測できたにとどまる。口縁部形態では二段撫で手法Ｃ類が半ば前後を占め，

法量では１０�台と１５�台以上が中心となる。白色系の鋺類は組成しない。

　中世Ⅱ期の様相（図８３下段）　 　Ⅰ期と同様に出土量の少ない遺構が主体であり，計測

できたのはＳＫ１３の上層のみにとどまる。白色の鋺類は微量出現しているが，ほとんどが

褐色や赤褐色を呈する（図中では赤色系と表記）一段撫で手法Ｄ類およびＥ１類であり，

８～９�台と１２�台に法量の中心がある。ＳＫ１３上層の場合Ｄ６類が主体であったが，そ

れ以外の遺構ではＤ３類やＤ５類も目立つ。

　中世Ⅲ期の様相（図８４～８７）　 　計測できた遺構は多数にのぼる。法量の小型化が資料

の遺存に影響しているとも言えるが，この段階に土師器の大量廃棄遺構が最も目立ってい

ることは確かである。白色系の鋺類の占める比率は，２割程度から８割程度までばらつき

がある。２割程度の組成であるＳＫ２５では，赤色系の土師器の過半はＤ類であり，Ｅ類は

少ない。また白色系の土器でも皿類が目立ち，白色系固有の器形といえる鋺類は，法量の

大きなものが主体である。中世Ⅲ期のなかでも最も古い様相の状況ととらえたい。ＳＫ７

についても，白色系の椀類は２割強の比率であるが，赤色系土師器の主体はＥ１類であり，

ＳＫ２５とは様相を違えている。ただし白色系椀類の法量は，小型のものは少量で１１～１２�

台を中心としている。これら以外の遺構はおおむね白色系椀類が半ば以上を占めているも

ので，赤色系についてもほとんどがＥ１～Ｅ３類で占められている。法量では椀・皿類とも

７�と１１�前後に小型化しており，とりわけ椀類は小型品が顕在化している。以上より，

白色系椀類の占める比率の多寡は，ある程度は赤色系土師器の型式差に対応しており，時

間差を反映しているとみなして良かろう。

　中世Ⅳ期については，ほとんどが古～新の混在する包含層資料から抽出されるものであ

り，量も少ないため計量していない。遺跡一帯が耕地化しているという事情とともに，儀

礼的大量廃棄という土師器の取り扱われ方も，変化している可能性もあるだろう。
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１１５

図８３　ＳＫ３０・ＳＫ１６・ＳＫ１３出土土師器計測結果（口縁部計測法による・括弧内は個体数）

中　世　の　遺　跡



１１６

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図８４　ＳＫ２５・ＳＸ１８出土土師器計測結果（口縁部計測法による・括弧内は個体数）
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図８５　ＳＫ７・ＳＫ２７出土土器計測結果（口縁部計測法による・括弧内は個体数）
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図８６　ＳＫ２８・ＳＸ３２出土土師器計測結果（口縁部計測法による・括弧内は個体数）
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図８７　ＳＤ５７出土土器計測結果（口部縁計測法による・括弧内は個体数）



　それでは，以下おおむね中世Ⅰ期とみられる遺構単位の資料から順に呈示していく。

　ＳＫ１２出土遺物（Ⅲ２２～Ⅲ３５）　 　すべて土師器皿類。小型の皿は二段撫で手法で仕上

げるものが目立つ。

　ＳＫ１３出土遺物（Ⅲ３６～Ⅲ７２）　 　いずれも土師器を中心とするが，上層と下層で様相

が異なる。下層は二段撫で手法の製品が大小の皿類とも目立つ。Ⅲ５３は底部外面に墨書を

もつが，断片化しており判読できない。上層については計測結果を図１２に示したが，Ⅲ７０

のような白色系椀類が微量組成する。Ⅲ７２は外面が淡黄緑色に施釉される灰白色胎土の製

品で，いわゆる「土製円塔」などと呼ばれているものに相当しよう。鍔の部分は欠失する。

京都大学構内遺跡でも医学部・病院構内や本部構内の中世遺跡で出土している。

　ＳＫ１４出土遺物（Ⅲ７３～Ⅲ８６）　 　完形で出土した滑石製石鍋Ⅲ８６が注目される。

　ＳＫ１５出土遺物（Ⅲ８７）　 　完形の土師器甕Ⅲ８７が単独で出土した。丸底で扁平な胴部

に短く外反する口縁部をもち，明るい黄褐色を呈する。外面には粗い指撫で痕や粘土紐接

合線が残されるが，内面は上半を回転横撫でして薄く丁寧に仕上げている。質感から中世

前半期の製品と想定されるが，類例を知らない。

　ＳＫ１６出土遺物（Ⅲ８８～Ⅲ１０８）　 　すべて赤色系の土師器皿類。計測結果で示したよ

うに二段撫で手法Ｃ類が主体で，中世Ⅰ期のまとまった資料である。

　ＳＫ３０出土遺物（Ⅲ１０９～Ⅲ１２５土師器）　 　ＳＫ１６と同様，Ｃ類主体で中世Ⅰ期のまと

まった資料である。

　ＳＰ６５３出土遺物（Ⅲ１２６～Ⅲ１３２）　 ＳＫ１６に隣接して検出された小ピット内からまと

まって出土した一群。Ｃ類を主体とする残りの良い資料である

　ＳＫ１７出土遺物（Ⅲ１３３～Ⅲ１３５）　 　少量のＣ類・Ｄ類土師器皿類が出土している。

　ＳＫ１８出土遺物（Ⅲ１３６～Ⅲ１４０）　 　Ｄ類の土師器皿類のほかに，土師器羽釜Ⅲ１３９と龍

泉窯系青磁椀Ⅲ１４０が出土している。

　ＳＫ１９出土遺物（Ⅲ１４１～Ⅲ１４８）　 　やはりＤ類土師器皿類でまとまっているほか，内

外に墨書が施された白色系土器の蓋Ⅲ１４８がある。墨書の内容は判読できない。

　ＳＫ２１・２２・ＳＸ３４・３６出土遺物（Ⅲ１４９～Ⅲ１６８）　 　いずれの遺構も，Ｄ類の土師器

皿類主体で少量のＣ類が混じる程度の内容をもつ。

　ＳＤ５５・６２・６４・８１・８３～８５出土遺物（Ⅲ１６９～Ⅲ２０８）　 　土師器皿については，上掲

した遺構の出土品と同じ様相を示す。このほかに，三足付瓦器羽釜Ⅲ２０６，東播系須恵器の

甕の口縁部Ⅲ２０７がある。

１２０
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１２１
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図８８　ＳＫ１２出土遺物（Ⅲ２２～Ⅲ３５土師器），ＳＫ１３下層出土遺物（Ⅲ３６～Ⅲ６０土師器），ＳＫ１３上層
出土遺物（Ⅲ６１～Ⅲ７１土師器，Ⅲ７２緑釉陶器）



　ＳＥ５９・ＳＥ６２出土遺物（Ⅲ２０９～Ⅲ２１３）　 　これらの井戸からは，少量の遺物しか出

土していないが，土師器皿類はＤ類を主体としており，ほかに白磁の椀や合子Ⅲ２１０・Ⅲ２１１

がある。

　続いて，中世Ⅱ期以降とみられる遺構出土資料群を呈示する。土師器皿類が大半を占め

ていた中世Ⅰ期までとは異なり，総じて陶磁器類や瓦器類の組成も目立つようになる。

　ＳＫ２４出土遺物（Ⅲ２１４～Ⅲ２５７）　 　一段撫で手法Ｅ類の皿Ⅲ２１４・Ⅲ２１５に加えて白色

の椀Ⅲ２１６が加わり，大型の瓦器盤の破片Ⅲ２１７もある。

　ＳＸ１４・２０・２４・３３・３７出土遺物（Ⅲ２１８～Ⅲ２５７）　 　Ｅ類の土師器皿類と白色系の椀

類が少量ともなう内容の資料である。椀類は小型品はまだほとんど見られない。ＳＸ３３で

は，Ⅲ２４２は土師器皿Ｄ６類で，瓦器羽釜Ⅲ２４３の内面底部に伏せた状態で貼り付くように

して出土した。埋納遺構であった可能性がが十に考えられるが，これら２点以外に埋土の

１２２

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図８９　ＳＫ１４出土遺物（Ⅲ７３～Ⅲ８０土師器，Ⅲ８１･Ⅲ８２白磁，Ⅲ８３青磁，Ⅲ８４灰釉系陶器，Ⅲ８５瓦器，Ⅲ
８６石鍋）ＳＫ１５出土遺物（Ⅲ８７土師器）



１２３
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図９０　ＳＫ１６出土遺物（Ⅲ８８～Ⅲ１０８土師器），ＳＫ３０出土遺物（Ⅲ１０９～Ⅲ１２５土師器），ＳＰ６５３出土
遺物（Ⅲ１２６～Ⅲ１３２土師器），ＳＫ１７出土遺物（Ⅲ１３３～Ⅲ１３５土師器）



１２４
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図９１　ＳＫ１８出土遺物（Ⅲ１３６～Ⅲ１３９土師器，Ⅲ１４０青磁），ＳＫ１９出土遺物（Ⅲ１４１～Ⅲ１４８土師器），
ＳＫ２１出土遺物（Ⅲ１４９・Ⅲ１５０土師器），ＳＫ２２出土遺物（Ⅲ１５１～Ⅲ１５７土師器），ＳＸ３４出土
遺物（Ⅲ１５８～Ⅲ１６０土師器），ＳＸ３６出土遺物（Ⅲ１６１～Ⅲ１６８土師器）



１２５
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図９２　ＳＤ５５出土遺物（Ⅲ１６９～Ⅲ１８０土師器），ＳＤ６２出土遺物（Ⅲ１８１～Ⅲ１８５土師器），ＳＤ６４出土
遺物（Ⅲ１８６砥石，Ⅲ１８７・Ⅲ１８８土師器），ＳＤ８１出土遺物（Ⅲ１８９～Ⅲ１９８土師器，Ⅲ１９９白磁），
ＳＤ８３出土遺物（Ⅲ２００～Ⅲ２０１土師器），ＳＤ８４出土遺物（Ⅲ２０２～Ⅲ２０５土師器，Ⅲ２０６瓦器，
Ⅲ２０７須恵器）ＳＤ８５出土遺物（Ⅲ２０８土師器），ＳＥ５９出土遺物（Ⅲ２０９土師器，Ⅲ２１０白磁），
ＳＥ６２出土遺物（Ⅲ２１１・Ⅲ２１２土師器，Ⅲ２１３白磁）
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図９３　ＳＫ２４出土遺物（Ⅲ２１４～Ⅲ２１６土師器，Ⅲ２１７瓦器），ＳＸ１４出土遺物（Ⅲ２１８～Ⅲ２２６土師器，
Ⅲ２２７・Ⅲ２２８灰釉系陶器，Ⅲ２２９白磁，Ⅲ２３０・Ⅲ２３１瓦器，Ⅲ２３２黄釉陶器，Ⅲ２３３砥石），ＳＸ２０
出土遺物（Ⅲ２３４～Ⅲ２３６土師器，Ⅲ２３７白磁），ＳＸ２４出土遺物　（Ⅲ２３８～Ⅲ２４０土師器，Ⅲ２４１
瓦器），ＳＸ３３出土遺物（Ⅲ２４２土師器，Ⅲ２４３瓦器），ＳＸ３７出土遺物（Ⅲ２４４～Ⅲ２５７土師器）



１２７
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図９４　ＳＤ５８下層出土遺物（Ⅲ２５８～Ⅲ２６４土師器），ＳＤ５８上層出土遺物（Ⅲ２６５～Ⅲ２６８　土師器），
ＳＤ６１出土遺物（Ⅲ２６９～Ⅲ２７８土師器），ＳＤ６８出土遺物（Ⅲ２７９・Ⅲ２８０土師器，Ⅲ２８１・Ⅲ２８２瓦
器，Ⅲ２８３須恵器），ＳＤ８０出土遺物（Ⅲ２８４～Ⅲ２８６土師器），ＳＤ８２出土遺物（Ⅲ２８７・Ⅲ２８８
土師器），ＳＥ５６出土遺物（Ⅲ２８９・Ⅲ２９０土師器，Ⅲ２９１瓦器），ＳＥ５７出土遺物（Ⅲ２９２土師器），
ＳＥ６３出土遺物（Ⅲ２９３～Ⅲ３０３土師器，Ⅲ３０４青磁），ＳＥ６４出土遺物（Ⅲ３０５～Ⅲ３０７土師器）



水洗しても何ら出土物は無く，確証を得ることができなかった。

　ＳＤ５８出土遺物（Ⅲ２５８～Ⅲ２６８）　 　土師器皿類では，下層出土品がＤ類を主体とし，

上層にはＥ類も含まれる。また上層にはⅢ２６８のような小型の白色系椀が混じっており，

明らかに時期が下る。

　ＳＤ６１・６８・８０・８２出土遺物（Ⅲ２６９～Ⅲ２８８）　 　いずれの遺構も，土師器皿類ではＤ

類とＥ類が混在し，白色系椀類が若干量組成する。小型の椀類はまだ目立たない。

　ＳＫ２５出土遺物（Ⅲ３０８～Ⅲ３３８）　 　計測結果においても示したように，土師器皿類で

はＤ類が主体を占め，大小の白色系椀類が少量組成する資料である。小型の椀は底部は凹

まない。Ⅲ３３５・Ⅲ３３６は俗に塩壺と呼ばれている鉢形の土師器で，外面に粘土紐の積み上

１２８

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図９５　ＳＫ２５出土遺物（Ⅲ３０８～Ⅲ３３６土師器，Ⅲ３３７・Ⅲ３３８瓦器）



１２９

げ痕を明瞭に残す。この種の器形の土器としては比較的後出のものといえる。Ⅲ３３８の瓦

器椀は，見込みの暗文は密度の薄くなっている。

　ＳＸ２～６・１０出土遺物（Ⅲ３３９～Ⅲ３５９）　 　調査区南半を東西にはしるＳＦ１に沿っ

て形成された集石群にともなう遺物である。土師器皿類はＥ類を主体としておりＤ類は少

量である。白色系椀類Ⅲ３４３～Ⅲ３４５・Ⅲ３５７は，量的には多いが小型品は乏しい。おおむね

中世Ⅲ期の古い様相といえる。Ⅲ３４７は龍泉窯系青磁椀，Ⅲ３５１は灰釉系陶器三筋壺であ

る。Ⅲ３５９は灰釉系陶器の椀で，高台の接地面には籾殻圧痕が著しい。

　ＳＫ７出土遺物（Ⅲ３６０～Ⅲ３９４）　 　計測結果が示すように，土師器皿類Ｅ類が主体を

占める大量出土遺構である。白色系の椀類は皿類に対して３割程度の比率である。また，

Ⅲ３８８のような，黄白色を呈する小型の片口椀も組成する。土師器以外の瓦器や陶磁器類

も多く出土しているのがこの遺構の特徴である。Ⅲ３８９は，見込みに暗文による花文を施

図９６　ＳＸ２出土遺物（Ⅲ３３９～Ⅲ３４５土師器），ＳＸ３出土遺物（Ⅲ３４６土師器，Ⅲ３４７青磁），ＳＸ４
出土遺物（Ⅲ３４８・Ⅲ３４９土師器，Ⅲ３５０瓦器，Ⅲ３５１灰釉系陶器），ＳＸ５出土遺物（Ⅲ３５２土師
器，Ⅲ３５３・Ⅲ３５４瓦器，Ⅲ３５５青磁），ＳＸ６出土遺物（Ⅲ３５６～Ⅲ３５８土師器），ＳＸ１０出土遺
物（Ⅲ３５９灰釉系陶器）

中　世　の　遺　跡



１３０

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図９７　ＳＫ７出土遺物（Ⅲ３６０～Ⅲ３８８土師器，Ⅲ３８９～Ⅲ３９１瓦器，Ⅲ３９２灰釉系陶器，Ⅲ３９３須恵器，
Ⅲ３９４白磁），ＳＫ６出土遺物（Ⅲ３９５須恵器）



１３１

す輪花椀で，外面には流麗な墨書があるが判読できない。

　ＳＫ６出土遺物（Ⅲ３９５）　 　Ⅲ３９５は東播系須恵器摺鉢の口縁部片。ＳＫ７出土のⅢ

３９４に比して，端部が肥厚してしっかりと上方にたちあがる特徴をもつ。

　ＳＫ８出土遺物（Ⅲ３９６～Ⅲ４２０）　 　Ｅ類の皿類と白色系の椀類が組成する資料だが，

後者については小型品が目立つ。これらの底部の凹みはそれほど顕著ではない。Ⅲ４１４は，

中　世　の　遺　跡

図９８　ＳＫ８出土遺物（Ⅲ３９６～Ⅲ４１５土師器，Ⅲ４１６～Ⅲ４１８瓦器，Ⅲ４１９・Ⅲ４２０青磁），ＳＫ９出土
遺物（Ⅲ４２１～Ⅲ４２５土師器，Ⅲ４２６砥石），ＳＫ１１出土遺物（Ⅲ４２７～Ⅲ４３２土師器）



１３２

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図９９　ＳＫ２７出土遺物（Ⅲ４３３～Ⅲ４５１土師器，Ⅲ４５２須恵器，Ⅲ４５３陶器），ＳＫ２８出土遺物（Ⅲ４５４～
Ⅲ４６８土師器，Ⅲ４６９瓦器），ＳＫ２９出土遺物（Ⅲ４７０～Ⅲ４７５土師器）



１３３

図１００　ＳＫ３１出土遺物（Ⅲ４７６～Ⅲ４９１土師器，Ⅲ４９２瓦器，Ⅲ４９３・Ⅲ４９４白磁），ＳＫ３２出土遺物（Ⅲ
４９５～Ⅲ５００土師器），ＳＸ１２出土遺物（Ⅲ５０１土師器），ＳＸ１５出土遺物（Ⅲ５０２～Ⅲ５０９土師器），
ＳＸ１６出土遺物（Ⅲ５１０・Ⅲ５１１土師器，Ⅲ５１２青磁，Ⅲ５１３砥石），ＳＸ１７出土遺物（Ⅲ５１４～
Ⅲ５２６土師器，Ⅲ５２７須恵器）

中　世　の　遺　跡



１３４

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１０１　ＳＸ１８出土遺物（Ⅲ５２８～Ⅲ５３８土師器），ＳＸ２１出土遺物（Ⅲ５３９土師器），ＳＸ２２出土遺物
（Ⅲ５４０～Ⅲ５７０土師器，Ⅲ５７１瓦器），ＳＸ２３出土遺物（Ⅲ５７２～Ⅲ５８７土師器）　 Ⅲ５７１のみ縮
尺１�８，ほか縮尺１�４



１３５

図１０２　ＳＸ２５出土遺物（Ⅲ５８８～Ⅲ５９４土師器），ＳＸ２７出土遺物（Ⅲ５９５～Ⅲ６０３土師器，Ⅲ６０４・Ⅲ
６０５瓦器，Ⅲ６０６・Ⅲ６０９須恵器，Ⅲ６０７・Ⅲ６０８灰釉系陶器）　 Ⅲ６０９は縮尺１�８，ほか縮尺１�４

中　世　の　遺　跡



Ⅲ３８８と同様な片口をもつ椀となる可能性がある。Ⅲ４１５は，Ⅲ４１４と同質の黄白色の精良

な胎土をもつ土師器羽釜で，実用品と言うよりミニチュアととらえるべきか。

　ＳＫ９・１１出土遺物（Ⅲ４２１～Ⅲ４３２）　 　いずれも少量の土師器椀・皿類がまとまって

いた土坑の出土資料で，白色系椀類の比率が高い。

　ＳＫ２７～２９出土遺物（Ⅲ４３３～Ⅲ４７５）　 　ＳＫ２７は，計測結果に示すように，土師器の

１３６

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１０３　ＳＸ２８出土遺物（Ⅲ６１０・Ⅲ６１１土師器，Ⅲ６１２瓦器），ＳＸ２９出土遺物（Ⅲ６１３瓦器），ＳＸ３０
出土遺物（Ⅲ６１４～Ⅲ６２１土師器），ＳＸ３１出土遺物（Ⅲ６２２土師器），ＳＸ３２出土遺物（Ⅲ６２３
～Ⅲ６４２土師器）



１３７

椀・皿類が大半を占める。白色系椀類の比率が若干高く，Ⅲ４４７～Ⅲ４４９のよな極小の受皿

が多く出土している。赤色系の皿類では，Ⅲ４３９が特異で，厚手の器壁をもち，丸みを帯び

て上方に立ち上がる口縁部は，撫でにより短く外反する。京都産ではないと思われる。Ⅲ

４４１は土師器皿の底部外面に絵画状の墨書が施されている破片である。Ⅲ４５１は回転糸切り

痕をもつ土師器。Ⅲ４５３は陶器壺の胴部。外面には櫛描文を施し，淡緑色の釉が掛かる。

国産ではなく輸入陶器だろう。ＳＫ２８・２９の出土品は土師器椀・皿類でまとまるもので，

白色系椀類の占める比率がきわめて高い。

　ＳＫ３１出土遺物（Ⅲ４７６～Ⅲ４９４）　 　土師器皿類では，Ⅲ４７６・Ⅲ４７７・Ⅲ４８１のように

わずかにＤ類がまじるものの，Ｅ類が主体となる。ただし，比率としては白色系椀類の割

合が高い。Ⅲ４９２は瓦器で，口縁が内彎する鉢状の特異品である。Ⅲ４９３・Ⅲ４９４は白磁口禿

の皿。

　ＳＫ３２出土遺物（Ⅲ４９５～Ⅲ５００）　 　白色系椀類の小型品がややまとまっている。

　ＳＸ１２・１５～１７出土遺物（Ⅲ５０１～Ⅲ５２７）　 　小型の白色系椀類品を中心に出土してい

るが，ＳＸ１７は赤色系の土師器皿Ｅ類の小型品が多数を占めている。

　ＳＸ１８・２１～２３出土遺物（Ⅲ５２８～Ⅲ５８７）　 　いずれも土師器椀・皿類がほとんどをだ

が，ＳＸ１８・２３では白色系椀類が，ＳＸ２１・２２は赤色系の土師器皿のＥ類が多数を占める

といった組成に違いがある。Ⅲ５５２は，口縁部に焼成後の抉りを施している。Ⅲ５７１は口径

４０�を超える大型の瓦器羽釜。多数の破片がまとまって出土した。

　ＳＸ２５・２７出土遺物（Ⅲ５８８～Ⅲ６０９）　 　ＳＸ２５は土師器椀皿類が少量出土しているの

みだが，ＳＸ２７は，瓦器や陶磁器類を多数まじえた内容をもつ。土師器皿類のうち，Ⅲ

５９９・Ⅲ６００は短く斜めに立ち上がる口縁部をもつ異質な製品で，Ⅲ４３９などと同種の非京都

産の土師皿と思われる。Ⅲ６０９は東播系須恵器の大型甕で，口縁と底部を欠いた胴部のみ

がほぼ完存する。焼成が甘く，暗灰白色を呈する。

　ＳＸ２８～３２出土遺物（Ⅲ６１０～Ⅲ６４２）　 　ＳＸ３１出土のⅢ６２２は，外面に粘土紐の接合痕

を明瞭にとどめる厚手の皿形土器。特異な器形だが，特徴は，Ⅲ３３５やⅢ３３６のようないわ

ゆる塩壺と呼ばれている製品と一致し，その系譜でとらえられよう。Ⅲ６２９は大きく湾曲

した土師器の小皿。きわめて薄手でほかの皿類と質感が異なる。

　ＳＤ５３・５４・５６出土遺物（Ⅲ６４３～Ⅲ６９４）　 　Ｅ類の土師器皿と白色系椀類の凹み底の

小型品を中心に，多様な資料が出土している。

　ＳＤ５７出土遺物（Ⅲ６９５～Ⅲ７４３）　 　計測結果に示したように，Ｅ類の土師器皿と白色

中　世　の　遺　跡



１３８

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１０４　ＳＤ５３出土遺物（Ⅲ６４３～Ⅲ６５８土師器，Ⅲ６５９灰釉系陶器），ＳＤ５４出土遺物（Ⅲ６６０～Ⅲ６８５
土師器，Ⅲ６８６・Ⅲ６８７瓦器，Ⅲ６８８～Ⅲ６９０灰釉系陶器，Ⅲ６９１白磁），ＳＤ５６出土遺物（Ⅲ６９２・
Ⅲ６９３土師器，Ⅲ６９４瓦器）



１３９

中　世　の　遺　跡

図１０５　ＳＤ５７出土遺物（Ⅲ６９５～Ⅲ７４２土師器，Ⅲ７４３白磁），ＳＤ６６出土遺物（Ⅲ７４４陶器），ＳＤ６７
出土遺物（Ⅲ７４５・Ⅲ７４６土師器，Ⅲ７４７白磁）



１４０

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１０６　ＳＤ７６出土遺物（Ⅲ７４８～Ⅲ７５６土師器），ＳＤ７７出土遺物（Ⅲ７５７・Ⅲ７５８土師器），ＳＤ７８出
土遺物（Ⅲ７５９～Ⅲ７６０土師器），ＳＤ７９出土遺物（Ⅲ７６１・Ⅲ７６２土師器），ＳＥ５３出土遺物（Ⅲ
７６３～Ⅲ７７１土師器，Ⅲ７７２・Ⅲ７７３瓦器，Ⅲ７７４陶器），ＳＥ５４出土遺物（Ⅲ７７４～Ⅲ７７８土師器，
Ⅲ７７９瓦器，Ⅲ７８０陶器），ＳＥ５５出土遺物（Ⅲ７８１土師器）



１４１

系椀類が大量に出土している。ただし，西端付近のみから，Ⅲ６９５からⅢ６９８といった二段

撫で手法も含む皿類をまとまって得ており，先行する何らかの遺構の資料が混在したもの

とみられる。

　ＳＤ６６・６７出土遺物（Ⅲ７４４～Ⅲ７４７）　 　Ⅲ７４４は常滑産かとみられる大型甕の底部。

Ⅲ７４７は白磁の椀。

　ＳＤ７６～７９出土遺物（Ⅲ７４８～Ⅲ７６２）　 　土師器椀・皿類が少量出土している。二段撫

でや一段撫で手法で面取りする皿類など，やや時期のさかのぼるものも混じる。

　ＳＥ５３～５５出土遺物（Ⅲ７６３～Ⅲ７８１）　 　ＳＥ５３出土品には多様なものがあり，白色系

椀類では，凹底の小椀は見られない。赤色系の皿Ⅲ７６８は，Ⅲ４３９などと同特徴の異質品。

Ⅲ７６９は黄白色の椀だが，これも器形がやや異質である。Ⅲ７７１は灰白色を呈する高台付

椀。Ⅲ７７４は，国産陶器の三筋壺かとみられる。

　ＳＥ５８・６０・６１出土遺物（Ⅲ７８２～Ⅲ７９６）　 　土器類では，いずれも少量の土師器椀・

皿類の出土にとどまる。ＳＥ６１では，井筒内から，枠板の隅を止めたとみられる釘が多数

出土しており，比較的残りの良い一群を図化した。残存長は１１～１４�に収まる。

　以上は，おおむね中世Ⅲ期までの遺構出土遺物である。以下は，中世Ⅳ期以降や，複数

期にまたがる遺構，包含層出土資料などについて説明する。

図１０７　ＳＥ５８出土遺物（Ⅲ７８２～Ⅲ７８６土師器），ＳＥ６０出土遺物（Ⅲ７８７～Ⅲ７９０土師器），ＳＥ６１出
土遺物（Ⅲ７９１土師器，Ⅲ７９２～Ⅲ７９６鉄釘）

中　世　の　遺　跡



１４２

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１０８　ＳＤ１最下層出土遺物（Ⅲ７９７土師器，Ⅲ７９８白磁，Ⅲ７９９青磁），ＳＦ１出土遺物（Ⅲ８００～Ⅲ
８０５土師器，Ⅲ８０６～Ⅲ８０８瓦器，Ⅲ８０９灰釉系陶器，Ⅲ８１０青白磁，Ⅲ８１１陶器，Ⅲ８１２砥石），
ＳＸ１出土遺物（Ⅲ８１３～Ⅲ８１５土師器，Ⅲ８１６～Ⅲ８１８瓦器，Ⅲ８１９陶器）



１４３

　ＳＤ１下層出土遺物（Ⅲ７９７～Ⅲ７９９）　 　図７９上段でＳＤ１下層とした層序からの出土

品である。おおむね中世前半期までの遺物でまとまっている。

　ＳＦ１出土遺物（Ⅲ８００～Ⅲ８１２）　 　土師器皿類では幅があり，Ｄ類からＦ類までを含

む。瓦器や陶磁器類についても同様で，ほぼ中世全般の遺物を含むとみて良い。

　ＳＸ１出土遺物（Ⅲ８１３～Ⅲ８１９）　 　集石内に混在していた遺物のうちから，実測可能

なものを集めた。Ⅲ８１３は土師器皿のＦ４類に比定できる。ほかも中世後半期の瓦器・陶器

類が中心となる。この様相から，石垣が構築され機能していたのは，１６世紀代以降近世後

半までの間，と判断される。

　ＳＫ１・２出土遺物（Ⅲ８２０～Ⅱ８２５）　 　いずれも出土量は少ないが，Ⅲ８２０はＥ４類，

Ⅲ８２３はＦ２類の土師器皿類であり，１５世紀代以降の資料と判断する。ＳＫ１出土のⅢ８２２

は見込みに胎土目の目痕を残す唐津であり，さらに時期が下るであろう。

　中世野壺群出土遺物（Ⅲ８２６～Ⅲ８２５）　 　Ⅲ８２６・Ⅲ８２７は検出時，Ⅲ８２８はＳＥ２２，Ⅲ

８２９はＳＥ２８，Ⅲ８３０はＳＥ３８，Ⅲ８３１～Ⅲ８３４はＳＥ５１，Ⅲ８３５はＳＥ５２の出土。相互の切り

合い関係が著しいことから，個々の野壺に帰属する純粋な出土遺物を把握することはきわ

中　世　の　遺　跡

図１０９　ＳＫ１出土遺物（Ⅲ８２０土師器，Ⅲ８２１瓦器，Ⅲ８２２陶器肥前），ＳＫ２出土遺物（Ⅲ８２３～Ⅲ８２５
土師器），中世野壷群検出時出土遺物（Ⅲ８２６土師器，Ⅲ８２７陶器），ＳＥ２２出土遺物（Ⅲ８２８土
師器），ＳＥ２８出土遺物（Ⅲ８２９土師器），ＳＥ３８出土遺物（Ⅲ８３０陶器唐津），ＳＥ５１出土遺物
（Ⅲ８３１～Ⅲ８３４土師器），ＳＥ５２出土遺物（Ⅲ８３５土師器）



めて困難であり，遺構名は参考に呈示する。土師器皿類にはⅢ８２６・Ⅲ８２９のようなＦ４類に

比定されるものが含まれる。Ⅲ８３０も肥前系の陶器で唐津とみられる。よって野壺群は，

ＳＸ１とほぼ並行する中世後半期の１６世紀代以降に機能していたのだろう。

　暗黄灰色シルト質土出土遺物（Ⅲ８３６～Ⅲ８５０）　 　調査区西北域の包含層の最下層（図

７５－第７層）からの出土資料で，中世Ⅰ期に帰属する調査区内では最古の様相を呈する一

群である。Ⅲ８４７は土師器皿の口縁部小片で，外面に墨書が認められる。Ⅲ８４９は須恵器の

鉢であるが，焼成が甘く瓦質土器に近い質感があるほか，内面の磨り痕もみられない。

　暗灰色土出土遺物（Ⅲ８５１～Ⅲ８７４）　 　調査区西南域の包含層最下層で，面的に安定は

しておらず，おもに遺構や落ち込みの埋土として確認され，調査区中央付近では暗灰褐色

土（図７３下段第６層）や黒褐色砂質土（図７９下段第６層）とした層序が相当する。遺物に

は多様なものがあり，中世Ⅰ期とⅡ期双方を通じた時期幅の内容をもつ。ここでは陶磁器

類を中心に残りの良いものを抽出して呈示しておく。

　茶褐色土２出土遺物（Ⅲ８７５～Ⅲ８９９・Ⅲ９６０～Ⅲ９７４）　 　Ⅲ８９９までは，調査区東半の

黄色粘土層よりも下層に落ち込み状に厚くみられる堆積から，Ⅲ９６０以下は調査区中央～

西半にひろく堆積する包含層からの出土品。ともに土師器皿類ではＥ類を主体とし，白色

系椀類では凹み底小椀が目立つことから，おおむね中世Ⅲ期の堆積層と言いうる。調査区

東半では，陶磁器類の大破片や優品が卓越し，西半では土師器の比率が高い。いずれの地

区でも墨書の底部や口縁部片が微量あるが，判読できない。Ⅲ８９８は厚手の須恵器胴部片

を硯として転用したとみられるもの。内面側は完全平滑になりわずかに凹んでいる。Ⅲ

９７４は土製の人形で，幼児を抱きかかえるような親子を模したように見える。上面からの

出土であるので，あるいは時期が下るものである可能性もある。

　黄色粘土層出土遺物（Ⅲ９００～Ⅲ９５９）　 　調査区東域に客土された整地層であり，多数

の遺物が出土している（図７４－５層）。ここでは，そのなかで主体を占める中世後半期の遺

物で，残りの良いものを抽出して呈示する。土師器皿類はＥ類，白色系椀類は凹底の小椀

を中心としており，中世Ⅲ期の様相を示す。しかし，これらが客土中の包含遺物であると

するならば，黄色粘土層そのものの堆積時期はそれよりも下るものとみるべきだろう。遺

物の内容にはまとまりがないが，華南三彩緑釉陶器の盤Ⅲ９５６は，珍しいものとして注意さ

れる。かなり破損しているが，半ば以上が遺存し，底部面に「南」とみられる墨書がある。

内面は線刻の花文で飾り，黄緑色～緑色に施釉されている。

　茶褐色土１・暗黄灰色土出土遺物（Ⅲ９７５～Ⅲ１００７）　 　茶褐色土１は上述の黄色粘土

１４４

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査



１４５

図１１０　暗黄灰色シルト質出土遺物（Ⅲ８３６～Ⅲ８４７土師器，Ⅲ８４８瓦器，Ⅲ８４９須恵器，Ⅲ８５０白磁）暗
灰褐色土出土遺物（Ⅲ８５１～Ⅲ８６１土師器，Ⅲ８６２～Ⅲ８６４瓦器，Ⅲ８６５～Ⅲ８６８白磁，Ⅲ８６９青白
磁，Ⅲ８７０～Ⅲ８７２青磁，Ⅲ８７３灰釉系陶器，Ⅲ８７４須恵器）

中　世　の　遺　跡



１４６

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１１１　茶褐色土２出土遺物�（Ⅲ８７５～Ⅲ８８５土師器，Ⅲ８８６土製品，Ⅲ８８７～Ⅲ８８８瓦器，Ⅲ８９０～Ⅲ８９２
灰釉系陶器，Ⅲ８９３褐釉陶器，Ⅲ８９４・Ⅲ８９８須恵器，Ⅲ８９５・Ⅲ８９７白磁，Ⅲ８９６青磁，Ⅲ８９９備前）



１４７
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図１１２　黄色粘土出土遺物�（Ⅲ９００～Ⅲ９３６土師器，Ⅲ９３７～Ⅲ９４３灰釉系陶器，Ⅲ９４４～Ⅲ９４７白磁，
Ⅲ９４８青白磁，Ⅲ９４９～Ⅲ９５１青磁）



１４８

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１１３　黄色粘土出土遺物�（Ⅲ９５２～Ⅲ９５５陶器，Ⅲ９５６華南三彩，Ⅲ９５７～Ⅲ９５９須恵器）



１４９

図１１４　茶褐色土２出土遺物�（Ⅲ９６０～Ⅲ９７１土師器，Ⅲ９７２瓦器，Ⅲ９７３灰釉系陶器，Ⅲ９７４土製品），
茶褐色土１出土遺物（Ⅲ９７５～Ⅲ９８２土師器，Ⅲ９８３陶器），暗黄灰色土出土遺物（Ⅲ９８４～Ⅲ１０００
土師器，Ⅲ１００１瓦器，Ⅲ１００２・Ⅲ１００３灰釉系陶器，Ⅲ１００４白磁，Ⅲ１００５・Ⅲ１００６青白磁，Ⅲ
１００７陶器）

中　世　の　遺　跡



１５０

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１１５　滑石製石鍋（Ⅲ１００８～Ⅲ１０１３），温石（Ⅲ１０１４・Ⅲ１０１５）



１５１

層上面の堆積層，暗黄灰色土はそれ以外の範囲で黄灰色土から茶褐色土２層の間に堆積し

ている土層である。いずれも小片の遺物が多いが，土師器では皿類のＥ２～Ｅ４類が主体を

占めるほかに，Ⅲ９９０のＦ４類，Ⅲ９９１～Ⅲ９９３のＦ２類などが認められる。おおよそ１５世紀代

以降近世までの堆積とみてよい。

　滑石製の石鍋と温石（Ⅲ１００８～Ⅲ１０１５）　 　今回の調査区では，滑石製の石鍋や温石，

あるいはそれらの再加工品が，破損した断片を含めると最低５６個体分出土している。出土

品の一部はすでに呈示しているが，レイアウトの都合で含め得なかったもの等のうち残り

の良いものを中心に補って報告しておきたい。石鍋については外面が被熱して黒変してい

るものがほとんどであり，温石Ⅲ１０１５も片面の一部は黒変している。破損・再加工の断片

の中には，用途不明のミニチュア容器類への加工途中のものや，切断途中で断念したもの

などがあり，あきらかに調査地一帯で滑石製品の加工が行われたことを示唆している。

　水晶製品（Ⅲ１０１６）　 　調査区中央付近の中世遺構を検出中に，基盤の砂礫層上面で採

集した。残存長２．６�の小型の六角柱形で，図上での頂部は細く造り出される。下端は細

く尖るように仕上げられていたと思われるが，欠失している。採集品であり帰属時期など

の根拠を示し得ないが，状況から中世の製品である可能性が高い。なお近世の墓地副葬品

ではあるが，京都市内の伏見城下町遺跡では巻物の軸端として八角錐形の水晶製品が報告

されている〔京都市埋文研２００７　図５５－石２・石３〕。本例も，装具などの一部を構成す

るものであったのだろう。

　ＳＥ５３水溜外枠使用瓦（Ⅲ１０１７～Ⅲ１０１９）　 　完形の軒平瓦Ⅲ１０１７と平瓦Ⅲ１０１８，狭端

部を欠く平瓦Ⅲ１０１９の３点が使用されていた。これらは，技法的特徴および胎土や焼成な

どの質感が良く共通しており，遺存状態も良好である。同一の瓦屋で生産され，セットで

建物に使用されていたものが（あるいは，使用されることなく），比較的早い段階で井戸

に転用された可能性が高い。 

図１１６　水晶製品（Ⅲ１０１６，砂礫層上面採集）　 縮尺１�２

中　世　の　遺　跡



　軒平瓦Ⅲ１０１７は，Ｃ字対向形の下端が繋がる中心飾りから左右に６転する蕨手をもつ均

整唐草文。胎土は比較的精良で灰色の堅緻な焼成。全長３２．４�，瓦当幅２２．０�，狹端部幅

１９．４�。瓦当の顎部は全体を強い横撫でで仕上げる。凸面は全面に離れ砂と斜格子叩きが

みられるが，瓦当側の幅５�ほどの範囲は撫で消されている。また，両側縁に沿って凹型

台の圧痕かとみられるわずかな段差が認められる。凹面は全面が細かな布目痕で，側縁付

１５２

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１１７　ＳＥ５３水溜外枠使用瓦�（Ⅲ１０１７軒平瓦）



１５３

近のみ側縁調整の撫でが及んで布目が消される。瓦当側に不明瞭な弧状の圧痕がある。中

軸線上には釘穴が焼成前に穿たれる。

　本例の同文品は南側の２７０地点で唐草Ｂとしたもので，１０点が出土しているほか，さらに

南方の４１地点でも２点出土がある〔伊藤２００３　図３８，梶原２００３　図７６〕。また近傍では東福

寺で出土が知られる〔東福寺１９９０　１０図－５９〕。今回は完存品のため確認できないが，４１・

中　世　の　遺　跡

図１１８　ＳＥ５３水溜外枠使用瓦�（Ⅲ１０１８・Ⅲ１０１９平瓦）



１５４

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１１９　ＳＤ５３出土瓦�（Ⅲ１０２０・Ⅲ１０２１丸瓦）



１５５

中　世　の　遺　跡

図１２０　ＳＤ５３出土瓦�（Ⅲ１０２２・Ⅲ１０２３丸瓦）



２７０地点の出土品では瓦当貼付技法での製作が指摘される。医学部構内一帯で頻出する剣

頭文軒平瓦の一群とは，遺構内で共存することはなく，箆記号ももたないことから，盛行

時期や工房の系譜が異なることが示唆される。技法的特徴や東福寺での使用などの状況を

考慮すると，１３世紀中葉以降の製品とみるのが妥当であろうか。

　平瓦Ⅲ１０１８は，完存しており，全長２８．８�，広端部幅１９．６�，狹端部幅１６．８�。凸面に

１５６

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１２１　ＳＤ５３出土瓦�（Ⅲ１０２４・Ⅲ１０２５丸瓦）



１５７

は，全面離れ砂と斜格子叩きに加えて正字の「東大寺」銘もあわせて認められる。叩き板

には，斜格子文とともに鏡像反転の「東大寺」が印刻されていたことになる。本例にも，

側縁に沿ったわずかな凹型台圧痕らしきものは観察できる。最も注目されるのは凹面の状

況で，撫で消し不十分でまばらに離れ砂が残るなかに，ネガティブの状態で斜格子文と鏡

像反転した「東大寺」銘が認められる。これは叩きによるものではなく，別の同種の瓦の

凸面と重ねられた際に圧着し転写されたものだろう。

　平瓦Ⅲ１０１９は，狹端部を欠き，広端部幅２０．０�。凸面には離れ砂と斜格子叩きが認めら

れるが，上記２点に比べてかなり不鮮明である。広端部付近には先行する縦位の糸切り痕

が確認できる。側縁に沿う凹型台圧痕らしき段差は明瞭に観察される。凹面は離れ砂が撫

で消し不十分な状態でひろく残る。

　ＳＤ５３出土瓦（Ⅲ１０２０～Ⅲ１０３５）　 　検出直後の上層から出土した丸瓦・軒丸瓦（Ⅲ１０２０

～Ⅲ１０２７），平瓦（Ⅲ１０３１～Ⅲ１０３４）は，完形品を含むまとまった一群であり，ほぼすべ

図１２２　ＳＤ５３出土瓦�（Ⅲ１０２６丸瓦，Ⅲ１０２７～Ⅲ１０３０軒丸瓦）

中　世　の　遺　跡



て呈示した。巴文軒丸瓦の小片Ⅲ１０２８～Ⅲ１０３０は，下層から出土したもので，上層の一群

とは明らかに区別されるものである。上層出土資料は，以下に記述するように１４世紀代以

降に一括投棄されたものと考えられる。

　上層出土の丸瓦・軒丸瓦群は，凸面が縄叩き磨り消し，凹面が糸切り痕＋布目痕という

技法的特徴はほぼ共通しているが，酸化焔焼成風のやや軟質で明るい橙色（Ⅲ１０２０・Ⅲ

１５８

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１２３　ＳＤ５３出土瓦�（Ⅲ１０３１・Ⅲ１０３２平瓦）



１５９

１０２２・Ⅲ１０２４）と，還元焔焼成風の硬質で暗い灰色（Ⅲ１０２１・Ⅲ１０２３・Ⅲ１０２５・Ⅲ１０２６）

の二分される。Ⅲ１０２０～Ⅲ１０２２の全長と筒部径は，それぞれ２９．０�と１２．６�，２９．０�と

１２．３�，３０．２�と１３．０�。筒部先端であるⅢ１０２４・Ⅲ１０２５は，器壁が厚手で筒部径がそれ

ぞれ１４．４�，１４．８�とひとまわり大きく，外面を丁寧に撫で仕上げする点，他の資料と異

なる。これらは，内面に残る吊り紐痕も太く，ほぼ全体が隠れずに確認できるが，その他

の資料は，おおむね見えている部分と隠れている部分との比率が１：１か，わずかにが上

回る程度である。この比率の変遷にもとづく年代観に依るならば〔山崎２０００　pp.１４－２５〕，

Ⅲ１０２４・Ⅲ１０２５は１４世紀以降に下るもの，それ以外は１３世紀後葉ごろに比定され，前者の

年代が廃棄年代の上限を示していよう。なお，上層で唯一出土している軒丸瓦Ⅲ１０２７は，

外区に珠文帯をもつ径の大きな巴文で，上記のいずれかにともなうようなタイプとして，

矛盾ないと思われる。

　平瓦については，いずれもやや軟質の黄灰色～暗灰色焼成で，凸面が離れ砂と浅い羽状

の叩き，内面が撫で調整と技法的にも共通する。ただし，Ⅲ１０３２は縦位に撫で調整がされ

て叩きはほとんど見えない程度になっている。また，Ⅲ１０３１の凹面には，羽状叩きのネガ

ティブの圧痕がわずかに観察できる。先述のＳＥ５３出土Ⅲ１０１８と同様な，製作時の重ね合

中　世　の　遺　跡

図１２４　ＳＤ５３出土瓦�（Ⅲ１０３３・Ⅲ１０３４平瓦）



１６０

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１２５　ＳＸ１２出土瓦�（Ⅲ１０３５～Ⅲ１０３９軒丸瓦，Ⅲ１０４０～Ⅲ１０４２軒平瓦，Ⅲ１０４３丸瓦，Ⅲ１０４４・Ⅲ１０４５
平瓦）



１６１

わせに由来するものであろう。なお，側縁に沿った凹型台圧痕らしき段差は，いずれの資

料にも良く認めることができる。Ⅲ１０３１・Ⅲ１０３２の狹端面には○形の刻印があり，丸瓦Ⅲ

１０２２の玉縁端面にも同種の刻印があることから，以上の丸瓦と平瓦は，同一工房の製作品

で，同時期にセットを成して葺かれていたものと考えられる。

　ＳＸ１２出土瓦（Ⅲ１０３５～Ⅲ１０４８）　 　今回の調査区で唯一検出された中世の瓦溜から出

土した。総量は整理箱２つ程度と少なく，いずれも小片であった。隅数を計量した結果の

軒丸瓦と軒平瓦最小個体数はそれぞれ９個体と５個体。軒丸瓦Ⅲ１０３５～Ⅲ１０３７は巴文で，

右左双方がある。Ⅲ１０３８は複弁蓮華文で，おそらく中房に陽刻の卍などをもつ類であろ

う。Ⅲ１０３９は珠文帯のみが残るが，おそらく菊花文になるものと思われる。軒平瓦Ⅲ１０４０

は小振りな唐草文で，２７０地点での唐草Ａに相当しよう。Ⅲ１０４１・Ⅲ１０４２は剣頭文で，同

じく剣頭Ｄに相当しよう。Ⅲ１０４３はＸ形の箆記号をもつ丸瓦筒部。Ⅲ１０４４・Ⅲ１０４５は端面

に○形を基調とする刻印をもつ平瓦片で。Ⅲ１０４６～Ⅲ１０４８は熨斗瓦で，前二者は端面に箆

先の鋭い押捺，後者はＸ形の箆記号を，それぞれ施している。これらのバラエティはいず

れも２７０地点あるいは４１地点で確認されている。この瓦溜は，南方の地点一帯で密度濃く

出土してきた瓦集中遺構群の北の末端と評価できるだろう。

中　世　の　遺　跡

図１２６　ＳＸ１２出土瓦�（Ⅲ１０４６～Ⅲ１０４８熨斗瓦）



　５　近世の遺跡

　� 遺　　　構（図版２２・２５，図１２７・１２８）

　近世の遺構は，黄灰色土の上面で検出した。おおむね灰褐色土を埋土とし，溝ＳＤ１の

ように長期間機能していたと想定できるものを除くと，ほとんどが１８世紀後葉以降の農耕

関連遺構とみられ，石組井戸ＳＥ２，細い溝と漆喰枠の野壺ＳＥ１・３～９，それに杭跡と

みられる小ピットの集中部が見つかっているに過ぎない。なお東半では，Ｙ＝１３８５付近で

北から南へと下る段差があり，棚田状の耕作地であったことを示す。。

　溝ＳＤ１は，図７９上段の調査区西壁断面図に示すように，中世段階の位置をほぼ踏襲し

ながら，あらたに広く浅く掘られたたものと見ることもできる。農耕用水路として整備さ

れた可能性があろう。近世段階のものは全体が粗い砂層が幾層も埋積しており，継続した

流水のあった様子が知られる。Ｘ＝１９００付近で東方からと南方からの流れが合流している

とみられ，東半で同種の砂層で埋積している東西溝をＳＤ１（東）とした。これらのルー

トは，近代に大学敷地となる段階の地積図に描かれているものと対応している。埋積した

砂層からは比較的残りの良い陶磁器類が少量出土している。地積図によれば，この溝に並
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図１２７　近世の遺構　縮尺１�６００
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行して畦道が存在するはずであるが，明瞭には検出できなかった。近代の整地により削平

された可能性もあるが，中世段階と異なり一帯が耕地化したことで，白川道へとつながる

路面の重要性は極度に低下し，路面そのものが整備されず消滅した可能性もあろう。

　井戸ＳＥ２は，小振りの石で内径８０�の円形井筒を組んでいる。掘形もきわめて小さ

く，断面での確認を経ていないが，ほぼまっすぐに下方へと掘り下げている。下部には水

溜用の構造の痕跡は確認できず，平坦なままであった。最下面の標高は４７．５０�であり，近

世の灰褐色土がおおむね５０．２�前後であることを考慮すると，２．５�強掘り下げて構築し

たことになる。多数検出されている中世段階の井戸も多くはほぼ同レベルであり，さして

深いものとは言えない。隣接して漆喰枠の野壺ＳＥ１が見つかっており，これと組み合わ

さった農耕用の井戸であったとみられる。

近　世　の　遺　跡

図１２８　井戸ＳＥ２　縮尺１�４０



　� 遺　　　物（図１２９～１３３）

　近世の遺物は，遺構以外では，黄灰色土以上の層準から出土している。南側の２７０地点の

報告に際しては，この黄灰色土層は中世末期段階の堆積層として取り扱った。今回の調査

に関しても，黄灰色土が埋土となる遺構はほぼ１６世紀以前に帰属するものとして，中世で

取り扱っているが，黄灰色土そのものは厚い耕作土の堆積で，近世の耕作の対象となって

撹拌されたこともあって，中世から近世にかけて長期にわたる遺物を含んでいる。よって

その層内出土品は近世で報告することとする。

　黄灰色土出土遺物（Ⅲ１０４９～Ⅲ１０９５）　 　いずれも小片がほとんどである。Ⅲ１０４９～Ⅲ

１０７０の土師器は，Ⅲ１０６３～Ⅲ１０７０にみるような一段撫で手法Ｄ４類に比定できるものが多

く含まれ，近世土師器を特徴づける見込みに圏線を施すような類はほとんど見られない。

陶器類は，中世的な様相の濃い灰釉系陶器のほかに，Ⅲ１０７５～Ⅲ１０７７の備前，Ⅲ１０７８・Ⅲ

１０７９の信楽，Ⅲ１０８０の志野，Ⅲ１０８１・Ⅲ１０８２のような肥前系かとみられる製品が多様に含

まれる。磁器には染付Ⅲ１０９０～Ⅲ１０９３がある。またⅢ１０８９は京焼系の軟質の陶器であり，

Ⅲ１０９５は金釘文字を刻んだ蓮月焼の急須の一部である。後者は明らかに幕末期の産物であ

るので，耕作による撹拌で混入したものと判断される。

　ＳＤ１出土遺物（Ⅲ１０９６～Ⅲ１１２４）　 　少量であるが比較的純粋に近世後半期の遺物が

出土している。Ⅲ１０９６・Ⅲ１０９７は，見込みに圏線をもつ土師器皿。陶器類では，飛び鉋で

飾る蓋Ⅲ１１０１など，近世後半期の製品が見られる。一方で，磁器染付では，残りの良いも

のは無いが，いわゆる「くらわんか手」の椀類やⅢ１１２１のようなコンニャク印判の製品が

散見されることから，１７・１８世紀代の資料も含んでいる。

　ＳＥ１出土遺物（Ⅲ１１２５～Ⅲ１１２７・Ⅲ１１４１）　 　Ⅲ１１２７は磁器染付広東椀の底部。Ⅲ

１１２６はこぶりの高台から斜め上方に直線的に立ち上がる器形の染付。近世後期以降の産品

であろう。硯Ⅲ１１４１は，黒色厚手のの粘板岩系の石材を用いた長方形の製品で，海の部分

はかなり浅い。背面に極めて細い刻線により絵画が描かれていた。モチーフは，背後に山

をもった農村風景で，そこを進む蓑傘をまとった馬上の人物と荷をもった付き人風の人物

がみられるほか，作物が干される田畑の様子を描いたとみられる図柄も認められる。

　ＳＥ２出土遺物（Ⅲ１１２８～Ⅲ１１３０）　 　出土遺物はきわめて少なかったが，見込みに圏

線をもつ土師器Ⅲ１１２８・Ⅲ１１２９，京・信楽系の陶器灯明皿Ⅲ１１３０がみられる。近世後半期

以降の内容といえよう。

　ＳＥ３出土遺物（Ⅲ１１３１～Ⅲ１１３３）　 　磁器類の小片が出土している。
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近　世　の　遺　跡

図１２９　黄灰色土出土遺物（Ⅲ１０４９～Ⅲ１０７０土師器，Ⅲ１０７１～Ⅲ１０７４灰釉系陶器，Ⅲ１０７５～Ⅲ１０８２陶器，
Ⅲ１０８３・Ⅲ１０８４白磁，Ⅲ１０８５～Ⅲ１０８９・Ⅲ１０９４陶器，Ⅲ１０９０～Ⅲ１０９３染付磁器，Ⅲ１０９５土製品）
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図１３０　ＳＤ１出土遺物（Ⅲ１０９６～Ⅲ１１００土師器，Ⅲ１１０１～Ⅲ１１０７陶器，Ⅲ１１０８～Ⅲ１１２４磁器），ＳＥ
１出土遺物�（Ⅲ１１２５陶器，Ⅲ１１２６・Ⅲ１１２７磁器），ＳＥ２出土遺物（Ⅲ１１２８～Ⅲ１１３０土師
器），ＳＥ３出土遺物（Ⅲ１１３１～Ⅲ１１３３磁器），ＳＥ４出土遺物（Ⅲ１１３４・Ⅲ１１３５土師器，Ⅲ
１１３６・Ⅲ１１３７磁器），ＳＥ６出土遺物（Ⅲ１１３８陶器，Ⅲ１１３９・Ⅲ１１４０磁器）
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　ＳＥ４出土遺物（Ⅲ１１３４～Ⅲ１１３７）　 　土師器の皿やミニチュアと，染付小椀や蓋の出

土がある。

　ＳＥ６出土遺物（Ⅲ１１３８～Ⅲ１１４０）　 　Ⅲ１１３８は京・信楽系陶器の椀，Ⅲ１１３９～Ⅲ１１４０

は磁器染付椀の底部。

近　世　の　遺　跡

図１３２　灰褐色土出土遺物（Ⅲ１１４２・Ⅲ１１４３土師器，Ⅲ１１４４・Ⅲ１１４５・Ⅲ１１５０～Ⅲ１１５４陶器，Ⅲ１１４６
～Ⅲ１１４９・Ⅲ１１５５～Ⅲ１１５７磁器）

図１３１　ＳＥ１出土遺物�（Ⅲ１１４１石製硯）　 縮尺１�３



　以上の遺構出土遺物は，ＳＤ１の一部を除くと，ほぼ近世後半期以降の内容で占められ

ており，調査地近辺が幕末期以降に活動の地となっていく様相をある程度は反映している

ものと思われる。

　灰褐色土出土遺物（Ⅲ１１４２～Ⅲ１１５７）　 　ほぼ幕末期以降の遺物で占められる。特徴あ

るものを挙げると，Ⅲ１１４４の陶器は，底面に「宝山」の刻印がある。Ⅲ１１４７は銅板転写に

よる染付の重ね物で，近代以降の製品だろう。Ⅲ１１４８は見込みに「医大？」意匠化したも

のが釉書きされた椀。底面には「耕山製」とある。明治２９年京都帝国大学医科大学開学以

降の製品であり，撹乱層からの混入の可能性がある。同種の椀Ⅲ１１６０は表土中からも採集

されている。Ⅲ１１５４は堺・明石系の陶器摺鉢。

　表土出土遺物（Ⅲ１１５８～Ⅲ１１６３）　 　墨書のある陶器片Ⅲ１１５８・Ⅲ１１５９のほかに，大学

設置以降の磁器類で特徴的な製品を呈示しておく。Ⅲ１１６０は上述したが，Ⅲ１１６１も大学を

図案化した意匠を見込みに施す。この種の製品は本部構内西南隅の２７７地点において多数

採集され，報告されている〔千葉・阪口２００６〕。Ⅲ１１６２は「島津製」（島津製作所？）とあ

る杯で，底面には「萬殊」とある。Ⅲ１１６３は「大病」とある蓋。大学病院使用の食器であ

ろう。

　６　小　　結

　今回の調査成果の要点を簡潔にまとめつつ，今後の課題に触れておきたい。

　調査地の変遷　　１２世紀末以降に開発が開始され，１５世紀に至るまで多様な活動領域と

して継続する。今回の調査地はその北縁にあたり，京－近江間の基幹道である白川道から

分岐する間道が整備されるなかで，中世前半期に周囲に集石・土器溜が集積され，後半期

には大規模な溝状の区画が構築される，という変遷が明らかになった。中世を通じて井戸

が掘削され，柱穴の根石とみられるものも多数にのぼるが，建物の復元には至らなかった。
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図１３３　表土出土遺物（Ⅲ１１５８・Ⅲ１１５９陶器，Ⅲ１１６０～Ⅲ１１６３磁器）
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その後，東部域に黄色粘土の搬入による整地なども経て，全域が耕作地となっている。

　中世吉田地域の変遷　　視野を広げて吉田山西麓一帯でみると，中世遺跡としては，以

下の４つに大別してとらえることができる。

　①本部構内中央：白川道に沿う２１８・２３０・２４１・２９６地点一帯。遺構・遺物の密度は高く

ないが，井筒径２�超の大型石組井戸やクスノキ丸太材の刳貫き井戸，青磁椀の優品を出

土する集石，瀬戸内系搬入土師器のまとまった出土といった，他の地区にない特異性が際

立つ。ただしこれらの年代は１３世紀代にほぼ収まり，前後の時期と継続性にとぼしい。

　②吉田南構内北半：２３８・２８８地点一帯。１４世紀以降に盛期を迎えており，柵，溝，濠な

どで囲郭されて，旧吉田社境内地の可能性が指摘される。１２世紀中葉の経塚遺構や濠に先

行する１３世紀の溝など，先行時期との継続性もある。

　③吉田南構内南半：１１１・２２０・２６１地点一帯。おおむね１３世紀以降各時期の遺構・遺物

が密に検出される。１１・１２世紀代の資料はとぼしく，先行時期との継続性は希薄だが，１５

世紀代の遺構は認められ，中世を通じての継続性は高い。

　④医学部構内：今回の調査地点を北縁とするような範囲に１３・１４世紀代の遺構が密集し

ている。ただし，医学部構内の西半は，基盤層がシルト質土で，中～近世を通じて土取り

の空間となっているため，井戸以外の遺構は確認できていない。古代以前の遺構は認めら

れず，また１５世紀代以降は耕作地となっている。

　これらは，１３世紀の一時期に展開する①，古代以来の開発領域で中世を通じての継続性

も高い②と③，１３・１４世紀代に限られたなかでの継続性を示す④，とそれぞれ盛行時期や

継続性，遺構の性格に微妙な違いが認められる。史料にみられる吉田地域の活動者たちと

の対応を検討し，それぞれの空間の担い手を特定する作業が，今後の課題となろう。

医学部構内は，今回を加えると，互いに隣接した多数の地点で調査を実施しており，広域

での景観変遷を追跡可能な情報が蓄積されたと言える。今後それぞれの調査情報を総合す

るなかで，あらためて京近郊の中世集落として検討を加える必要があり，個別調査では把

握し得なかった集落景観を浮上させなければならない。

　吉田山西麓への路面　　今回，中世を通じて確認できた路面ＳＦ１は，南方だけでなく，

東方の吉田山西麓へと延びていた。京－近江間の幹線道である白川道から分岐し，吉田社

関連の施設へと至るルートとして整備された可能性があろう。中世末以降路面は衰退する

が，１５世紀後葉の吉田社山上遷座以降，吉田山西南方に社家町が形成されることにとも

なって，道路網も再編されたことは容易に想像でき，それを反映しているのかもしれない。

小　　　　結



また，ＳＦ１の位置は，大学設置前の小字（窪，野守，二本松）の境界となっており，調

査地一帯の土地区画の基本が，中世初頭の開発以降連綿と継承されてきたことが，あらた

めて確認できた。近代に遺存していた土地情報についても，積極的な活用をしながら，中

世以前の復元に取り組んでいく必要があろう。

　石鍋と砥石　　これまで医学部構内では，南方の１４３地点で梵鐘鋳造遺構や鋳型が見つ

かっており，鋳造関連の集団が活動する空間として評価されてきた。しかし今回は，南側

の２７０地点で多数が出土しているような焼土塊や鉄滓もほとんど見られず，そうした活動

を示唆する資料に乏しかった。ただし，石鍋を中心とする滑石製品および砥石類は，これ

まで同様豊富に出土している。とくに滑石製品は，石鍋ばかりでなく，ミニチュア容器や

温石，紡錘車など多様であり，破損品やその再加工途上とみられるものが多数認められる。

本章では，その多くを呈示できなかったが，中世の生産と流通を考えるうえでも重要な意

味を持つものであり，機能の同定と定量的な分析を行いつつ，今後検討を果たしたい。

　出土瓦の問題　　今回は，瓦磚類の出土も少なく，瓦溜は小規模な１基の検出にとど

まった。しかしながら，井戸ＳＥ５３の水溜に用いられていた東大寺銘の叩きを含む３点，

および近接する溝ＳＤ５３上層からの一括出土品は，遺存状態の良い資料群であり，１３世紀

後半以降の造瓦技術や系譜などを検討するうえで，貴重な情報を提供するものとなろう。

とくに，構内遺跡出土の中世瓦類については，従来おもに１３世紀までの中央官衙系の系譜

に連なると評価される資料群が検討対象とされてきた。上述の資料群は，それに後続する

時期の製品であり，系譜としては南都との関連を示唆しているようにも思われる。こうし

た変化が，中世後半期の瓦生産全体の動向を反映するものなのか，調査地の居住者との関

連で生じているのか，今後既出品の分析も加えるなかで，明らかにしていきたい。

　オルソ写真画像の作成　　今回，各遺構面の空撮画像を加工したオルソ写真画像を作成

した（図版２２）。遺構平面図の作成効率化や，遺跡情報のデジタル化への試験的作業であ

り，利点と欠陥についての多くの知見を得ることができた。東西が６０�を超える今回の調

査地のような場合，撮影が大規模にならざるを得ず，発掘調査の過程で綿密な予算と工程

の調整が求められる。したがって，機動性に欠ける資料化ではあるが，得られた画像は位

置情報も含むデジタル画像としてＷｅｂも含めて活用可能であり，資料価値は高いといえ

る。今後，遺構の重要度に応じて規模を工夫しつつ，活用を試みていきたい。

　なお，今回の調査に際して，中世瓦全般について上原真人氏に，オルソ写真画像につい

て宮原健吾氏に，ご教示いただきました，末筆ながらお礼申し上げます。
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