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第２章　京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

千葉　豊　

　１　調査の概要

　本調査区は，京都大学医学部構内の北東部に位置し，吉田橘町遺跡に含まれる（図版１

－２９８）。ここに，医学部学友会館の新営が計画されたため，周辺地区でおこなわれたこれ

までの調査の成果を勘案して，新営予定地全域の発掘調査を実施した。調査期間は，２００２

年１２月６日から２００３年３月３１日，調査面積は１２００�である。

　本調査区周辺ではこれまでの調査で，中世・近世の白川道（１９０・２７７地点）とともに，

近世の石列など土地区画痕跡や野壺群・柵状施設（７４地点）および中世の井戸や土取穴

（７４・２７０地点）が確認されており，中世～近世の白川道南辺の土地利用状況が判明しつ

つある。このような既往の調査成果から，本調査区でも白川道をはじめとする中世・近世

の遺跡の存在を予想しつつ，発掘調査を進めた。

　調査区のほとんどが大学開設以来建物がなかった場所なので遺跡の良好な残存を期待し

て発掘を進めたが，残念ながら多くの管路などで遺構面が寸断されており，遺構の保存状

況はよくなかった。出土遺物は，縄文時代から近代におよび，整理箱８３箱を数えた。

　調査の結果検出したおもな遺構は，縄文時代の自然流路，中世の道路状遺構・井戸，近

世の野壺・土取穴などである。

　縄文時代の自然流路は白川系流路であり，縄文後期の土器を包含する。この地における

白川系流路の展開を知る成果となった。中世の道路状遺構は２本検出した。このうち調査

区北辺でみつかった道路状遺構は，調査区北側をはしる現在の白川道とほぼ併行してお

り，中世白川道と判断できる。もう１本は南北方向にはしる道路状遺構で，調査区南西辺

でカーブを描きながら，西に曲がり調査区外へと続いていた。北端が攪乱により不明確で

あったが，白川道へと接続していたと考えられる。４基の井戸がこの道路状遺構と重なっ

てみつかっており，２基は路面造成前，２基は路面廃絶後に作られており，両者の井戸の廃

絶時期から，この道路状遺構の利用期間は比較的短期間であったと推定された。近世の土

取穴と野壺は，いずれも調査区北東辺で検出した。土取穴からは，幕末期の大量の陶磁器

類が出土した。２基検出した野壺は，調査区の北側に隣接する現在の白川道に添う形で検

出しており，近世白川道は現在の道路とほぼ重なっていることが判明した。



　２　層　　　位

　本調査区一帯は，地表面の標高が東北隅で５２．８�，南西隅で５１．５�をはかり，東北から

南西へゆるやかに傾斜する地形である。調査区西壁の層位を示す（図１）。基本的な堆積

は，上から順に，表土（第１層），黒色土（第２層），茶褐色土（第３層），黄色シルト（第

４層），茶褐色砂礫（第５層）となる。
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図１　調査区西壁の層位　縮尺１�５０
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　第１層の表土は，大学関連の整地土，第２層の黒色土は，近世の耕作土である。第３層

の茶褐色土は中世の遺物包含層で，１２世紀から１６世紀までの遺物が出土している。厚いと

ころでは９０�前後の厚みをもっており，粘性や砂粒の入り方から，３層に細分することが

可能であった。第４層の黄色シルトは，医学部構内から病院構内の東辺一帯でみられる，

黄灰色シルトあるいは青灰色シルトとされる堆積物と同様のものと判断する。中世～近世

に土取りの対象となった堆積物である。今回の調査では，この層中から縄文前期後半の土

器（Ⅰ１）が１点ではあるものの出土し，堆積年代を明らかにする手がかりの一つを提供

した。第５層の茶褐色砂礫は，高野川系流路による堆積物とみられる。

　なお，調査区西半にはあらわれないが，東半では第４層の黄色シルトをきって堆積して

いる白色粗砂をいくつかの地点で確認した。後世の攪乱のため，正確な分布範囲を確定す

ることはできなかったが，北東から南へ流れた白川系流路による堆積物であろう。縄文時

代後期の土器が出土している。

　３　先史時代の遺物

　前節で記したように，黄色シルトおよび白色粗砂から縄文土器が出土したほか，歴史時

代の包含層・遺構からも，若干量の縄文土器・弥生土器が出土しているので，あわせてこ

こで解説しておきたい。Ⅰ１が黄色シルト，Ⅰ２・Ⅰ８・Ⅰ１３・Ⅰ１５～Ⅰ２０が白色粗砂出

土で，それ以外は歴史時代層から出土したものである。白色粗砂出土資料のうち，Ⅰ８・

Ⅰ２０は磨滅が進んでいるが，残りは良好な遺存状況を示している。

　Ⅰ１は前期の土器。０段多条の２段右撚りの縄文地に，刻みを加えた突帯を貼り付けて

いる。器壁の厚さ３�と薄い。前期後半の北白川下層Ⅲ式。

　Ⅰ２～Ⅰ２１は，後期の土器である。Ⅰ２は口縁端部に面取りを施し，頸部に沈線文の端

が見えるが，小破片で文様の構成は不明である。Ⅰ３・Ⅰ４は胴部資料で，横走する帯縄

文で飾る。縄文原体は，Ⅰ３が１段左撚り，Ⅰ４が２段右撚りである。Ⅰ５は口縁部が内

湾するボウル状の浅鉢。磨滅しておりはっきりしないが，口辺に３条の沈線を横走させ，

２段左撚り縄文を充填しているようである。Ⅰ６は２段右撚り縄文を全面に施す。Ⅰ７は１

条の沈線が垂下する。Ⅰ８は摩耗ではっきりしないが，２段左撚りの縄文を地文に施し，

沈線で三角形状の文様を描くようである。Ⅰ９は深鉢の胴部資料で，３ないし４条の沈線

束を横位，斜位にめぐらし，蛇行沈線で区切ったのち，２段右撚り縄文を充填している。Ⅰ

１０は口辺に条線文を斜位，横位にめぐらす。Ⅰ１１～Ⅰ２０は無文土器。Ⅰ２１は底部資料で，

先史時代の遺物
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図２　先史時代の遺物（Ⅰ１縄文前期，Ⅰ２～Ⅰ２１縄文後期，Ⅰ２２縄文晩期，Ⅰ２３弥生前期）
　　　縮尺１�３
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胎土に角閃石を多量に含み，暗褐色を呈している。

　文様をもつ後期の土器のうち，Ⅰ９は中葉の北白川上層式３期に比定できる。それ以外

ではⅠ２が初頭（中津式～福田Ｋ２式）にさかのぼる可能性をもつものの，おおむね北白

川上層式２期前後に比定してよいと考える。

　Ⅰ２２は晩期終末の凸帯文土器。頸胴部の境に，Ｄ字刻み目をもつ凸帯を貼付する。

　Ⅰ２３は弥生前期の土器。強く外反する口縁端部に１条の沈線をめぐらし，その両側にＶ

字状の刻みを加えている。頸部には４条の沈線を横走させ，その下位に４条以上の斜行す

る沈線を施している。畿内第Ⅰ様式新段階の甕形土器である。

　４　古代・中世の遺跡

　� 古代・中世の遺構（図版３・４，図３～５）

　古代の遺構は，調査区南西辺で見つかった１１世紀代の土坑ＳＫ２１のみ。

　中世に属する遺構としては，道路，井戸，土坑，集石，溝などがある。このうち，道路

遺構については，第３項で記述する。各種遺構の時期は１２世紀後半から１６世紀におよぶ

が，１３世紀の遺構が主体を占めており，この時期にこの地で活発な活動がおこなわれたと

推定できる。記述の便宜上，在地産の土師器椀・皿類の編年を基準にして，以下のように

３時期に大別して報告する。

　中世１期：２段撫で手法のＣ類と１段撫で手法のＤ類が主体を占める時期。Ｃ類が主体

にＤ類が加わる前半とＤ類が主体となる後半に細分できる。１２世紀後葉～１３世紀。

　中世２期：１段撫で手法Ｅ類が主体を占める時期で，おおむね１４世紀代。

　中世３期：１段撫で手法Ｆ類が出現している時期で，１５世紀以降。

　中世１期の遺構　　井戸，道路，土坑，集石などがみられ，もっとも活発な活動がこの

地でおこなわれた時期である。１期前半の遺構としては，道路ＳＦ２の下層で見つかった

井戸ＳＥ７とＳＥ８およびＳＦ２が主なものであって，遺構は希薄である。１期後半に多

くの遺構が調査区西寄りを中心に作られるようになる。

　ＳＥ７・８は，道路遺構ＳＦ２の下面で検出した井戸である。ＳＥ７は素掘りないしは

木枠の井戸とみられ，石組みの水溜をともなっていた。水溜底の標高は，４９．１７�である。

ＳＥ８は円形石組みの井戸。井戸底の標高，４９．０９�をはかる。

　これにたいして，ＳＥ１・６はＳＦ２の上面で検出された井戸であり，ＳＥ５も掘形が

一部ＳＦ２を切って構築されていた。ＳＥ１は直径２．８�前後の円形掘形をもち，方形石

古代・中世の遺跡



組みで井戸側を構築していた。井戸側の石は，下段に大きな礫を据えて上部に向かって小

振りな礫を配置している。井戸底の標高は，４８．５２�。ＳＥ５は直径２．６�前後の円形掘形

をもつ。上半は崩落しており，原形をとどめていなかったが，下半に方形石組みの井戸側

が残存しており，曲物を設置したとみられる直径４０�の円形水溜をともなっていた。水溜

底の標高は，４８．３３�。ＳＥ６は直径３～４�の不整円形の掘形をもつ井戸。ＳＥ５同様，

上半は崩落していたが，下半に方形石組みの井戸側が残存していた。最下段には方形木枠

を設置した痕跡が残り，四隅の結合部から鉄釘が出土している。水溜として，小型の石組

みが構築されていたようであるが，崩壊が著しく明瞭にとらえることはできなかった。水

溜底の標高，４７．６１�をはかる。
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図３　中世の遺構　縮尺１�４００
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図４　井戸ＳＥ１・ＳＥ２　縮尺１�４０
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　ＳＫ１６は南北方向に細長い

溝状土坑。ＳＦ２の東側に平

行するので，ＳＦ２の側溝と

なる可能性もある。調査区北

辺のＳＫ４，南東隅のＳＫ１３

は，シルトを掘り込んで掘削

をやめており，土取穴と考え

られる。このほか，集石をと

もなう土坑（ＳＫ１８・１９・２３，

ＳＸ３），掘り込みの明瞭で

ない集石（ＳＸ４～９），小土

坑（ＳＫ５・７・１４・１７）は，

大きさや形はさまざまだが，

調査区西半に集中して見つ

かっている。

　中世２期の遺構　　井戸，

道路，土坑，柱穴などがみら

れる。１期と比較して遺構数

は減少し，１期の遺構が集中する調査区西辺にはほとんどみられない。

　ＳＥ２は調査区中央やや北寄りで見つかった井戸で，直径１．８�前後の不整円形の掘形

をもつ。井戸側を円形石組みで構築し，その下部に方形木枠を２段重ね，最下部を円形石

組みで構築して水溜としていた。また，水溜の最下段石組み底面と同じ標高から，水溜に

ちょうど収まる大きさの平石が見つかった。その状況から判断して，意図的に置かれたも

のであろう。水溜底の標高は４８．２２�。

　ＳＥ２の西，約３�の地点で見つかったＳＫ１０は，南側を攪乱で破壊されているが，最

大幅１．２�，現存長２．３�，復元長２．５�前後，検出面からの深さ０．４�をはかる，長楕円形

の土坑である。南よりの床面上からわずかに浮いた状態で，完形の土師器椀（Ⅰ４１２）と

小椀（Ⅰ４１４）が斜めに立った状態で出土した。またその南側からは，やはり床面上から

わずかに浮いた状態で礫数個が検出された。土坑の形態や遺物の出土状況から，土坑墓の

可能性が高いと考える。
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図５　土坑ＳＫ１０　縮尺１�３０
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　ＳＫ１１はＳＫ１０の東側，ＳＫ１２は西側から見つかった。根石と見られる礫が見つかって

おり，柱穴とみられるが，建物の復元までには至らない。ＳＫ６は調査区南西寄りで見つ

かった不定形土坑。土取穴であろう。

　中世３期の遺構　　活動がきわめて希薄となり，わずかに土坑ＳＫ１・２があるのみ。

いずれも調査区南西隅で検出した土坑で，黄色シルトを掘り込んだところで掘削を止めて

いる。シルトの採取を目的とした土取穴と考えられる。

　� 古代・中世の遺物（図６～２０）

　ＳＫ２１出土遺物（Ⅰ２４～Ⅰ２６）　　Ⅰ２４・Ⅰ２５は土師器皿で，Ⅰ２４は「て」字状口縁手

法Ｂ３類，Ⅰ２５はＢ１類。Ⅰ２６は土師器甕。１１世紀代であろう。まとまった遺物の出土した

古代の遺構は，これのみである。

　ＳＥ７出土遺物（Ⅰ２７～Ⅰ４８）　 　中世１期前半。Ⅰ２７～Ⅰ４３は橙褐色を呈する土師器

皿。口径８．５～９�のⅠ２７～Ⅰ３０，１３．５～１４�前後のⅠ３１～Ⅰ３９，１４．５～１５�のⅠ４０～Ⅰ４３

におおむね３分できる。１段撫で手法Ｄ類も含みつつ，主体は２段撫で手法のＣ３・Ｃ４・

Ｃ５類である。Ⅰ４４は土師器受皿。Ⅰ４５は青磁椀。内外面に，櫛描文をもつ。Ⅰ４６は土師

器鉢。口縁外側が短く直立し，内側は強い撫でで凹んでいる。外面に煤が付着する。Ⅰ４７

は瓦器羽釜。Ⅰ４８は口頸部が強く外反する常滑焼の甕。口縁端部はシャープで，内側がわ

ずかに凹んでいる。

　ＳＥ８出土遺物（Ⅰ４９～Ⅰ６１）　 　中世１期前半。Ⅰ４９～Ⅰ５９は橙褐色の土師器皿。Ⅰ

４９～Ⅰ５７は口径８．５～９．５�前後で，Ｃ３類（Ⅰ５４・Ⅰ５７），Ｃ４類（Ⅰ４９・Ⅰ５１～Ⅰ５３・Ⅰ

５５），Ｄ１類（Ⅰ５０・Ⅰ５６）からなる。Ⅰ５８は，Ｃ４類で口径１２�。Ⅰ５９は，Ｃ５類で口径１４

�。Ⅰ５０・Ⅰ５２・Ⅰ５３は，口縁端部に煤が付着する。Ⅰ６０・Ⅰ６１は土師器鉢。口縁部が外

側へ向かって開く形態。Ⅰ６１は胴中位付近から大きく外へ向かって開く。いずれも口径２１

�前後，外面に輪積痕を残す。Ⅰ６０は外面全体に煤が厚く付着し，Ⅰ６１は火熱のためか外

側器面の剥落が著しい。

　ＳＥ６出土遺物（Ⅰ６２～Ⅰ１２７）　 　中世１期後半。Ⅰ６２～Ⅰ１０１は橙褐色の土師器皿。

法量分布から，口径８～９�台と１２～１４�台の２つに分類できる。１段撫で面取り手法Ｄ４・

Ｄ５類が主体となる。Ⅰ６３・Ⅰ９１・Ⅰ１０１は内外面とも煤で黒く変色している。Ⅰ１０２・Ⅰ

１０３は橙褐色の土師器受皿。Ⅰ１０４・Ⅰ１０５は土師器椀で，Ⅰ１０４は灰白色，Ⅰ１０５は橙褐色

を呈する。Ⅰ１０６は土師器高杯の脚部。Ⅰ１０７は灰白色を呈する土師器の蓋。Ⅰ１０８は瓦器

椀。内外面にまばらな磨き調整が見られる。Ⅰ１０９は灰釉系陶器の小椀。Ⅰ１１０・Ⅰ１１１は，

古代・中世の遺跡
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京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

図６　ＳＫ２１出土遺物（Ⅰ２４～Ⅰ２６土師器），ＳＥ７出土遺物（Ⅰ２７～Ⅰ４４・Ⅰ４６土師器，Ⅰ４５青磁，
Ⅰ４７瓦器，Ⅰ４８陶器）



１３

東播系須恵器すり鉢。口縁部が三角形状となる。

　Ⅰ１１２～Ⅰ１１７は白磁椀。Ⅰ１１２・Ⅰ１１３は口縁部が玉縁状となり，Ⅰ１１４は尖り気味に仕上

げている。Ⅰ１１８は白磁皿。見込みに，片切彫りと櫛描列点文による文様をもつ。Ⅰ１１９・

Ⅰ１２０は青磁椀。内面に，Ⅰ１１９は篦描と櫛描，Ⅰ１２０は篦描による文様をもつ。Ⅰ１２１～Ⅰ

１２４は青磁皿。Ⅰ１２５は青白磁の壺。Ⅰ１２６は須恵器甕。胴部外面には，平行叩き目を施す。

Ⅰ１２７は常滑焼の甕。口径３４�前後，高さ７３�前後，最大径６０�前後をはかる。体部外面に

は，格子目叩きが５段にわたって帯状に施される。

　ＳＥ１出土遺物（Ⅰ１２８～Ⅰ１４９）　 　中世１期後半。Ⅰ１２８～Ⅰ１４２は橙褐色の土師器

皿。１段撫で面取り手法Ｄ４・Ｄ５類が主体をなす。Ⅰ１４３は灰白色の土師器椀。Ⅰ１４４は瓦

器椀。口縁部内面に沈線がめぐる。内外面とも磨きは施されない。Ⅰ１４５は灰釉陶器の椀。

内面に灰釉が刷毛塗りされ，高台は三日月状を呈する。黒笹９０号窯式に比定でき，９世紀

後半の遺物の混入であろう。Ⅰ１４６は瓦器鍋。蓋受部は，斜めに立ち上がっている。Ⅰ

１４７・Ⅰ１４８は須恵器すり鉢。Ⅰ１４９は須恵器甕。外面に格子目叩きを施している。

　ＳＥ５出土遺物（Ⅰ１５０～Ⅰ１８８）　 　中世１期後半。Ⅰ１５０～Ⅰ１７２は橙褐色の土師器

皿。１段撫で面取り手法Ｄ４・Ｄ５類が中心となる。Ⅰ１７３は橙褐色の土師器受皿。Ⅰ１７４は

灰白色の土師器椀。Ⅰ１７５は土師器鉢。口径１７�，器高７�前後である。外面は輪積み痕

を残し，内面は撫で調整している。外面下半を中心に煤が付着している。Ⅰ１７６・Ⅰ１７７は

須恵器すり鉢。Ⅰ１７８は瓦器片口。Ⅰ１７９は瓦器盤。Ⅰ１８０・Ⅰ１８１は瓦器羽釜。Ⅰ１８２は常滑

古代・中世の遺跡

図７　ＳＥ８出土遺物（Ⅰ４９～Ⅰ６１土師器）



１４

京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

図８　ＳＥ６出土遺物�（Ⅰ６２～Ⅰ１０７土師器，Ⅰ１０８瓦器，Ⅰ１０９陶器，Ⅰ１１０・Ⅰ１１１須恵器）



１５

古代・中世の遺跡

図９　ＳＥ６出土遺物�（Ⅰ１１２～Ⅰ１１８白磁，Ⅰ１１９～Ⅰ１２４青磁，Ⅰ１２５青白磁，Ⅰ１２６須恵器，
Ⅰ１２７陶器）



焼の壺か。口縁外面がわずかに肥厚し，口縁内面は凹んでいる。Ⅰ１８３は口縁部が玉縁状

となる白磁椀。Ⅰ１８４～Ⅰ１８８は青磁。Ⅰ１８４・Ⅰ１８５は皿。Ⅰ１８５は内面に段をもつ。Ⅰ１８６

は，高台畳付を除いて施釉し口縁端部を輪花とする。Ⅰ１８７・Ⅰ１８８は椀の底部。

　ＳＸ３出土遺物（Ⅰ１８９～Ⅰ２２８）　 　中世１期後半。Ⅰ１８９～Ⅰ２１６は橙褐色の土師器

皿。口径８～９�のⅠ１８９～Ⅰ１９９と１２～１３�のⅠ２０１～Ⅰ２１４が多い。前者では１段撫で素

縁Ｄ３類，１段撫で面取りＤ４類，後者では１段撫で面取りＤ５類が主体を占める。Ⅰ２１７・Ⅰ

２１８は土師器受皿で，Ⅰ２１７は灰白色，Ⅰ２１８は橙褐色を呈する。Ⅰ２１９～Ⅰ２２２は灰白色の土

師器椀。Ⅰ２２３～Ⅰ２２４は瓦器椀。Ⅰ２２３・Ⅰ２２４は体部が直線的で，内外面とも磨きを施さ

１６

京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

図１０　ＳＥ１出土遺物（Ⅰ１２８～Ⅰ１４３土師器，Ⅰ１４４・Ⅰ１４６瓦器，Ⅰ１４５陶器，Ⅰ１４７～Ⅰ１４９須恵器）



１７

古代・中世の遺跡

図11　ＳＥ５出土遺物（Ⅰ150～Ⅰ175土師器，Ⅰ176・Ⅰ177須恵器，Ⅰ178～Ⅰ181瓦器，Ⅰ182陶器，
Ⅰ183白磁，Ⅰ184～Ⅰ186青磁）



１８

京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

図１２　ＳＸ３出土遺物（Ⅰ１８９～Ⅰ２２２土師器，Ⅰ２２３～Ⅰ２２７瓦器，Ⅰ２２８白磁）



１９

古代・中世の遺跡

図１３　ＳＫ２４出土遺物（Ⅰ２２９～Ⅰ２４０・Ⅰ２５４土師器，Ⅰ２４１～Ⅰ２４４・Ⅰ２５２・Ⅰ２５３瓦器，Ⅰ２４５・
Ⅰ２４６・２４９須恵器，Ⅰ２４７・Ⅰ２４８白磁，Ⅰ２５０・Ⅰ２５１陶器）



ない。Ⅰ２２５は口径１０�，体部に篦を押して輪花としている。見込みに，菊花状の暗文を施

している。Ⅰ２２６は瓦器鍋。口縁部が鋭く屈曲し，蓋受部が水平となる。Ⅰ２２７は瓦器盤。

Ⅰ２２８は白磁椀の底部。

　ＳＫ２４出土遺物（Ⅰ２２９～Ⅰ２５４）　 　中世１期後半。Ⅰ２２９～Ⅰ２３６は橙褐色の土師器

皿。いずれもＤ類で，Ⅰ２２９・Ⅰ２３０はＤ４類，Ⅰ２３１～Ⅰ２３３はＤ３類，Ⅰ２３４はＤ５類，Ⅰ２３５・

Ⅰ２３６はＤ６類。Ⅰ２３７～Ⅰ２３９は灰白色の土師器椀。Ⅰ２４０は灰白色の土師器受皿。Ⅰ２４１・

Ⅰ２４２は瓦器椀。Ⅰ２４１は体部を篦で押して輪花とする。Ⅰ２４３は瓦器羽釜。Ⅰ２４４は口径

４．４�前後のミニチュアの瓦器脚付き羽釜。Ⅰ２４５・Ⅰ２４６は須恵器すり鉢。口縁部の断面形

が三角形状を呈する。Ⅰ２４７は白磁椀。口縁端部が外側へ折れる。Ⅰ２４８は白磁皿。全面施

釉後，底部のみ削り取る。見込みに櫛描文を施す。Ⅰ２４９は須恵器甕。Ⅰ２５０・Ⅰ２５１は常滑

焼甕。いずれも口縁外側がわずかに肥厚し，口縁内面が凹んでいる。Ⅰ２５２・Ⅰ２５３は瓦器

盤。Ⅰ２５４は土師器羽釜。口径３０�前後で，口頸部は内傾し胴部は丸みを帯びる。外面は

撫で仕上げ。内面は刷毛目仕上げで，口縁内面のみ撫でを施すことにより，段差が生じて

いる。

　ＳＫ４出土遺物（Ⅰ２５５～Ⅰ２７７）　 　中世１期後半。Ⅰ２５５～Ⅰ２６６は橙褐色の土師器

皿。口径８．５～９．５�のⅠ２５５～Ⅰ２５７はＤ３類。ほかは，Ｄ４・Ｄ５類が主体を占める。Ⅰ２５７・

Ⅰ２５８・Ⅰ２６６には口縁端部に煤が付着する。Ⅰ２６７～Ⅰ２７５は灰白色の土師器椀。Ⅰ２７６は口

径１９�前後をはかる瓦器鉢。口縁内側端部が三角形状に肥厚し，上面は強い撫でによって

凹面となる。外面は指押さえ，内面は横撫で仕上げ。Ⅰ２７７は瓦器椀。内面に磨きを施し

ている。

　ＳＫ７出土遺物（Ⅰ２７８～Ⅰ２８０）　 　中世１期後半。いずれも橙褐色の土師器皿。Ｄ３

類（Ⅰ２７８）とＤ４類（Ⅰ２７９・Ⅰ２８０）。

　ＳＫ２２出土遺物（Ⅰ２８１～Ⅰ２８４）　 　中世１期後半。Ⅰ２８１～Ⅰ２８３は橙褐色の土師器

皿。Ｄ３類（Ⅰ２８１・Ⅰ２８２）とＤ４類（Ⅰ２８３）からなる。Ⅰ２８４は口縁部が玉縁状となる白

磁椀。

　ＳＫ２３出土遺物（Ⅰ２８５～Ⅰ２８７）　 中世１期後半。いずれも橙褐色の土師器皿。Ｄ２類

（Ⅰ２８６），Ｄ４類（Ⅰ２８５），Ｄ５類（Ⅰ２８７）。

　ＳＫ１４出土遺物（Ⅰ２８８）　 中世１期。口径８．５�をはかる灰釉系陶器の小椀。

　ＳＸ７出土遺物（Ⅰ２８９）　 瓦器の鍋。体部が直線的に立ち上がり，口縁部は屈曲して斜

め外側へ立ち上がる。

２０

京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査



２１

図14　ＳＫ４出土遺物（Ⅰ255～Ⅰ275土師器，Ⅰ276白磁，Ⅰ277瓦器），ＳＫ７出土遺物（Ⅰ２７８～Ⅰ
２８０土師器），ＳＫ２２出土遺物（Ⅰ２８１～Ⅰ２８３土師器，Ⅰ２８４白磁），ＳＫ２３出土遺物（Ⅰ２８５～
Ⅰ２８７土師器），ＳＫ１４出土遺物（Ⅰ２８８陶器），ＳＸ７出土遺物（Ⅰ２８９瓦器），ＳＸ８出土遺物
（Ⅰ２９０～Ⅰ２９２土師器，Ⅰ２９３陶器）

古代・中世の遺跡



２２

京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

図１５　ＳＸ４出土遺物（Ⅰ２９４～Ⅰ３１４土師器，Ⅰ３１５～Ⅰ３１８白磁，Ⅰ３１９・Ⅰ３２０青磁），ＳＸ６出土
遺物（Ⅰ３２１～Ⅰ３５４土師器，Ⅰ３５５瓦器）



２３

古代・中世の遺跡

図１６　ＳＫ１３出土遺物（Ⅰ３５６～Ⅰ３７２土師器，Ⅰ３７３須恵器，Ⅰ３７４～Ⅰ３７６瓦器），ＳＫ１６出土遺物
（Ⅰ３７７～Ⅰ３８１土師器，Ⅰ３８２青磁，Ⅰ３８３瓦器），ＳＫ１８出土遺物（Ⅰ３８４～Ⅰ３９０土師器，Ⅰ
３９１白磁，Ⅰ３９２・Ⅰ３９３瓦器）



　ＳＸ８出土遺物（Ⅰ２９０～Ⅰ２９３）　 　中世１期後半。Ⅰ２９０～Ⅰ２９２は橙褐色の土師器

皿。Ｄ３類（Ⅰ２９０・Ⅰ２９２）とＤ４類（Ⅰ２９１）。Ⅰ２９２は内外面に煤が薄く付着する。Ⅰ２９３

は常滑焼甕。口縁部内側がわずかに凹んでいる。

　ＳＸ４出土遺物（Ⅰ２９４～Ⅰ３２０）　 　中世１期後半。Ⅰ２９４～Ⅰ３０９は土師器皿。橙褐色

が多いが，Ⅰ２９８・Ⅰ３００・Ⅰ３０５は灰白色を呈する。口径１０�未満の小型の皿（Ⅰ２９４～Ⅰ

３０９）は，Ｄ３類が主体を占める。Ⅰ３０８は内外面に煤が付着する。Ⅰ３１０～Ⅰ３１２は灰白色の

土師器椀。Ⅰ３１４は橙褐色の土師器受皿。Ⅰ３１５～Ⅰ３１７は白磁の椀。Ⅰ３１５は口縁部を玉縁

状，Ⅰ３１６は尖頭状につくっている。Ⅰ３１７は胴下部から底部破片で，外面に櫛描文，内面

に櫛描文と篦描文を施している。Ⅰ３１８は白磁皿。内面中位に段差を有する。Ⅰ３１９・Ⅰ３２０

は青磁椀で，いずれも内面にⅠ３１９は篦描文，Ⅰ３２０は篦描文と櫛描文の組み合わせによる

文様をもつ。

　ＳＸ６出土遺物（Ⅰ３２１～Ⅰ３５５）　 　中世１期後半。Ⅰ３２１～Ⅰ３４４は橙褐色の土師器

皿。口径８�台の小型の皿（Ⅰ３２１～Ⅰ３３６）はＤ３類を主体にＤ４類が伴なっている。口径

１１～１２�台の皿（Ⅰ３３７～Ⅰ３４３）はＤ５類が主体で，Ｄ２類が伴なう。Ⅰ３４５～Ⅰ３４７は灰白

色を呈する土師器受皿。Ⅰ３４８～Ⅰ３５３は灰白色の土師器椀。Ⅰ３５４は灰白色の土師器高杯。

Ⅰ３５５は口径８．８�をはかる瓦器小椀。

　ＳＫ１３出土遺物（Ⅰ３５６～Ⅰ３７６）　 中世１期後半。Ⅰ３５６～Ⅰ３７０は橙褐色の土師器皿。

１段撫で素縁のＤ１～Ｄ３類が主体を占めるが，１段撫で素縁Ｅ３類（Ⅰ３５６・Ⅰ３６２）もみら

れる。Ⅰ３７１は灰白色の土師器椀。Ⅰ３７２は白磁椀。口縁端部を口禿とする。Ⅰ３７３は須恵

器すり鉢。口縁外側が肥厚する。Ⅰ３７４は瓦器鍋。口縁部は鋭く屈曲する。Ⅰ３７５・Ⅰ３７６は

瓦器羽釜。体部がやや丸みを帯びる。

　ＳＫ１６出土遺物（Ⅰ３７７～Ⅰ３８３）　 　中世１期後半。Ⅰ３７７・Ⅰ３７８・Ⅰ３８０・Ⅰ３８１は橙褐

色の土師器皿。Ⅰ３７９は橙褐色の土師器受皿。内面に煤が付着する。Ⅰ３８２は口径１０�をは

かる小型の白磁の皿。内面に段をもつ。Ⅰ３８３は瓦器鍋。

　ＳＫ１８出土遺物（Ⅰ３８４～Ⅰ３９３）　 　中世１期後半。Ⅰ３８４・Ⅰ３８５は橙褐色の土師器皿。

Ｄ３類。Ⅰ３８６・Ⅰ３８７は灰白色で，口径７�と９�の小椀。Ⅰ３８８は橙褐色の土師器受皿。

Ⅰ３９１は白磁椀。口縁端部が外側へおれる。Ⅰ３８９・Ⅰ３９０は灰白色の土師器高杯の脚部。Ⅰ

３９２は瓦器小椀。体部を篦押しで輪花とする。Ⅰ３９３は瓦器羽釜。

　ＳＫ２０出土遺物（Ⅰ３９４・Ⅰ３９５）　 　中世１期後半。橙褐色の土師器皿。Ｄ３類（Ⅰ３９４）

とＤ２類（Ⅰ３９５）。

２４

京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査



２５

古代・中世の遺跡

図１７　ＳＫ２０出土遺物（Ⅰ３９４・Ⅰ３９５土師器），ＳＫ１９出土遺物（１）（Ⅰ３９６・Ⅰ３９７・Ⅰ４００・Ⅰ４０１
土師器，Ⅰ３９８・Ⅰ３９９瓦器，Ⅰ４０２・Ⅰ４０４陶器，Ⅰ４０３白磁），ＳＫ６出土遺物（Ⅰ４０５・Ⅰ４０６
土師器，Ⅰ４０７白磁，Ⅰ４０８瓦器），ＳＫ１０出土遺物（Ⅰ４０９～Ⅰ４１５土師器，Ⅰ４１６・Ⅰ４１７瓦器）



　ＳＸ５出土遺物（Ⅰ３９６～Ⅰ３９９）　 　中世１期後半。Ⅰ３９６・Ⅰ３９７は橙褐色の土師器皿。

Ｄ３類とＤ５類。Ⅰ３９８は瓦器小椀。見込みに，菊花状の暗文を施している。Ⅰ３９９は瓦器

盤。口縁端部が内側へ肥厚する。

　ＳＫ１９出土遺物（Ⅰ４００～Ⅰ４０４・Ⅰ４１８・Ⅰ４１９）　 　Ⅰ４００・Ⅰ４０１は土師器盤。口縁部が

内湾する。Ⅰ４００は口径２１�，器高８．８�。体部に縦方向の密な磨きを施している。内面は

撫で仕上げ。Ⅰ４０１は口径２２．５�前後。口縁部の一部にくり込みをもつ。中央に沈線を施

した低平な突帯が２条横走する。Ⅰ４０２は内外面に緑釉を施釉する陶器盤。Ⅰ４０３は玉縁状

口縁となる白磁椀。Ⅰ４０４は古瀬戸壺の底部か。Ⅰ４１８は口径４０．８�をはかる常滑の甕。口

縁部が上下に縁帯状に拡張している。Ⅰ４１９は石臼。磨り面は約２分の１残存するが，下

底面の縁部は欠失する。下臼で，下部周辺が鍔状に大きく広がる茶臼（茶磨）である。鍔

部を含めた復元径３５�前後，磨り面の径１９．５�，現存高９．５�をはかる。磨り面は主溝に

よって８分割され，それぞれ１３本の副溝がある。中心には径２．５�の心棒孔があく。磨り
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図１８　ＳＫ１９出土遺物�（Ⅰ４１８陶器，Ⅰ４１９石製品）　 縮尺１�５　
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図１９　ＳＫ１５出土遺物（Ⅰ４２０～Ⅰ４２２土師器，Ⅰ４２３白磁，Ⅰ４２４・Ⅰ４２５陶器），ＳＥ２出土遺物（Ⅰ
４２６～Ⅰ４４５土師器，Ⅰ４４６・Ⅰ４５１陶器，Ⅰ４４７・Ⅰ４５２・Ⅰ４５３瓦器，Ⅰ４４８・Ⅰ４４９石製品）



面は使用により磨滅している。

　ＳＫ６出土遺物（Ⅰ４０５～Ⅰ４０８）　 　中世１期～２期。Ⅰ

４０５は橙褐色の土師器皿。Ｄ３類。Ⅰ４０６は灰白色の土師器小

椀。Ⅰ４０７は白磁皿。口縁端部が外側へ折れる。Ⅰ４０８は瓦器

鍋。蓋受け部は２段に屈曲するものの，口縁部はほとんど立

ち上がらない。

　ＳＫ１０出土遺物（Ⅰ４０９～Ⅰ４１７）　 　中世２期。Ⅰ４０９は橙褐色の土師器皿。Ｅ３類。Ⅰ

４１０～Ⅰ４１３は灰白色の土師器椀。Ⅰ４１４・Ⅰ４１５は灰白色の土師器凹底小椀。Ⅰ４１６は瓦器

鍋。蓋受け部は立ち上がりをもたない。Ⅰ４１７は瓦器火鉢。脚がつく。

　ＳＫ１５出土遺物（Ⅰ４２０～Ⅰ４２５）　 　中世２期。Ⅰ４２０～Ⅰ４２２は灰白色の椀。Ⅰ４２３は

白磁皿。口縁部を口禿とする。Ⅰ４２４は灰釉系陶器すり鉢。Ⅰ４２５は陶器甕。

　ＳＥ２出土遺物（Ⅰ４２６～Ⅰ４５３）　 　中世２期。Ⅰ４２６～Ⅰ４３２は橙褐色を呈する土師器

皿。Ｄ２ 類（Ⅰ４２７），Ｅ１ 類（Ⅰ４２８），Ｅ３ 類（Ⅰ４２６・Ⅰ４２９・Ⅰ４３１），Ｅ４ 類（Ⅰ４３０・Ⅰ

４３２）。Ⅰ４３３～Ⅰ４３５は灰白色を呈する土師器小椀。口径７�前後。Ⅰ４３６は，口縁部が内

湾しつつ立ち上がる，あまり類例を見ない形態の椀。口径５．４�，器高１．９�。Ⅰ４３７～Ⅰ

４４５は灰白色の土師器椀。Ⅰ４４６は口径３．０�をはかる古瀬戸の小型無頸壺。Ⅰ４４７・Ⅰ４５３は

瓦器の火鉢。ともに輪花形を呈し，Ⅰ４４７は花文のスタンプ文を口辺部にもつ。Ⅰ４４８は砥

石。両平坦面とも使用による線条痕が観察できる。Ⅰ４４９は石鍋。口径１７．５�，器高７．４�

をはかる。口縁直下に削りだしによる鍔がめぐる。Ⅰ４５０は須恵器すり鉢。口縁外側端部

が肥厚する。Ⅰ４５１は備前焼すり鉢。６条単位のすり目が施される。Ⅰ４５２は瓦器鍋。

　ＳＫ１出土遺物（Ⅰ４５４～Ⅰ４５６）　 　中世３期。いずれも橙褐色を呈する土師器皿で，

器壁が厚く端部を丸くおさめるＦ１類。底部内面の周縁が凹線状にくぼんでいる。ＳＫ１

出土遺物は１６世紀代のものであろう。

　� 道路遺構とその関連遺物（図版２・４，図１・３・２１・２２）

　ＳＦ２　　ＳＦ２は調査区西辺で検出した。路面幅３～４�ほどで南北方向に伸び，調

査区南西隅で西側へと方向を変えて調査区外へと続いている。北端はＳＦ１に接続してい

た可能性が高いが，はっきりととらえることはできなかった。調査区西壁で観察できた道

路の断面を図１（p.４）に示している。地山を削り込んで路面を形成していること，路盤

は固結した砂質土からなり，補修によって何枚か形成されていることが読み取れる。さき

に記述しているように，井戸ＳＥ７・ＳＥ８の上に路面が形成され，またＳＦ２の廃絶後
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図２０　ＳＫ１出土遺物（Ⅰ４５４
～Ⅰ４５６土師器）
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に井戸ＳＥ１・ＳＥ６，集石ＳＸ５が構築されている。

　Ⅰ４５７～Ⅰ４７１は，路盤ないしは路面堆積物から出土した遺物である。Ⅰ４５７～Ⅰ４６６は土

師器皿。ての字口縁Ｂ類を含むが，２段撫で手法Ｃ３・Ｃ５類，１段撫で手法Ｄ１・Ｄ３・Ｄ４

類が主体を占める。Ⅰ４６４のみ灰白色で，ほかは橙褐色。Ⅰ４６７は土師器受皿。Ⅰ４６８は瓦

器の小椀。磨きは施されない。Ⅰ４６９は須恵器高坏。Ⅰ４７０は土師器鉢。Ⅰ４７１は青磁皿。

見込みに，魚文を施している。一部，古代にさかのぼる遺物が含まれるものの，主体は中

世１期（１２世紀後葉～１３世紀前葉ごろ）のものである。この年代は，ＳＦ２の下部および

上部から見つかった井戸の年代とも整合的であり，道路の存続時期を１２世紀末から１３世紀

初めごろと想定することができるであろう。

　ＳＦ１　　ＳＦ１は調査区北辺で検出した。調査区の北端で調査区外へと広がってお

り，また近代以降の造成によって破壊されている部分が大きく，面的な広がりとしてとら

えられた部分は少なかったが，おおむね北東－南西方向へ伸びる路面とみてよく，中世白

川道の一部と理解できる。図２１はその断面図である。路盤はシルトや砂質土の硬化層から

なる。溝ＳＤ４の南側に広がる硬化面と北側にみられる硬化面が確認でき，層位から前者

が後者より古いこと，すなわち新旧２つの路面が形成されていることがわかる。溝ＳＤ４

は，ほぼ同位置で数度に渡って掘り直されており，ＳＦ１にともなう側溝と理解したい。

この理解が正しければ，ＳＦ１古段階ではＳＤ４は北側を画する溝として機能し，北側へ

道筋が移動したのにともなって，新段階では南側を画する溝として機能したと考えられる。

　Ⅰ４７２～Ⅰ４８０は，ＳＦ１古段階の路盤にともなって出土した遺物。Ⅰ４７２～Ⅰ４７７は橙褐

色を呈する土師器皿。１段撫で手法Ｄ３～Ｄ５類のほか，Ｅ１類（Ⅰ４７４）がみられる。Ⅰ４７８

～Ⅰ４８０は灰白色を呈する土師器椀である。

　Ⅰ４８１～Ⅰ４８９は路面を覆う茶褐色土から出土した遺物。Ⅰ４８１～Ⅰ４８５は橙褐色の土師器

古代・中世の遺跡

図２１　ＳＦ１層位　縮尺１�４０
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図２２　ＳＦ２出土遺物（Ⅰ４５７～Ⅰ４６７・Ⅰ４７０土師器，Ⅰ４６８瓦器，Ⅰ４６９須恵器，Ⅰ４７１青磁），ＳＦ
１路盤出土遺物（Ⅰ４７２～Ⅰ４８０土師器），ＳＦ１上層出土遺物（Ⅰ４８１～Ⅰ４８８土師器，Ⅰ４８９陶
器），ＳＤ４出土遺物（Ⅰ４９０～Ⅰ４９７土師器，Ⅰ４９８陶器，Ⅰ４９９・Ⅰ５００石製品）
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皿で，１段撫で手法Ｄ３・Ｄ５・Ｅ４類がみられるほか，Ⅰ４８４・Ⅰ４８５は見込みに圏線をもっ

ており，江戸時代初期まで時期が下る。Ⅰ４８６～Ⅰ４８８は灰白色を呈する土師器椀。Ⅰ４８９

は瀬戸産の天目茶碗。

　Ⅰ４９０～Ⅰ５００はＳＤ４から出土した遺物。Ⅰ４９０～Ⅰ４９４は橙褐色の土師器皿で，１段撫

で手法Ｄ５・Ｅ１・Ｅ３類。Ⅰ４９５は灰白色の凹底小椀。Ⅰ４９６・Ⅰ４９７は灰白色の椀。Ⅰ４９８は

灰釉系陶器椀。Ⅰ４９９は硯。Ⅰ５００は砥石。

　こうした遺物の出土状況から判断して，ＳＦ１の古段階は中世１期（１３世紀），新段階

は中世２期（１４世紀）を中心とした時期を想定しておきたい。

　５　近世・近代の遺跡

　� 近世・近代の遺構（図版５・図２３）

　近世に属する遺構として，野壺２基，土取穴１基，小溝１基，方形柱穴多数，近代に属

する遺構として，石組みの溝２基，廃棄土坑１基がある。

　調査区北東端でみつかった野壺ＳＥ３・ＳＥ４はいずれも漆喰製の野壺で，一部は調査

区外へと続いている。白川道沿いに野壺が並ぶ状況は，道路をはさんで北側に隣接する

１９０地点〔森下１９９２〕や本部構内の１８１地点〔五十川ほか１９９２〕などで確認されており，同

様の状況を想定することができよう。調査区北東隅で検出したＳＸ１は，西辺長８�，南

辺長６．４�以上，北辺長６�以上となる大規模な土坑で，東側は調査区外へと続いており，

規模を確定できない。下底面はさらに１辺の長さ３～４�前後で，市松状に砂礫層上面ま

で掘り下げられていた。北辺が現在の白川道とほぼ平行していることから，シルトないし

は砂の採取を目的に白川道沿いに設けられた土取穴であろう，と考える。土取穴廃絶後

は，ゴミ捨て場として利用されたようで，整理箱２５箱におよぶ幕末・明治初年の土器・陶

磁器類が出土した。南北方向の小溝ＳＤ３と１辺２０�前後をはかる方形柱穴は，耕作関連

の遺構であろう。

　溝ＳＤ１・ＳＤ２は，調査区南東辺を東西方向に伸びる近代の石組み水路。調査区中央

で検出した廃棄土坑ＳＸ２は，「防衛食」のマークをもつ陶製缶詰容器（図版８－Ⅰ８８４）

や統制番号をもつ湯たんぽ（図版８－Ⅰ８８５）など，戦時統制下の遺物を含んでいた。

　� 近世の遺物（図版８・図２４～図３５）

　ＳＸ１は発掘の過程で大量の遺物を包含していることが判明したため，上半・下半と

いった埋土の状況と西半・東半といった出土地点の違いから，遺物を分けて取り上げてい

近世・近代の遺跡



る。このような遺物のまとまりは，廃棄の単位を示すとみられるが，整理の過程でこれら

の遺物に年代差を認めることはできなかったので，ここでは出土遺物を一括し，種類ごと

に掲げて解説を加えておきたい。なお，銘・刻印，見込みに表現された文字などのおもな

ものについては図版８に集成したので，参照されたい。

　Ⅰ５０１～Ⅰ５１９は土師器。Ⅰ５０１～Ⅰ５１３は皿。口径４～５�のⅠ５０１～Ⅰ５０５，７．５～８．５�

のⅠ５０６～Ⅰ５０９，１１～１２�のⅠ５１０～Ⅰ５１３がある。Ⅰ５０１・Ⅰ５０３～Ⅰ５０５は内面に離れ砂が

付着し，Ⅰ５０４・Ⅰ５０５は口縁端部に煤がつく。Ⅰ５０９～Ⅰ５１３は，見込みに圏線をもつ。Ⅰ

５１０は内面に広く煤が付着する。Ⅰ５１４・Ⅰ５１５は焼塩壺の蓋と身。Ⅰ５１４は底面に布目痕を
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図２３　近世の遺構　縮尺１�４００
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図２４　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ５０１～Ⅰ５１９土師器，Ⅰ５２０～Ⅰ５５６陶器）



もつ。Ⅰ５１５は，筒状の形態を呈し底部が剥落している。Ⅰ５１６は小型焜炉。外部上半に

は， 魚  子 状の地に花文スタンプを押捺し，下半は鎬状に作り出す。外部と内部を別々に型
なな こ

作りし，接合している。Ⅰ５１７～Ⅰ５１９は五徳。いずれも灰白色を呈し，Ⅰ５１７は「清和堂」

の刻印をもつ。京都・深草の製品である。

　Ⅰ５２０～Ⅰ７０１は陶器をまとめた。とくに産地について記述しない限り，京・信楽系の製

品とみられる。

　Ⅰ５２０～Ⅰ５３８は灰釉を施す灯明皿。口径が６～７�のⅠ５２０～Ⅰ５３３，８�のⅠ５３４，１０

�前後のⅠ５３５～Ⅰ５３７，１２�のⅠ５３８がある。Ⅰ５３５は底面に墨書をもつ。Ⅰ５３９～Ⅰ５５２は

灯明受皿。口径６．５～７�のⅠ５３９～Ⅰ５４３，９�前後のⅠ５４４・Ⅰ５４５，１０�前後のⅠ５４６～Ⅰ

５４８，１１�前後のⅠ５４９・Ⅰ５５０，１２�前後のⅠ５５１・Ⅰ５５２がある。Ⅰ５５２が内面に鉄釉を施し，

瀬戸・美濃系と考えられるほかは，灰釉を施す京・信楽系である。

　Ⅰ５５３～Ⅰ５５７は皿。Ⅰ５５３は高台畳付を除いて白化粧を施し，見込みに呉須で楼閣文を

描いている。底裏に「道八」の銘をもつ。「道八」銘は，これ以外にⅠ６４５・Ⅰ７０４・Ⅰ７２１・

Ⅰ７３２にも見られる。京都の陶工，高橋道八の手になるものである。Ⅰ５５４は見込みに菊花

のスタンプ文をもつ瀬戸・美濃系の皿。Ⅰ５５５は内面から口縁部まで白化粧し，見込みに呉

須で「野々宮」の文字を書く。Ⅰ５５６は高台周りを除いて透明釉を施釉する。見込みに，「花

都」で始まる和歌を綴ったと思われる文字が見える。Ⅰ５５７は外型成形で内面に布目痕をも

ち，外面に指押さえの痕跡が残る。底部外面は轆轤上で碁笥底に仕上げている。轆轤の回

転方向は時計回りである。緑釉と鉄釉を用いて織部風の文様を施す。Ⅰ５５８は，内面に緑

釉，外面に透明釉を施す行灯皿だが，火熱を受けて変色している。口径１８�前後。高台脇

に「自樂」の印銘をもつ。京都系とみられるが，刻印については不詳。

　Ⅰ５５９～Ⅰ５７９は椀の類。Ⅰ５５９～Ⅰ５６２は透明釉を施す無文の平椀。Ⅰ５６３は高台畳付を

除いて透明釉を施し，見込みに鉄釉と呉須で１６弁の菊花文を描いている。口縁部からやや

下がった位置に稜をもつ。丁寧な作りで胎土も精良なので，特注品の可能性がある。Ⅰ

５６４は瀬戸・美濃系の陶胎染付。口縁部端反となる。Ⅰ５６５は全面に白釉を掛け，高台畳付

のみ掻き取っている。見込みに１０個の目跡をもつ。産地不明。Ⅰ５６６は黒釉を施す丸椀。

Ⅰ５６７は透明釉を施す端反椀。火熱を受けたためか，一部変色する。Ⅰ５６８は高台周りを除

いて灰釉を施す。Ⅰ５６９は胴下部から底部を除いて，透明釉を施釉する。Ⅰ５７０は奈良・赤

膚焼で，内面に白泥を刷毛塗りする。高台脇に，「赤ハタ」の瓢箪形刻印をもつ。Ⅰ５７２は

内外面に白泥を刷毛塗りする。底裏に墨書がみられるが，釈読できない。肥前系か。Ⅰ
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近世・近代の遺跡

図２５　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ５５７～Ⅰ５８８陶器）



５７１は高台周りを除いて内外面とも白化粧し，呉須で文様を描く。Ⅰ５７３～Ⅰ５７８は口径６

�前後，高さ４～５�の煎茶椀。高台はいずれも切高台である。Ⅰ５７３～Ⅰ５７６は，透明釉

を施し銹絵による文様をもつ。Ⅰ５７３・Ⅰ５７５・Ⅰ５７６は鶴を描いている。Ⅰ５７７・Ⅰ５７８は，

外面に玉釉を施す。Ⅰ５７９は志戸呂焼の小椀。底裏に「志戸呂」の印銘をもつ。

　Ⅰ５８０～Ⅰ５８８は鉢の類。Ⅰ５８０は口径９．８�をはかる小鉢。見込みに，五徳・団扇・茶

筅・棗？などの道具類を描いている。削り出し高台で，轆轤の回転方向は時計回りである。

Ⅰ５８１・Ⅰ５８２は高台周りを除いて銅緑釉を施し法量も似るが，Ⅰ５８２は口縁部を一部輪花状

に作っている。Ⅰ５８３は胴上部から内面にかけて白化粧し，呉須で文様を描く。Ⅰ５８４～Ⅰ

５８６は飴釉を基調に，口縁部に一部白釉を掛け分けている。Ⅰ５８７は切高台で，胴上部から

内面にかけて黒釉を施している。高台脇に「赤ハタ」の瓢箪形刻印をもつ。Ⅰ５８８は底裏

と高台畳付を除いて透明釉を施し，見込みに銹絵文様をもつ。

　Ⅰ５８９～Ⅰ６００は蓋物の蓋（Ⅰ５８９～Ⅰ５９７）と身（Ⅰ５９８～Ⅰ６００）。いずれも灰釉を施す。

Ⅰ６０１～Ⅰ６１４は土鍋や行平鍋の蓋（Ⅰ６０１～Ⅰ６０７）と身（Ⅰ６０８～Ⅰ６１４）。Ⅰ６０１～Ⅰ６０５

は鉄醤を施して白泥をいっちん描きする。Ⅰ６０６は透明釉を施す。Ⅰ６０７は銹絵で１６弁の菊

花文をあしらい，透明釉を施す。Ⅰ６１２・Ⅰ６１６は口縁端部が鍔状に肥厚する鉄醤を施した

土鍋。Ⅰ６１２のように，２つの小孔をもつ突起が１対口縁部につくものと思われる。内面

の鉄釉を蛇の目状に施すことで，重ね焼きできるように作られている。尾張藩邸関連資料

である本部構内ＡＵ２５区〔伊藤・梶原２００７　p.１６５〕に類例があるものの，京近郊では類例

のほとんどみない産地不明資料である。

　Ⅰ６１５は鉄釉を施す。口縁部が内折し，口のついた痕跡が残る。燗鍋の類とみられる。

Ⅰ６１７は火入れか。鉄絵で文様を描き，透明釉を施釉している。

　Ⅰ６１８～Ⅰ６４５は蓋の類（Ⅰ６１８～Ⅰ６３８）。Ⅰ６１８は灰釉を施す水差しの蓋。Ⅰ６１９～Ⅰ６３１・

Ⅰ６３３～Ⅰ６４０は急須ないしは土瓶の蓋。Ⅰ６１９は藻掛け火襷文をもつ常滑焼。Ⅰ６２０は把手

が剥落する。外面の一部を白化粧し銹絵を施す。Ⅰ６２１・Ⅰ６２２・Ⅰ６２４は透明釉を施し，把

手が亀形を呈する。Ⅰ６２７は布目痕を残す型作り成形で，上面のみ白化粧したのち呉須で

文様を描き，透明釉を掛けている。　Ⅰ６２８～Ⅰ６３０も布目痕を残す型作りで，無釉焼締焼成

である。Ⅰ６３１も型作りで，文様の一部を除き，無釉とする。Ⅰ６３３・Ⅰ６３６・Ⅰ６３８は外面

に透明釉を施釉後，白泥を用いていっちん描きする。Ⅰ６３７は外面白化粧のち呉須で文様

を描く。Ⅰ６３９は茶と白泥を用いて文様を描き，透明釉を施す。

　Ⅰ６４１～Ⅰ６４５は急須ないしは土瓶の身。Ⅰ６４１は白化粧地に呉須で文様を描き，透明釉
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近世・近代の遺跡

図２６　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ５８９～Ⅰ６１７陶器）
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京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

図２７　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ６１８～Ⅰ６４５陶器）
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近世・近代の遺跡

図２８　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ６４６～Ⅰ６８０陶器）



を施すが，焼成不良である。Ⅰ６４２は藻掛け火襷文をもつ常滑焼で，法量からみてⅠ６１９と

組み合う可能性が高い。Ⅰ６４３・Ⅰ６４４は無釉焼締焼成で，外面にⅠ６４３は梨地痕，Ⅰ６４４は布

目痕を残す型作りである。Ⅰ６４５は胴部に「道八」の銘をもつ。

　Ⅰ６４６～Ⅰ６５９は仏餉具の類。Ⅰ６４６～Ⅰ６４９は灰釉を施す。水玉の蓋であろう。Ⅰ６５０～

Ⅰ６５５は銅緑釉を施しており，Ⅰ６５０～Ⅰ６５２は瓶子形，Ⅰ６５３～Ⅰ６５５は徳利形を呈する。器

高８．５～９．５�，最大径４�前後。神前・仏前で御神酒徳利などとして用いられたものであ

ろう。Ⅰ６５６～Ⅰ６５８は仏飯。Ⅰ６５６は鉄釉，Ⅰ６５７は黒色釉，Ⅰ６５８は青色釉を施しており，

Ⅰ６５６・Ⅰ６５７は見込みに目跡を３個もつ。Ⅰ６５９は器高１４．２�，最大径１１．６�をはかる瓶

子。全面に鉄釉を施し，高台畳付のみ，かき取っている。底裏に環状の刻印（窯印）があ

る。

　Ⅰ６６０～Ⅰ６７３は瓶・徳利の類。徳利形で透明釉を施すⅠ６６０・Ⅰ６６１，口縁外側端部を肥

厚させ灰釉を施すⅠ６６３・Ⅰ６６４，口縁部が上下に拡張し，鉄釉を施すⅠ６６２，口縁部が玉縁

状に肥厚し鉄釉を掛けるⅠ６６５～Ⅰ６６８，瓢箪形を呈するⅠ６６９など各種形態がある。Ⅰ６６０

は銹絵の一部が残存している。Ⅰ６６２～Ⅰ６６４は瀬戸・美濃系か。Ⅰ６６９は外面白化粧のの

ち，鉄絵で詩文を記している。Ⅰ６７４・Ⅰ６７５は備前焼の広口小壺。Ⅰ６７６は外面無釉，内面

鉄釉を施した無頸壺形。内面は撫で調整，外面は口辺部のみ撫で調整し，胴部以下底部直

上まで回転ヘラ削りで仕上げている。轆轤の回転方向は反時計回りである。外面から底部

にかけて「□壺」ほか墨書が多く見られるが，釈読できない。Ⅰ６７７は，器体を二重に作

る。白と茶を用いて外面に文様を描き，内外面に透明釉を施釉する。Ⅰ６７８は無釉焼締の

植木鉢。Ⅰ６７９は，黒褐色の胎土で，内外面に白化粧を施したのち呉須で文様を描いてい

る。Ⅰ６８０は鉄釉を掛ける甕。

　Ⅰ６８１・Ⅰ６８２は灰釉を施す台付の灯明受皿。Ⅰ６８３は鉄釉を施す秉燭。Ⅰ６８４は，筒形の

器形で上部を欠失する。側面に幅２．７�，高さ３�以上の長方形の窓があく。底部は，回転

糸切り調整。底面を除いて，飴釉を施している。Ⅰ６８５～Ⅰ６８７は黒釉を施す線香筒。Ⅰ

６８８は内外面，黄釉を施した型押成形の皿。見込みに雲形文と龍文の一部が残っている。

淡路の�平焼であろう。Ⅰ６８９は水滴。Ⅰ６９０は灰釉を施す鬢水入れ。底面に布目痕を残す。

　Ⅰ６９１～Ⅰ６９５は軟質陶器を一括した。Ⅰ６９１は内外面とも丁寧に磨いている皿。Ⅰ６９２は

回転台成形の皿で，内外面に施釉する。Ⅰ６９３は圏線をもつ手づくねの小皿の見込みに，鉄

絵で宝珠文を描き，内外面に施釉する。Ⅰ６９４は，ミニチュアの杯で，内外面に赤色顔料を

塗彩する。Ⅰ６９５はミニチュアの焜炉。外面に緑釉を施す。
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近世・近代の遺跡

図２９　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ６８１～Ⅰ７０１陶器）



　Ⅰ６９６～Ⅰ６９９は火鉢。Ⅰ６９６・Ⅰ６９７・Ⅰ６９９は信楽系の火鉢で，底部内面に貫通しない小

孔を３個もつ。Ⅰ６９６は黒釉を施し，Ⅰ６９７は透明釉に青釉を流し掛け，Ⅰ６９９は飴釉に口縁

部のみ白釉を掛け分けている。Ⅰ６９８は瀬戸・美濃系の火鉢で，底部が外へはり出す。高台

側面に雷文が施され，緑釉が掛けられている。Ⅰ７００・Ⅰ７０１はすり鉢。Ⅰ７００は堺・明石系。

Ⅰ７０１は鉄釉を施している。

　Ⅰ７０２～Ⅰ８８３は磁器をまとめた。産地同定を経てはいないが，胎土の肉眼観察などから

判断すると，量的には瀬戸・美濃系が主体で，肥前系が従となるようである。また在銘資

料から，京都系（関西系），九谷系も存在することがわかる。

　Ⅰ７０２～Ⅰ７９６は染付の盃・椀の類。口径・器高の小さいものから大きなものへと配列し

た。口径６～７�前後，器高４�未満のⅠ７０２～Ⅰ７１２は酒杯，口径６～７�で器高が４～

５�前後のⅠ７１３～Ⅰ７３６は煎茶椀が主な用途であろう。それ以外の椀には，口径が８�前

後のものから１０～１１�前後，１２�前後のものまで，各種法量がみとめられるが，口縁部が端

反りとなる形態が主体を占め，Ⅰ７８８～Ⅰ７９１のような筒形の椀は少ない。Ⅰ７９５・Ⅰ７９６は

口縁端部を釉剥ぎしており，蓋がつく。Ⅰ７１７・Ⅰ７９５には焼継が見られる。Ⅰ７９０はいわゆ

る青磁染付である。Ⅰ７９２は口縁部を小波状に作っている。

　Ⅰ７０４・Ⅰ７３２は底裏，Ⅰ７２１は高台脇に「道八」の銘をもつ。底裏銘には「道八」以外

に，「与三造」（Ⅰ７１３），「齋亭」（Ⅰ７１８），「清玩」（Ⅰ７２２），「香齋精製」（Ⅰ７２６），「松風」（Ⅰ

７３３），「玩品」（Ⅰ７３５）などが認められる。「与三造」は江戸後期の京都の陶工・水越与三兵

衛が用いた銘で，３代続き１８６０年に廃絶している。「香齋精製」の香齋も幕末の京都の陶工

である。「松風」は，高橋道八が松風とも号していることから，道八の手によるものの可能

性もある。以上から判断して，「齋亭」など不詳銘も含めて，これらの銘をもつ煎茶椀は，京

都系と判断する。

　Ⅰ７９７～Ⅰ８２１は，上絵磁器の盃・椀の類を一括した。Ⅰ７９７は金泥，Ⅰ７９８・Ⅰ８０２は金泥

と呉須，Ⅰ７９９～Ⅰ８０１・Ⅰ８０６は瑠璃釉を用いて上絵付けし，それ以外は，赤を基調に，

緑・青・茶・黄・金などの色釉を用いている。Ⅰ８０４・Ⅰ８２０は釉下に染付をもつ色絵染付

である。Ⅰ８０７・Ⅰ８１３は底裏に「九谷」の銘をもつ。Ⅰ８１３・Ⅰ８２０には焼継がみられ，Ⅰ

８１３は白玉粉末を用いて，底裏に識別マークかと思われる記号を施している。Ⅰ８２１はいわ

ゆる暦茶碗で，焼継した箇所で破損している。口縁部片１�４前後しか残存していないが，

金・赤・茶を用いて，「天保」，「せつふん」，「正月三□」，「あきの方　歳徳　さるとりの間」，

「二月十七□」などの文字を記している。「あきの方」および「歳徳」は，歳徳神の宿る恵
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近世・近代の遺跡

図３０　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ７０２～Ⅰ７５１磁器）
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図３１　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ７５２～Ⅰ７８７磁器）
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近世・近代の遺跡

図３２　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ７８８～Ⅰ８３１磁器）
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図３３　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ８３２～Ⅰ８４８磁器）
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近世・近代の遺跡

図３４　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ８４９～Ⅰ８６９磁器）



方のことであり，「さるとりの間」は西南西の方角である。その年の縁起のよい方角を示し

た湯飲み茶椀である。

　Ⅰ８２２～Ⅰ８３１は白磁の盃・椀の類。Ⅰ８２２～Ⅰ８２４は，胴部中央に凸線をもつが，このう

ちⅠ８２３・Ⅰ８２４は見込みに上絵を施しているⅠ８０１と法量・器形が同一である。Ⅰ８２９は口銹

を施しており，焼継がみられる。Ⅰ８３１は見込みに型打ちによる文様をもつ。

　Ⅰ８３２～Ⅰ８３８・Ⅰ８４０は染付の皿。Ⅰ８３４・Ⅰ８３５は型打ち成形で，見込みに文様をもつ。

Ⅰ８３５は見込み外周に十二支を配しており，「巳・午・未・申」が残存する。見込み中央に

は方位を表現したとみえ，「南・西」が残存しており，時刻と方位を表現している。Ⅰ８３７

は底部を蛇の目釉剥ぎしている。Ⅰ８４０は口径２３�，蛸唐草文を施している。焼継してい

る。底裏に「太明成化年製」の銘をもつ。Ⅰ８３９・Ⅰ８４３は色絵の皿。Ⅰ８４３は，赤・緑・

青・茶を用いて花鳥を繊細に描いている。底部は蛇の目釉剥ぎしている。Ⅰ８４１・Ⅰ８４２は瑠

璃釉で上絵付けを施している皿。Ⅰ８４４～Ⅰ８４８は白磁の皿。いずれも，型打ち成形で見込

みに文様をもっている。

　Ⅰ８４９～Ⅰ８５４は染付の鉢の類。Ⅰ８４９は底裏に「太明（成）化年（製）」の銘をもつ。Ⅰ

８５０は焼継箇所で，破損している。Ⅰ８５３も焼継している。Ⅰ８５５は白磁の蓋。Ⅰ８５６～Ⅰ

８６５は染付の蓋。Ⅰ８６６～Ⅰ８６９は色絵の蓋。Ⅰ８６８は法量，文様構成などからみて，Ⅰ８１９と

セットになろう。Ⅰ８６９は口縁部が受口状を呈する。焼継の箇所で破損している。

　Ⅰ８７０・Ⅰ８７１は染付の急須。Ⅰ８７２・Ⅰ８７３も染付で，いずれも筒状の形態である。Ⅰ８７２
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図３５　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ８７０～Ⅰ８８３磁器）
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は口縁部内面に蓋受けをもち，内面にも施釉している。Ⅰ８７３は内面無釉である。筆筒で

あろうか。Ⅰ８７４白磁製の乳棒。Ⅰ８７５は段重。染付の地に，赤・青・茶・緑を用いて色絵

を施す。Ⅰ８７６は色絵の壺。赤で花文を描くが，剥落が著しい。Ⅰ８７７は染付。口縁部がく

字形に強く外反する。Ⅰ８７８は染付のレンゲ。Ⅰ８７９～Ⅰ８８２は染付の仏飯。Ⅰ８８３は赤で上

絵付けした仏飯。

　ＳＸ１から出土した遺物には，青磁染付の椀など１９世紀前葉以前にさかのぼるかと見ら

れる遺物も少量含んでいるものの，大半の遺物は幕末・明治初年に位置づけられる。

　６　小　　　結

　以上報告したように，今回の調査では縄文時代から近代にいたるまでの遺構・遺物が出

土し，この地における人間の活動と土地利用の変遷に関わる重要な情報を得ることができ

た。調査成果をまとめ，今後の課題を記して小結とする。

　縄文時代の地形環境　　縄文時代の堆積物は，第４層（黄色シルト），第５層（茶褐色

砂礫）であり，また調査区東半では黄色シルトをきって堆積する白色粗砂を確認した。茶

褐色砂礫は高野川系流路，白色粗砂は白川系流路による堆積物であり，過去の調査でも指

摘されていたように，この地一帯は先史時代には洪水や小河川の流入にさらされる不安定

な状況にあったことを改めて確認した。

　高野川系流路によって運ばれた茶褐色砂礫は，この地一帯の基盤をなす堆積物である。

遺物が出土していないため，その堆積年代は不明とせざるを得ないが，その上位に堆積す

る黄色シルトからは，１点ではあるものの縄文前期後葉の北白川下層Ⅲ式土器が出土し，

堆積年代を知る手がかりを得ることができた。

　黄色シルトは，医学部構内から病院構内の東半一帯にかけて南北ベルト状に分布してお

り，高野川系流路の後背湿地によって形成された凹地に埋積した堆積物と考えられている

〔清水１９９１〕。本調査区から南へ１５０�離れた２４９地点では，凹地内に堆積したシルトから，

縄文前期後葉の北白川下層Ⅲ式と中期末の北白川Ｃ式が上下の関係を保って出土した〔五

十川２０００〕。一方，南へ３５０�離れた１５４地点に堆積していた黄色シルトにたいする火山ガ

ラスの分析では，シルト最上部からアカホヤ火山灰が大量に検出されたことから，その年

代を縄文前期初頭と推定している〔竹村・壇原１９８８〕。本調査区でみつかった縄文前期後

葉の土器の情報も総合すれば，縄文前期から中期にかけて滞水域が形成されるような比較

的安定した状況が生み出されて，シルトの堆積が進行したと理解したい。
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　一方，黄色シルトをきって堆積している白色粗砂からは，縄文後期前葉の北白川上層式

２期に比定できる土器が出土しており，その埋積時期を知ることができる。白色粗砂・砂

礫を埋土とする白川系流路は，より南方の病院構内の東半一帯でも確認されており〔千葉

１９９１，千葉ほか２００７〕，そこでも北白川上層式２期前後の土器を多く含んでいる。この時期

に白川系流路の奔走があったことがわかる。なお流路内から出土した土器は，遺存状況が

おおむね良好であることから，東ないしは北東の比較的近い地点に，活動の中心地を予想

することができるであろう。

　古代・中世の遺跡　　古代の遺構は，ＳＫ２１とした１１世紀代の土坑１基のみである。こ

の時期に，この地に対する働きかけがあったことが知られるが，周辺地域の調査でもこの

時期の活動痕跡は希薄であり，活発な活動がおこなわれるようになるのは１２世紀後葉以降

のことである。

　中世の遺構・遺物については，１期（１２世紀後葉～１３世紀），２期（１４世紀），３期（１５

世紀以降）に大別して解説したが，遺構の密度が高く，また遺物の出土量が多かったのは

１期であり，時代が下るにつれて活動痕跡が希薄になってゆく傾向がとらえられた。

　１期の遺構には，井戸，道路，土坑，集石，土取穴などがある。調査区西半に遺構が集

中するが，土取穴と見られる土坑（ＳＫ４，ＳＫ１３）は，北辺の道路ＳＦ１沿いや調査区

南東隅の離れた位置で見つかっている。土地利用の違いを示すものであろう。

　１期は前半（１２世紀後葉）と後半（１３世紀）に細別したが，前半に属する確実な遺構は，

２基の井戸のみであり，多くは後半の遺構であった。南北道路ＳＦ２は，１２世紀後葉の井

戸ＳＥ７・ＳＥ８を覆って設けられ，１３世紀前葉の井戸ＳＥ１・ＳＥ６にきられているこ

とから，その利用期間が１２世紀末１３世紀初頭ごろの短期間利用された道路であったと考え

たい。北端は，白川道に接続していたと推定でき，南側は調査区外へと続いていた。白川

道から南へ下る道として設置されたと考える。それが邸宅内部の道路として機能したの

か，あるいは土地境界的な意味をもっていたのか，周辺の調査地点では相当する遺構は今

のところ，見つかっておらず，性格の解明は今後の課題としておきたい。

　２期（１４世紀）のおもな遺構としては，井戸および土坑墓，白川道などがみられるが，

１期と比較して遺構数は減少し，１期の遺構が集中する調査区西半にはほとんど分布しな

くなる。そして３期（１５世紀以降）になると，遺構は著しく希薄となり，調査区南西隅で

土取穴２基を確認するだけとなってしまうのである。

　中世１期すなわち１２世紀後葉から１３世紀にかけて活動のピークがあって，１４世紀以降は
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急激に衰退してしまうという状況は，南に隣接する７４地点や白川道に沿った本部構内の各

調査地点とも共通しており，同様の性格をもった一連の遺跡のひろがりとして理解するこ

とができるのかもしれない。１２世紀中葉以降，吉田の地域には，吉田氏をはじめとして貴

族の邸宅や堂舎が次々と造営されたこと，また南北朝期の動乱を経て，その多くが退転し

ていったことなどが文献から明らかにされている〔吉江２００６〕。文献からうかがえる動向と

調査成果はおおむね一致しており，今後，両者を総合的に検討してゆくことで，豊かな歴

史像を結ぶことができるであろう。

　中世・近世白川道　　白川道は，京の荒神口から北白川，山中越えを経て近江坂本へ至

る街道の一部にあたる。古代・中世には著名な街道として文献に登場し，近世においても

京都と近江を結ぶ主要街道の一つとして利用された。京都大学本部構内でその一部が断ち

切られているものの，現在も京都と滋賀を結ぶ要路として機能している道である。

　今回，調査区北辺で検出した道路ＳＦ１は，その位置とはしっている方向から判断して，

中世白川道と理解してよい。広く攪乱されており，また，調査区の端で見つかったことか

ら，面的な広がりをもってとらえることはできなかったが，比較的残りのよい箇所での断

面観察から，１３世紀代には調査区内の北辺をとおり，１４世紀以降，路面の大部分が調査区

外の北側（現在機能している道路下）へ移動したことが観察できた。

　また，近世においては路面を検出することはなかったが，白川道の南側に沿って作られ

たと考えられる野壺，土取穴を検出したことから，白川道はその北側，すなわち現在機能

している道路にほぼ重なりあっていると推定できた。

　京都大学構内では，本調査区を含めて１０地点で，中世あるいは近世白川道に関する遺構

を検出している（図３６）。その多くは本部構内に含まれるが，それ以外の地点が本調査区お

よび本調査区とは道路を挟んだ北側に隣接する１９０地点である。１９０地点では，調査区南端

で，近世の路面とそれにともなう側溝を検出し，中世段階では北側を画するとみられる側

溝を見つけている。この溝は１３世紀の石組遺構をきっていることから，１４世紀以降と想定

でき，今回の調査で発見した道路ＳＦ１の新段階に対応するものであろう。１３世紀代の道

路関連遺構が見られないことも，今回の調査成果と整合的である。

　ただし，今回の調査で検出した南側側溝と１９０地点の北側側溝がかりに同時に機能して

いたと想定すると，そのあいだの幅１３�前後が路面に相当することになる。１６８地点，２９６地

点で見つかっている中世の道路幅がいずれも５�弱であることからすると，２倍以上であ

り，広すぎるようにも思える。道路の修復にともなって路面が南北方向に移動する現象
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は，２７７地点や２９６地点で確認されているし，路面を面的な広がりの中でとらえられていな

いので，この点については今後の調査課題としておきたい。

　近世の遺跡　　中世後期に活動の痕跡が著しく希薄となって以降，ふたたび活発な活動

が見られるようになるのは，近世後半になってのことである。この時期の遺構としては，

白川道関連で言及した野壺，土取穴のほか，小柱穴，小溝である。土取穴を除き，いずれ

も耕作に関連する施設であり，大学用地として買収されるまで，都市近郊農村の畑地とし

て利用されたことを物語っている。

　なお，現地調査と整理作業は，千葉豊と梶原義実が担当し，下坂澄子・曽根茂・坂田千

尋・戸根比呂子・井上美輪・所梓・服部愛が，測量や出土資料の実測・復元などをおこ

なった。また，近世志戸呂焼について，柴垣勇夫氏（愛知淑徳大学）から有益なご教示を

賜った。末尾ながら，記して感謝申し上げます。
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図３６　白川道と関連調査地点




