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１２５

第３章　京都大学本部構内ＡＵ２５区の発掘調査　

伊藤淳史　　梶原義実　

　１　調査の概要

　今回の調査地点は，本部構内中央にあり，吉田本町遺跡の範囲内にある（図７７，図版１

－２９６）。ここに，既存の時計台建物（旧本部事務局棟）を改修・増築して京都大学百周年

時計台記念館とする工事が計画されたため，あらたに地下に掘削がおよぶ時計台北側・屋

内西・屋内東・玄関前の４つの調査区計１０７０�を，２００２年７月１日～９月２０日にかけて発

掘調査した。このほかに，免震補強工事にともなう建物外周の掘削や，環境整備にともな

う植栽の移植と管路の掘削が周辺一帯でおこなわれており，随時立合調査した。

　調査地のある本部構内は，幕末期に尾張藩邸が設置されるまでは，京都荒神口と近江坂

本を結ぶ古道として知られる白川道（志賀越え道，山中越，今道とも呼称される）が南西

－北東方向にはしっていた。２７７地点では中・近世の路面遺構の変遷が良好に把握されてい

る。一方，今回の調査地の北方にあり相互に隣接する２１８・２３０・２４１・２７１地点では，縄文

時代・古墳時代後期・鎌倉時代・幕末期を中心に多くの遺構と遺物が得られているが，路

面は確認されていない。よって，今回の調査地に白川道がはしっていると予想された。未

確認である尾張藩邸の建物遺構とあわせて，存在に留意して調査をすすめた。

　調査の結果，白川道については，時計台北側区で中世の２つ以上の路面を確認した。た

だし，近世の路面は確認されず，さらに北をはしっていると判明した。幕末期の尾張藩邸

図７７　調査地点の位置（縮尺１�５万および１�５０００）



については，玄関前区において大規模な集石遺構を検出し，多数の瓦と陶磁器類を得た。

藩邸建物の存在を確定させる重要な成果である。ほか，屋内西区で検出した１０世紀初頭の

埋甕遺構，１３世紀前葉の井戸がある。この井戸は，検出面から深さ６�以上，クスノキ刳

り抜き井筒をもつ特異なものであった。先史時代については，調査区西半を中心に弥生前

期末の土石流堆積である黄色砂を確認し，東方を高地とする旧地形が復元できた。遺物は

ごく少量の縄文土器に限られるが，周辺で出土例のない前期末～中期前葉の資料が含まれ

る点は特記される。今回の遺物出土総量は整理箱４５箱。なお２００２年８月３０日には現地説明

会を実施し，中世白川道路面の検出状況や，幕末期の藩邸関連遺物を公開した。

　発掘調査とその後の資料整理は伊藤淳史と梶原義実が担当し，北尾敬子・上杉和央・鈴

木敬寛・伊藤亜希子・川瀬晴夫・田中愛子の助力を得た。本章は第６節幕末期の瓦を梶原，

それ以外を伊藤が執筆し，全体を調整した。

　２　層位と地形環境

　調査区が分散し広域にわたるため，要所での層位柱状図を用いて全域の層序の概要を説

明する。上段に調査範囲のおおむね西から東へと，下段に北から南へとなるように柱状図

を配列した（図７８）。記録取得位置Ａ～Ｋについては図７９を参照されたい。なお，路面に関

連する南北方向の層位は後掲し説明する（図８３）。

　最初に東西方向をみる。調査地の現況は，東から西へとわずかに下る地形で，地表面標

高は５７．３～５６．９�程度で推移する。しかし，近世遺物包含層である灰褐色土上面のレベル

は，Ｃ－Ｄ地点間で８０�以上の開きがあり，大学設置以降の盛土により高低差が緩和され

たとわかる。近世以前には東方は高地となっており，東辺部のＦ地点一帯では，表土直下

に先史時代遺物包含層の黒色土が堆積する。古代以降の堆積は流失ないし削平された可能

性が高い。西半では，中世遺物包含層である茶褐色土や暗茶褐色土，その下に無遺物の黄

色砂そして先史時代の黒色土という順序で堆積している。弥生前期末の土石流堆積層で鍵

層となる黄色砂は，西方ほど厚く，Ｃ地点付近で薄くなって消失する。ただし，Ｅ地点付

近など時計台北側の東半部でも，表土直下で薄い膜状に検出される地点がある。

　次に南北方向をみる。約５０�北方の２７１地点調査区南西隅付近の層位を参考として左端

に，また時計台建物南側の図７７－ｂ地点における立合調査所見を右端に加えた。２７１地点

とＤ地点の間には，現在の地表面においても９０�近い開きがあり，灰褐色土以下の層序で

も同様である。Ｄ地点以南ではこれほどの大きな開きは認められないので，今回の調査地
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層位と地形環境

図７８　調査地点の層序（図７９－Ａ～Ｋおよび図７７－立合ｂ地点）　 縮尺１�４０



と北方の２７１地点との間に地形の変換点があるものと想定される。このほか，Ｊ地点では

灰褐色土が１�近く埋積しているが，これはＳＸ１の埋積土を反映している。灰褐色土

は，これより南～西方の地点でも３０�前後の厚みをもっており，他の地点より厚くなる傾

向がある。なお，黄色砂は，時計台建物南西隅付近のＫ地点では安定して確認されるが，

ほかは屋内西区東辺のＨ地点で薄い膜状に確認できたにすぎない。

　以上を総合すると，近世以前の調査区一帯は，北東の一帯が尾根状に最も高く，西～南

に向かってゆるやかに下る傾向の地勢であった。２７１地点との比高差を考慮すると，中・近

世の白川道は，２７１地点との間に生じている谷状の低位部をルートとして選択している。

なお，弥生前期末の土石流に覆われる以前の地形環境をあらわす黒色土上面のレベルから

当時の微地形を想定復元したものを（図７９）に表示した。Ｙ＝２２７０付近に南東から北西に

向けて急激に下る斜面が想定できる。おそらく調査区の北側に，これとは逆に北西に向

かって上がる斜面があり，谷状の地形が形成されているのだろう。それが，上に述べたよ

うな中・近世白川道のはしる低位部につながっていくものと考えられる。

　３　先史時代～古代の遺跡

　� 遺　　構（図版２７，図７９）

　先史時代の地形　　時計台北側区では，西半部を中心に，弥生前期末の土石流堆積層で

ある黄色砂が安定して確認され，当時の地形環境を復元するうえで有意な情報を得ること

ができた。なお前節で触れたように，黄色砂の堆積はそれ以外の地点では局所的である

（図７９梨地部分）。その下層の黒色土の堆積はほぼ全域に認められたが，出土遺物はきわ

めて少なく，縄文晩期以前の土器が少量出土したにとどまる。黄色砂が安定してみられな

い調査区東半は，北東方向から張り出す尾根状の微高地であり，そこに，縄文時代遺物包

含層である黒色土が，削平をまぬがれて遺存し，表土下の浅いレベルで検出される。

　先史時代～古代の遺構　　１０世紀初頭ころの埋納遺構ＳＸ２，同一個体の縄文土器片若

干がまとまって出土したＳＸ３の２つにとどまる。いずれも屋内西区にある。ＳＸ２は，

茶褐色土中からほぼ完形の土師器甕Ⅱ２３が正位の状態で出土したもので，内部には，黒色

土器椀Ⅱ２４が底部を下にするように落ち込んでいた（図版２７－６）。椀の口径は１４�あり，

甕の頸部径１３�を上回ることから，本来は蓋のように被せていた可能性が高い。これ以外

の埋納物は確認されていない。ＳＸ３は，縄文土器の底部Ⅱ２１が，複数の破片として黒色

土中からまとまって出土したもの。ともに掘り込みは確認できなかった。
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　� 遺　　物（図版３０，図８０・８１）

　縄文時代の土器（Ⅱ１～Ⅱ２１）　 　今回出土した縄文土器のうち，有文のものと，無文

でも部位の判明するものはすべて呈示した。なお，弥生土器はまったく出土していない。

出土層位は，Ⅱ２・Ⅱ３・Ⅱ１４・Ⅱ１５が中世以降の遺構・包含層への混入，Ⅱ７が時計台

北側区の畔Ⅱ付近の黄褐色砂質土，ほかはいずれも各地区の黒色土からの出土である。全

体としては時期的にはまとまりがない。Ⅱ１は縄文前期末大歳山式とみられる口縁部。外

面は縄文地に爪形の刻目を施した弧状にめぐる低突帯があり，内面にも口縁に沿って縄文

帯がある。Ⅱ７は中期初頭鷹島式とみられる胴部片で，おおぶりの爪形刺突列と縄文帯が

交互にはしる。Ⅱ８・Ⅱ９は縄文地にΣ状の刻目を施した低突帯が弧状にはしる胴部片。

大歳山式だろう。これら２点は同一個体の可能性もある。Ⅱ１０は薄手の胴部片で，縄文施

文と二枚貝の背面頂部圧痕が認められることから，船元Ⅰ式と判断する。Ⅱ８～Ⅱ１０は時

計台北側区東部から出土し，遺存はよい。以上Ⅱ１・Ⅱ７～Ⅱ１０の縄文前期末葉～中期前

図７９　先史時代～古代の遺構と弥生前期の想定地形　縮尺１�８００

先史時代～古代の遺跡
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図80　縄文時代の土器（Ⅱ２・Ⅱ３・Ⅱ14はＳＥ２，Ⅱ15は茶褐色土，Ⅱ７は黄褐色砂質土，ほかは
すべて黒色土出土。断面梨地は角閃石を多量に含む胎土）　 　縮尺１�３



１３１

葉の資料は，京大構内遺跡では出土が希薄なものであり，注意される。

　大型の底部Ⅱ２１は屋内西区でＳＸ３として一括出土した。砂粒を多く含む胎土で，外面

は赤褐色を呈し，内面は輪状の煤付着がある。特徴から中期に帰属するものとみられる。

このほかの資料は，晩期末の突帯文土器口縁部Ⅱ４および胴部片Ⅱ１６をのぞくと，おおむ

ね後期前葉～中葉の幅のなかにおさまるものといえる。北方約１００�の２１８地点では，後期

中葉の北白川上層式３期から一乗寺Ｋ式にかけてまとまった資料が出土している。しか

し，今回はむしろそれ以外の時期を中心に散漫に出土するのみで，様相を違えている。

　古代の土器（Ⅱ２２～Ⅱ２８）　 　古墳時代終末期と平安時代中期のものが少量ある。

　Ⅱ２２は須恵器の長頸壺上半部。口縁下に２条の浅い沈線がはしる。器形の特徴から，岩

倉古窯址群でのⅢ段階新相，中の谷１－１号窯並行期に位置づけられ，７世紀末葉に比定さ

れる。時計台建物東側の樹木移植時に排土中より採集したため，出土状況の詳細は不明で

あるが，出土地点にはこの土器が包含されていた可能性の高い黒褐色土層が明瞭に確認さ

先史時代～古代の遺跡

図８１　古代の遺物（Ⅱ２２須恵器，Ⅱ２３土師器，Ⅱ２４黒色土器，Ⅱ２５～Ⅱ２７須恵器，Ⅱ２８灰釉陶器）
　　　（Ⅱ２３・Ⅱ２４はＳＸ２，Ⅱ２５～Ⅱ２８はＳＥ２出土，Ⅱ２２は時計台東側立合調査の排土より採集）



れ，器壁への付着状況から，その層からの出土であった可能性が高いとみている。

　Ⅱ２３・Ⅱ２４は，屋内西区の埋納遺構ＳＸ２に用いられていた土師器甕と黒色土器の椀。

Ⅱ２３は，口径１５．９�器高１３�をはかる丸底の甕。胴部外面に横位および斜位の非常に細か

な叩き目が全面に観察される。口縁部付近は横撫でし，内面は指頭圧痕が若干あるものの

撫でによりほぼ平滑に仕上げられる。底部付近のみやや白っぽい色調を呈しているが，使

用状況を反映するのか埋納状況によるものか判別しがたい。煮沸痕は無い。Ⅱ２４は，口径

１４�器高３．８�をはかる黒色土器椀。内面のみ黒色処理するＡ類。外面は暗褐色で，箆削

りされている。これらは，平安中期，９世紀末～１０世紀初頭ごろの型式的特徴を備えてい

る。Ⅱ２５・Ⅱ２６は須恵器鉢の口縁部。端部が玉縁状を呈するもので，平安中期の篠窯産だ

ろう。Ⅱ２７は須恵器甕の頸部。この部分で径が３０�を越える大型品。わずかに残る胴部

は，内面に当て具痕の青海波文がそのまま残る。筒状を呈する頸部も，平行叩きを撫でて

消したことがわかる。平安期以前のものだろう。Ⅱ２８は灰釉陶器で，獣脚形の脚部。残存

高７�，器高３�，径１．５�あまりで，丁寧に表面を縦位方向に削って仕上げている。残存

部には釉はない。硯や火舎といった器形の脚部だろう。

　４　中世の遺跡

　� 中世白川道の関連遺構（図版２８，図８２・８３）

　中世白川道の路面ＳＦ－ＳおよびＳＦ－Ｎ，それらと方向を同じくしてはしる溝ＳＤ１

～ＳＤ１３がある。調査区西壁のほか，路面に直交するように畔Ⅰ～畔Ⅲを設け，計４ヶ所

で断面の記録を作成した（図８３）。遺構配置図（図８２）とあわせて説明に用いる。

　白川道の路面と側溝　　路面の遺構は，礫を交えた白色の粗砂層と，それらが硬化した

層とで構成されている（図８３）。硬化層の上面を，ある時期機能していた路面とみなして平

面的ひろがりを追求すると，方向を違える最低２つの路面が把握され，南側のものをＳＦ

－Ｓ，北側をＳＦ－Ｎとした（図８２）。ＮはＳを切って北側に構築され直されたものであ

り，路面はＳ→Ｎの順で，調査地内では南から北へと変遷していることがわかった。これ

は，平行移動したというのではなく，東西方向に近い方向性ではしるＳＦ－Ｓから，北東

に近い方向性ではしるＮへと方向軸が変遷したことに由来する。したがって，畔Ⅱよりも

西では両者は重なり合ってしまい，ＳＦ－Ｓの輪郭は確認できない。以下，断面の状況も

参照にしつつ，それぞれ説明する。

　ＳＦ－Ｓの路盤層が確認できるのはおおむねＹ＝２２５０以東である。畔Ⅱでは，ＳＦ－Ｓ

１３２
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１３３

に相当する４ｂ層が，北側をＳＦ－Ｎの４ａ層に切られている状況がよくわかる。本来の

規模は不明だが，最大で硬化層が幅３�程度残っており，それ以上の規模であったことは

確実である。平面的なひろがりが把握できるのはＹ＝２２６０付近から東であるが，畔Ⅲの層

位にみるように，路面の下に，幅２．５�深さ１．２�の断面Ｕ字形の溝状遺構ＳＤ１３が埋積し

ている。この一帯は，北東方向から張り出した微高地にあたるため，路面の構築にあたっ

ては，基盤層を南から北に向かって削り出しによって１�近く切り下げている。ＳＤ１３

は，この地業の際に深く掘り込まれた遺構の可能性が高い。なぜこれほど大規模に掘り込

む必要があったのか不明だが，下層には黄色の粘土層が厚く堆積しており，土の採取や貯

蔵の用に供していたものかもしれない。最上層は粗砂が埋積し，ＳＦ－Ｓと同時期に埋ま

りきらずに側溝として機能し，水流があった様相がうかがえる。ＳＤ１３の粘土層中位から

は，一定量の遺存の良い土師器皿類が出土しており，口縁部を二段撫で手法で仕上げるも

のが主体となっていた（図９２）。よって，その上面に敷設されたＳＦ－Ｓが路面として機能

中　世　の　遺　跡

図８２　中世の遺構　縮尺１�８００
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図８３　中世路面関連の層位（西壁および畔Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ東面）　 縮尺１�８０
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した上限年代は，１２世紀後葉よりもさかのぼらないと判断される。一方，ＳＦ－Ｓ上面に

堆積している黄褐色土層（３ａ～３ｂ層）からは，「封」の墨書をもって組合わさる２枚の

土師器皿（同図Ⅱ２６４・Ⅱ２６５）のように，路面にかかわる地鎮祭祀をうかがわせる遺物が

出土した。この墨書土師器皿は一段撫で手法Ｄ３類であり，１５世紀前葉までの幅をもった

遺物を包含する同層のなかでも，この手法の土師器が量の主体を占め，遺存もよい。こう

した状況から，路面ＳＦ－Ｓは，おおむね１２世紀後葉以降１３世紀代を中心に機能していた

と判断する。なお，畔Ⅲ付近で南側の斜面部をはしる溝ＳＤ１１は，ＳＦ－Ｓと方向を同じ

くし，やや離れているが関連する遺構とみられる。

　ＳＦ－Ｎは，白色砂礫層を中間に挟んで上下に硬化層があり，平面的な位置関係では，

下層の硬化層が上層の硬化層よりもわずかに南寄りとなる。これらを，方向性を同じくす

るが細かな時期差を有する異なる路面ととらえ，それぞれＳＦ－ＮⅡおよびＮⅠとした。

ＳＦ－Ｎの路盤層全体としては，最大で４．８�をはかるが，硬化層のみに限定すると，Ｎ

Ⅰ・ＮⅡともに２．５�～３．２�におさまる。これらは，黄色砂層を掘り込んでおおむね先史

時代の黒色土層に達したところを路面とする。砂層中では強度が得られないことに起因す

ると推察する。また，北側に並行して幅２�深さ４０�程度の溝ＳＤ５がはしり，内部には

粗砂が埋積していた。側溝だろう。南側にも，上層から順にＳＤ６，ＳＤ４，ＳＤ８，Ｓ

Ｄ９といった溝群が，相互に切り合いながらはしる。このうちＳＤ６とＳＤ４は，南側に

ひろがる不定形土坑の埋土を切ってはしるもので，路面の上面に堆積する褐色土や暗茶褐

色土は，さらにこれらを切って堆積している。斜面の埋積層としてとりあつかう方がふさ

わしいかもしれない。これに対してＳＤ８とＳＤ９は，ＳＤ８がＳＤ９を切る関係にあ

り，おおむねＳＦ－Ｎに沿ってはしる。溝内には粗砂が埋積し，状況から側溝と判断でき

る。いずれの溝も，一段撫で手法Ｅ類・Ｆ類の土師器皿が出土し，１４世紀～１５世紀前葉ご

ろを中心に機能していたと考えられる。ＳＦ－Ｎの機能していた時期を示唆していよう。

　なお，時計台北側区西端のＹ＝２２２０以西でも，北東－南西方向にはしる小溝ＳＤ１と白

色粗砂の硬化した路面をわずかに検出し得た。ＳＦ－Ｎの南端部分の可能性が高い。

　路面上の小溝　　上記のほかに，路面の上面に，路面と同方向にはしる幅３０�深さ１０�

程度の浅い溝群が多数みつかっている。これらは，路盤の硬化層上面を中心に，内部に粗

砂が詰まった筋状の輪郭として検出された。ＳＤ７・ＳＤ１０もこれらと同じ性格の溝だが，

やや幅がひろい。轍に相当する線状の痕跡が，溝として検出されたものと思われる。他地

点で検出されている近世の事例と比較すると，浅くて輪郭も曖昧である。

中　世　の　遺　跡



　� その他の遺構（図版２７，図８２・８４）

　不定形土坑群・ＳＥ７（砂取穴）　 　時計台北側区西半の路面以外の中世遺物包含層は，

土と砂が混じりあった土層がかなりの範囲におよび，中世に掘削を受けたものと確認され

た。断面でみると，茶褐色土と白色や黄色の粗砂が縞状に互層を成し，すべて砂の採取に

ともなう掘削坑（砂取穴）と判断される。これらのうち，路面南側一帯に広がる不定形土

坑群Ｂは，掘削が黄色砂中にとどまるものの集まりで，同層の採取を目的にしたとみられ

る。対して不定形土坑群Ａは，掘り上げると検出面からの深さ２．５�径１０�前後に達する

大規模なもので，さらに下層の白色砂を大がかりに採取したのであろう。出土遺物は１３世

紀代のものを中心とする。西辺のＳＥ７は，白色砂層まで掘り込んだ，検出面からの深さ

２�あまりの不定形土坑。埋土中に礫の集積を含み，調査時点は井戸の可能性を考えた

が，それらしい施設はまったくみられず，現在では砂取穴であったと判断している。１４世

紀代の白色の凹み底小椀が若干まとまって出土している。以上にみるような砂の採取は，

白川道の構築により埋土の一部が切られている状況や，出土遺物が中世前半期を中心とす

ることから，１３世紀代には開始され，１５世紀ごろまで継続していたものと想定される。

　土坑ＳＫ３・４　　時計台北側区中央にある浅い不定形土坑。ＳＫ３はＳＦ－Ｎの路盤

層の下から見つかり，凹み底小椀など１４世紀代の遺物が少量出土した。路面構築時期の上

限を考えるうえで参考になろう。ＳＫ４は，ＳＦ－Ｓの路面を精査していく過程で検出さ

れ，ＳＦ－Ｎには切られている。１４世紀前葉ごろの土師器片が出土している。

　南北溝ＳＤ１４　　時計台北側区東部は撹乱が著しく，中世の遺構として南北方向の溝１

条のみ検出できた。検出面からの深さと幅それぞれ１�強，断面Ｕ字形のしっかりした溝

で，茶褐色土を埋土とし，真北からやや西へ振る方位ではしる。時計台建物南側の立合で

この溝の南への延長を確認している。１３世紀中葉の土師器類がまとまって出土した。

　土坑ＳＫ２・井戸ＳＥ２　　屋内西区で径３０�程度の小土坑ＳＫ２，平面径３�弱の円

形素堀井戸ＳＥ２を確認した。ＳＫ２からは，１３世紀前葉の土師器皿類少量と，小型の須

恵器甕上半が出土した。ＳＥ２は，調査区北縁の撹乱に一部がかかり，断面で状況を確認

しながら掘り下げることができた（図８４，図版２７－５）。それによると，深さ２�弱でテ

ラス状部が片側に設けられ径が小さくなっている。以下はほぼまっすぐ掘り下げて４�強

の丸太材刳り抜きによる井筒を据え，検出面からの深度は６．６�におよぶ。底面に水溜状

の施設は確認されなかった。井筒は下半が良好に遺存し，伊東隆夫氏による樹種鑑定の結

果クスノキであった。井筒上端部はひとまわり大きな範囲をさらに囲う構造であったよう

１３６

京都大学本部構内ＡＵ２５区の発掘調査



１３７

で，腐食した木質の遺存が確認された。

埋積の状況は，井筒部分（図の下層）が，

遺物をほとんど含まない粗砂・細砂・シ

ルトの精緻な縞状堆積，それより上部

（図の上層・中層）が多量に遺物を包含

する礫混じりの茶褐色土であった。遺物

は１３世紀前葉の土器類を中心とし，上層

に多いが，中層とも接合関係にあり，土

師器は完形に近く復元できる個体も多

い。一定期間の使用で井筒が埋積したの

ち，廃棄土坑として一気に埋められた様

相がうかがわれる。

　屋内東区・玄関前区では，中世の遺物

包含層である茶褐色土の堆積は認められ

たが，顕著な遺構は検出されなかった。

　� 中世の遺物

　（図版３１・３２，図８５～９９，表６）

　ＳＥ２出土遺物（表６，Ⅱ２９～Ⅱ１２８）

　中世遺構のうちもっとも多数の遺物が

出土し，１３世紀前葉の一括資料と評価さ

れる。主体は土師器皿類で，１２分の１以

上の口縁部破片を対象にした計測法で

１１１．３個体を数える。二段撫で手法の製

品を少量含みつつ，一段撫で手法の製

品，なかでもＤ５類が多数を占める。口

径では小型皿が９～１０�，大型皿が１４～

１６�が中心となる。詳細は表６上段に示

したので参照されたい。また，ごく少数

だが，「回転台土師器」と呼ばれる，Ⅱ６４・

Ⅱ６５のように白色の胎土で底部に回転糸

中　世　の　遺　跡

図８４　井戸ＳＥ２　縮尺１�６０



切り痕を残す皿類が含まれている。Ⅱ６２の蓋，Ⅱ６３の高杯脚部も同質の白色を呈する。Ⅱ

６６～Ⅱ６８は，やや厚手で径も大きいが，やはり白色で回転を利用した横撫でが顕著であり，

皿や高坏の杯部とみられる。Ⅱ５９外面には「連也（れや）」と草書体の墨書がある。

　以上のほか，Ⅱ６９～Ⅱ７９のような，俗に「塩壺」と呼ばれる鉢形土師器が最低でも１１個

体出土しており，量の多さが目を引く。外面に粘土紐積み上げ痕を顕著に残す特徴は共通

するが，内面の仕上げは精粗があり，積み上げ痕が消されるものが多い。また，口縁部は

土師器皿と技法的に共通する撫で仕上げだが，端部は，面取りしてつまみ上げるようにす

るものやそのまま短く外反するものなど，細かな違いがある。注目されるのは，Ⅱ７３・Ⅱ

７７・Ⅱ７８の内面に，被熱によるとみられる黒色物が観察されることである。Ⅱ７３・Ⅱ７７は

中位付近を帯状に，Ⅱ７８は斜行する２帯が底部付近で交わり「Ｖ」字状を呈するように付

着している（図版３１）。本部構内２３０地点でも多数の出土があり，そのうちいくつかにも同

様な痕跡が認められる。なお，Ⅱ７８・Ⅱ７９は底部を焼成後に丁寧に穿孔している。いずれ
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表６　ＳＥ２・ＳＤ１４出土土師器皿類計測結果（口縁部計測法による）
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も，この種の土器の用途を探るうえで示唆的であろう。瓦器の盤とともに「炉に仕掛ける

火容製品」とする見解があり〔梅川２００１　p.１２２図２０〕，今回も，完形に近く復元される径

５０�超の瓦器盤Ⅱ１００と共伴していることは，その見解を傍証する状況と言えよう。

　上述の土師器や瓦器盤以外の資料は，瓦器椀や羽釜，灰釉系陶器，東播系須恵器，白磁，

青磁，青白磁，滑石製品，砥石，軒瓦など多岐にわたっているが，量的なまとまりはなく，

破片資料である。

図８５　ＳＥ２出土遺物�（Ⅱ２９～Ⅱ６８土師器）

中　世　の　遺　跡
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図８６　ＳＥ２出土遺物�（Ⅱ６９～Ⅱ７９土師器）
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図８７　ＳＥ２出土遺物�（Ⅱ８０～Ⅱ９０・Ⅱ１００瓦器，Ⅱ９１～Ⅱ９５灰釉系陶器，Ⅱ９６～Ⅱ９９須恵器，Ⅱ
１００瓦器）　 Ⅱ１００のみ縮尺１�６，ほか縮尺１�４

中　世　の　遺　跡
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図８８　ＳＥ２出土遺物�（Ⅱ１０１褐釉陶器，Ⅱ１０２黄釉陶器，Ⅱ１０３～Ⅱ１１２白磁，Ⅱ１１３・Ⅱ１１４青白磁，
Ⅱ１１５～Ⅱ１２１青磁，Ⅱ１２２・Ⅱ１２３滑石製品，Ⅱ１２４・Ⅱ１２５砥石，Ⅱ１２６・Ⅱ１２７軒丸瓦，Ⅱ１２８
軒平瓦）
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　ＳＫ２出土遺物（Ⅱ１２９～Ⅱ１３４）　 　少量出土している土師器皿は，一段撫で手法のも

のに限られ，ＳＥ２と同時期の１３世紀前葉のまとまりといえる。Ⅱ１３４は須恵器甕の上半

部。外面全面に格子目叩き，内面は撫で調整で粘土紐の積み上げ痕がそのまま残る。焼成

不良で外面は黒色～暗灰色，内面は灰色を呈する。器形や技法の特徴から，丹波あるいは

備前亀山の製品かと思われる。

　ＳＫ３出土遺物（Ⅱ１３５～Ⅱ１３９）　 　Ⅱ１３５は灰白色を呈する凹み底小椀。Ⅱ１３６は赤褐

色の土師器皿Ｅ３類。Ⅱ１３７は灰白色を呈する小片で帰属を明確にしがたいが，椀形の器形

になるものと思われる。Ⅱ１３８は，厚手の器壁をもち，横撫でで仕上げられた台部。暗赤

褐色の特異な色調を呈する土師器で，搬入品と思われる。Ⅱ１３９は瓦器火鉢の破片。口縁

部周辺に粗い横磨きがされる。これらはおおむね１４世紀代の資料だろう。

　ＳＫ４出土遺物（Ⅱ１４０）　 　赤褐色を呈する土師器皿Ｅ２類の口縁部小片である。

　ＳＥ７出土遺物（Ⅱ１４１～Ⅱ１４８）　 　Ⅱ１４１～Ⅱ１４３の灰白色を呈する凹み底小椀，Ⅱ１４４

の椀など，１４世紀代の資料が若干まとまる。Ⅱ１４７・Ⅱ１４８は複弁蓮華文軒丸瓦で，平安時

代にさかのぼる製品である。　

図８９　ＳＫ２出土遺物（Ⅱ１２９～Ⅱ１３２土師器，Ⅱ１３３瓦器，Ⅱ１３４須恵器），ＳＫ３出土遺物（Ⅱ１３５～
Ⅱ１３８土師器，Ⅱ１３９瓦器），ＳＫ４出土遺物（Ⅱ１４０土師器）
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図９０　ＳＥ７出土遺物（Ⅱ１４１～Ⅱ１４４土師器，Ⅱ１４５・Ⅱ１４６青磁，Ⅱ１４７・Ⅱ１４８軒丸瓦），不定形土坑群
Ａ出土遺物（Ⅱ１４９～Ⅱ１６１土師器，Ⅱ１６２瓦器，Ⅱ１６３白磁，Ⅱ１６４・Ⅱ１６５石製品，Ⅱ１６６軒平瓦，
Ⅱ１６７・Ⅱ１６８丸瓦），不定形土坑群Ｂ出土遺物（Ⅱ１６９～Ⅱ１７７土師器，Ⅱ１７８白磁，Ⅱ１７９軒丸瓦）
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図９１　ＳＤ１出土遺物（Ⅱ１８０～Ⅱ１８５土師器，Ⅱ１８６丸瓦），ＳＤ４出土遺物（Ⅱ１８７・Ⅱ１８８土師器，
Ⅱ１８９丸瓦），ＳＤ５出土遺物（Ⅱ１９０土師器），ＳＤ６出土遺物（Ⅱ１９１・Ⅱ１９２土師器，Ⅱ１９３・
Ⅱ１９４青磁，Ⅱ１９５軒丸瓦，Ⅱ１９６軒平瓦），ＳＤ７出土遺物（Ⅱ１９７白磁），ＳＤ９出土遺物（Ⅱ
１９８～Ⅱ２００土師器，Ⅱ２０１・Ⅱ２０２瓦器，Ⅱ２０３石製品）
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　不定形土坑群Ａ出土遺物（Ⅱ１４９～Ⅱ１６８）　 　Ⅱ１４９～Ⅱ１６０は，赤褐色の土師器皿類で，

一段撫で手法のものを中心とする。Ⅱ１６１は径２１�の特大型で，内面底部が大きく凹む「オ

オヤツカサ」と呼ばれているものに相当する。ほか，Ⅱ１６２の小型瓦器椀，Ⅱ１６３の白磁壺

口縁，Ⅱ１６５の石鍋など，１３世紀代を中心とした資料といえる。Ⅱ１６６は偏行唐草文軒平瓦，

Ⅱ１６７・Ⅱ１６８は細い刻線による箆記号をもつ丸瓦片。

　不定形土坑群Ｂ出土遺物（Ⅱ１６９～Ⅱ１７９）　 　土師器のうち，Ⅱ１６９～Ⅱ１７１・Ⅱ１７５は

赤褐色の皿，Ⅱ１７２～Ⅱ１７４は灰白色の椀。Ⅱ１７６は貼付による高台部で，黄褐色の色調を呈

する。Ⅱ１７７はオオヤツカサ。同種のⅡ１６１とは口唇部が異なり，外面に幅広く面をとって

断面三角形を呈するように仕上げている。Ⅱ１７９は巴文の軒丸瓦片。１３世紀代を中心に，

１４世紀代に下るものも若干混じる内容といえる。

　ＳＤ１出土遺物（Ⅱ１８０～Ⅱ１８６）　 　１３世紀代の資料がややまとまって出土している。

赤褐色の土師器皿では，Ⅱ１８０～Ⅱ１８３は一段撫で手法Ｄ３類，Ⅱ１８４はＤ５類。なおⅡ１８４は

完形で，口縁部外面が１�幅ほど黒色に墨で塗られている。Ⅱ１８５は灰白色の椀だが，器壁

は厚い。Ⅱ１８６は縄叩きの上に箆記号のある丸瓦筒部片。

　ＳＤ４～７・９出土遺物（Ⅱ１８７～Ⅱ２０３）　 　白川道の路面ＳＦ－Ｎに並行したり上面

で検出された溝群の資料である。土師器は，１５世紀前葉ごろに下る資料が主体となってお

り，路面の機能していた年代について貴重な情報を提供する。Ⅱ１８７・Ⅱ１８８はＦ２類，Ⅱ１９０

はＥ１類，Ⅱ１９１・Ⅱ１９３はＦ３類，Ⅱ１９８はＥ１類，Ⅱ１９９はＥ３類，Ⅱ２００は灰白色を呈する

椀。土師器以外の資料は，これらより先行する時期のものの方が多い。Ⅱ２０３は滑石製の

硯で，湾曲の具合から石鍋破片を転用したものとみられる。

　ＳＤ１３出土遺物（Ⅱ２０４～Ⅱ２３１）　 　溝埋土中位の粘土層中から，点数は多くないが土

師器皿類がまとまって出土している（ただしⅡ２１６・Ⅱ２１８・Ⅱ２２７・Ⅱ２３１は上層の砂層出

土）。完形に復元可能なものが目立つことから，不要品の廃棄ではなく，祭祀にともなう埋

納であった可能性も考えられる。口縁部の仕上げ方では，Ⅱ２０４～Ⅱ２０８・Ⅱ２１６～Ⅱ２２４の

二段撫で手法のものが，Ⅱ２１０～Ⅱ２１５・Ⅱ２２５の一段撫で手法のものを，若干上回る。Ⅱ２２７

は楠葉型瓦器椀で，外面の箆磨きをとどめるほか，口唇部内側に明瞭な沈線をもつ。以上

の様相は，明らかに上述のＳＥ２出土資料に先行し，１２世紀後葉に比定したい。今回検出

した中世遺構のなかではもっとも古い様相を示す一括資料である。

　ＳＤ１４出土遺物（表６・Ⅱ２３２～Ⅱ２６３）　 　ＳＥ２に次いで多くの遺物が出土した。土

師器皿類は口縁部計測法で２９．２個体を数え，１３世紀中葉の一括資料である。内訳は表６下
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段に示す。一段撫で手法のみで，ＳＥ２に比べると法量も小型化し，後出の様相は明瞭で

ある。また，灰白色の椀Ⅱ２５１や受皿Ⅱ２５３が含まれる点も異なる。注目されるのはⅡ２５４

～Ⅱ２５６の鉢形土師器の存在であり，外面に粘土紐接合痕をとどめる特徴は，ＳＥ２出土品

と共通しているが，明らかに小型化している。また，内面に付着物は認められない。

　路面南肩黄褐色土出土遺物（Ⅱ２６４～Ⅱ２９９）　 　路面ＳＦ－Ｓ南肩一帯の斜面堆積層（図

８３畔Ⅲの３ａ～３ｃ層相当）出土遺物を，標記の層名で取り上げている。おもに時計台北

側区中央東半のＳＤ１３上面の堆積層だが，Ⅱ２８４・Ⅱ２９４・Ⅱ２９５・Ⅱ２９９は地点が異なり，

畔Ⅱ西側のＳＤ４・ＳＤ６上面の堆積層出土である。

中　世　の　遺　跡

図９２　ＳＤ１３出土遺物（Ⅱ２０４～Ⅱ２２６土師器，Ⅱ２２７・Ⅱ２２８瓦器，Ⅱ２２９・Ⅱ２３０灰釉系陶器，Ⅱ２３１白磁）



　１２世紀後葉～１３世紀前葉ごろのものが最も目立ち遺存もよいが，斜面の堆積層をまとめ

て取り上げたものであることから，１５世紀前葉までの年代幅をもった遺物が含まれてい

る。そのなかで注目されるのは，ともに完形となるⅡ２６４・Ⅱ２６５の墨書土師器皿である。

いずれも一段撫で手法Ｄ３類で，Ⅱ２６４は，外面に「封」字の墨書を，中央と外縁四方向に

記している。Ⅱ２６５は，口縁端部に墨書「封」字の末端が及んでいる部位が１箇所あるこ

とから，これら２点を合わせ口に組み合わしたうえで墨書したことがわかる。近接して，
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図９３　ＳＤ１４出土遺物（Ⅱ２３２～Ⅱ２５６土師器，Ⅱ２５７～Ⅱ２６１瓦器，Ⅱ２６２灰釉系陶器，Ⅱ２６３青磁）
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図９４　路面南肩黄褐色土出土遺物（Ⅱ２６４～Ⅱ２９１土師器，Ⅱ２９２～Ⅱ２９４瓦器，Ⅱ２９５灰釉系陶器，Ⅱ
２９６・Ⅱ２９７白磁，Ⅱ２９８青磁，Ⅱ２９９砥石）



完形に近く復元可能なⅡ２９３の瓦器羽釜が出土しており，２枚の皿を合わせ口にして羽釜

内部に納めて埋置した可能性が考えられるが，出土状況では確認できなかった。

　土師器皿類では，ほかに，受皿Ⅱ２８０・Ⅱ２８１・Ⅱ２８３のように，この種の皿としては大

きめの法量となる径１２�前後のものが目を引く。二段撫で手法で仕上げる皿類とともに，

下面にある１２世紀後葉の溝ＳＤ１３と同時期の資料として，白川道の造営のために一帯が開

発された当初の段階のものである。一方で，１５世紀代に下るとみられるⅡ２８４～Ⅱ２８６の皿

Ｆ類や凹み底小椀のⅡ２８７・Ⅱ２８８は，調査地における中世白川道が機能していた下限年代

に近い段階のものと考えられる。なお，Ⅱ２８９・Ⅱ２９０は，底部に回転糸切痕をみとめる黄

白色の皿。Ⅱ２９１も底部を欠くが，同種の色調で回転台成形によるものである。

　茶褐色土出土遺物（Ⅱ３００～Ⅱ４３５）　 　Ⅱ３００～Ⅱ３５７は土師器の皿・椀類各種。Ⅱ３００・

Ⅱ３０３・Ⅱ３０４・Ⅱ３０７～Ⅱ３１０・Ⅱ３１２・Ⅱ３１３・Ⅱ３１５・Ⅱ３１７・Ⅱ３２０・Ⅱ３４２・Ⅱ３５４は屋

内西区，Ⅱ３１１・Ⅱ３２２は玄関前区，ほかは時計台北側区の出土で，うちⅡ３０１・Ⅱ３０５・Ⅱ

３０６・Ⅱ３１４・Ⅱ３１６・Ⅱ３１８・Ⅱ３１９・Ⅱ３２３～Ⅱ３２５・Ⅱ３２７～Ⅱ３３２・Ⅱ３３６・Ⅱ３３７・Ⅱ３４３・

Ⅱ３４５・Ⅱ３４９～Ⅱ３５３・Ⅱ３５５・Ⅱ３５７がＹ＝２２５０以西の出土。

　屋内西区や玄関前区での出土資料は，一段撫で手法Ｄ類がほとんどで，中世後半期に下

る型式の出土は極めて少ない。一方時計台北側区では，Ⅱ３２５以下に示すようなＦ類や灰

白色の椀類も目立つ。白川道から離れた調査範囲の南半では，中世前半期に活動が限られ

ている状況がうかがえよう。なお，Ⅱ３５５は貼付高台をもつ皿，Ⅱ３５８は底部に回転糸切痕

のある皿で，ともに黄白色を呈する。Ⅱ３５５は白色のミニチュア椀である。

　Ⅱ３５８～Ⅱ３７４は瓦器。Ⅱ３５８・Ⅱ３５９・Ⅱ３６１・Ⅱ３６９・Ⅱ３７２は屋内西区，ほかは時計台

北側区出土。Ⅱ３６８は特殊品で，ミニチュア羽釜だが，器形はかなり厚く，また焼成も堅緻

である。Ⅱ３７２は火鉢で，外面に花文のスタンプがみられる。口唇部が弧を描くように波

うっているので，あるいは透かし窓の部位かもしれない。

　Ⅱ３７５～Ⅱ３７９は須恵器。Ⅱ３７７・Ⅱ３７８は屋内東区の出土で，平安時代にさかのぼる製品

の可能性がある。ほかは時計台北側区出土。Ⅱ３７９の小型壺口縁は，内面に自然釉が厚く

付着する。全形をうかがいがたいが，これも平安期にさかのぼる製品の可能性がある。

　Ⅱ３８０～Ⅱ４００は，国産中世諸窯の製品各種。Ⅱ３８０は屋内西区，それ以外はすべて時計台

北側区の出土。Ⅱ３８０・Ⅱ３８１は灰釉系陶器の椀で，いわゆる山茶碗。Ⅱ３８２～Ⅱ３８８も灰釉

系陶器の系列に連なるものだが，淡黄緑色に施釉されるいわゆる古瀬戸，Ⅱ３８９は天目。Ⅱ

３９０は還元炎焼成された無釉・暗灰色の系譜不明品で，小型の皿状の器形。Ⅱ３９１・Ⅱ３９４
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中　世　の　遺　跡

図９５　茶褐色土出土遺物�（Ⅱ３００～Ⅱ３５７土師器）
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図９６　茶褐色土出土遺物�（Ⅱ３５８～Ⅱ３７４瓦器，Ⅱ３７５～Ⅱ３７９須恵器）
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図９７　茶褐色土出土遺物�（Ⅱ３８０・Ⅱ３８１灰釉系陶器，Ⅱ３８２～Ⅱ３８８古瀬戸，Ⅱ３８９天目，Ⅱ３９０須恵
器系陶器，Ⅱ３９１・Ⅱ３９４～Ⅱ３９６備前，Ⅱ３９２・Ⅱ３９３・Ⅱ３９７信楽，Ⅱ３９８～Ⅱ４００常滑）



～Ⅱ３９６は備前，Ⅱ３９２・Ⅱ３９３・Ⅱ３９７は信楽。Ⅱ３９８～Ⅱ４００は常滑だろう。

　Ⅱ４０１～Ⅱ４２２は輸入陶磁各種。Ⅱ４０４～Ⅱ４０６・Ⅱ４１４・Ⅱ４２２は屋内西区，ほかは時計台

北側区出土。いずれも小片である。白磁は皿と口縁部が玉縁状に肥厚する椀で占められる

が，青磁には椀のほかにやや特殊な器形のものが散見される。Ⅱ４１９は筒状の器形で口唇

部が露胎し，外面に鍔状部がともなっている。用途は不明。Ⅱ４２０は小型の香炉であろう。

Ⅱ４２１は方形の脚台部が付いた扁壺状の器形になると推測される。底面が露胎である。Ⅱ

４２２は華南三彩陶器の盤の口縁部で，内外に緑釉を施している。

　Ⅱ４２３～Ⅱ４３３は砥石。Ⅱ４２７・Ⅱ４３２・Ⅱ４３３は屋内西区，ほかは時計台北側区出土。Ⅱ４２３

は粘板岩系とみられる黒色の石材，Ⅱ４２４・Ⅱ４３１は砂岩系の目の粗い暗灰色の石材，Ⅱ４２５

～Ⅱ４２８・Ⅱ４３２・Ⅱ４３３は黄白色で軟質の目の細かい石材によるもので，量的に最も多い。

Ⅱ４２９は最も目が細かく，赤褐色でやや軟質の石材。片面が大きく凹む。　Ⅱ４３４・Ⅱ４３５は
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図９８　茶褐色土出土遺物�（Ⅱ４０１～Ⅱ４０９白磁，Ⅱ４１０～Ⅱ４２１青磁，Ⅱ４２２華南三彩陶器）
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箆記号をもつ丸瓦片。いずれも時計台北側区出土。Ⅱ４３４は筒部外面に細く鋭い刻線を，

Ⅱ４３５は玉縁の外面に太い直線をもつ。

　５　近世・近代の遺跡

　� 遺　　構（図版２９，図１００）

　近世の遺構は，遺物包含層である灰褐色土中や，同層除去後の中世層（茶褐色土など）

の上面で検出された。今回の最大の成果は，玄関前区において，幕末期の大規模な集石遺

構ＳＸ１が検出され，まとまった陶磁器と瓦が出土したことである。本部構内に設置され

た尾張藩邸に関連する貴重な資料となろう。その他の遺構では，時計台北側区を中心に，

図９９　茶褐色土出土遺物�（Ⅱ４２３～Ⅱ４３３砥石，Ⅱ４３４・Ⅱ４３５丸瓦）

近世・近代の遺跡



野壺が多数見つかっているほか，池泉状の施設との関連をうかがわせる白色粗砂の堆積を

確認できた。また周辺環境整備にともなう立合調査でも，南東方およそ４０�の地点（図７７

－ａ地点）で，幕末期の廃棄土坑にともなう遺物溜を確認しており，ここに含めた。

　なお，近代の遺跡に関するものとして，表土中から採集された第二次大戦期ごろの資料

についても，本節であわせて報告する。

　集石ＳＸ１（図版２９）　 　幅３�弱と狭小な玄関前区は，本来は重機掘削時に立合調査

の予定であったが，調査区東辺で灰褐色土の落込と集石の存在を確認したため，発掘調査

に切り替えて遺構を精査した。また北に接する玄関建物内にも並行してトレンチを設定す

るとともに，西側にも調査区を拡張して，落込と集石のひろがりを追跡した。

　結果，落込の範囲は南北１１．０�東西１１．８�の方形で，集石はその南半４．０�，東西６．６�

にひろがることがわかった（図１００梨地部分）。灰褐色土の上面から底面までの深さはおよ

そ９０�。ただし，輪郭は灰褐色土を１０�ほど掘り下げないと検出できない。ゆるやかな斜
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図１００　近世の遺構　縮尺１�８００
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面を成して掘られており，平らな底面に小児頭大までの礫が５０�ほどの厚さで集積してい

る。斜面際と集石の縁部を中心に残りのよい陶磁器や瓦がまとまり，遺物溜を成していた

（図版２９－３）。なお，集石内にも，微量の陶磁器や瓦の摩滅片は含まれていた。

　この集石ＳＸ１は，単純な廃棄土坑とするには不自然な状況であり，藩邸内の建物と関

連づけられる可能性がある（第７節参照）。ただし，石の大きさは不揃いで，叩き締めら

れた状況もみられないことなどから，建物基礎と確定するには疑問が残り，今後周辺のさ

らなる調査を待つ必要がある。いずれにせよ，礫は窪地に人為的に集められたもので，上

面から出土した陶磁器と瓦は，藩邸が機能を終えたため，廃棄されたものと理解する。

　野壺ＳＥ１・３～６・８～１０　　屋内西区南端でＳＥ１，ほかは時計台北側区でまとまっ

て検出された。ＳＥ１・３～５は黄色の漆喰枠が残存するもので，ほかは輪郭のみの確認

で木製枠であったと想定される。おおむね径１�強の平面円形だが，ＳＥ５のみ掘形が長

径で２�近い楕円形である。ＳＥ４～６およびＳＥ８～１０は，それぞれ近接して互いに切

り合う３つの野壺で，作り替えによるものとみてよい。うちＳＥ４～６は，漆喰製のＳＥ

４・５を除去した最下層より，桶の桟の痕跡をとどめるＳＥ６の底面が検出できた。ＳＥ

８～１０は，灰褐色土除去後には検出できず，その下層の中世遺物包含層を掘り下げ中に輪

郭を明らかにすることができたものである。

　遺物は，ＳＥ５からまとまって出土したほかはいずれも微量にとどまる。これらには，

土師器皿類やくらわんか手の磁器染付椀，肥前系の刷毛目文椀など，１８世紀代にさかのぼ

る遺物を多数含み，ＳＸ１と傾向を異にする。幕末期の藩邸設置以前に機能していたこと

を反映すると考える。また，野壺群は，おおむね南北方向に列を成して検出されている点

が注意される。その位置は，１８世紀後葉～１９世紀前葉と推定される『山城國吉田村絵図』

でみると，「林之北」と「冠石」の字境付近に相当し，南北に道がはしるように描かれてい

る。路面は検出できなかったが，本来は道に沿って野壺を配置していた可能性が高い。

　灰白色粗砂の堆積　　時計台北側区の北西域で，近世遺物包含層である灰褐色土の中間

に介在して，厚さ１５�ほどの灰白色粗砂層の堆積を確認した（図８３－畔Ⅰの２ｂ層）。遺物

をほとんど包含しない精良な砂層で，下層には黒色～青灰色の粘質土層が堆積している

（同図２ｃ層）。ひろがりは１７�×７�程度の範囲で，はっきりした輪郭をもつ（図１００梨

地部分）。第７節で詳述するように，『吉田御屋敷惣図』中に「御泉水」と記載されている

屋敷中庭の池に近い位置にあたることから，それと関連した堆積の可能性が高いと考える。

　近世の段差　　時計台北側区では，灰褐色土の堆積にも南から北へ下る段差のある状況

近世・近代の遺跡



が観察され，こうした地形が，中世白川道の造営以来継承されていたことがわかった。幕

末期の尾張藩邸も，こうした段差を取り込みながら造営されたとみられる。

　なお，冒頭にも記したように，近世の白川道にかかわる路面はまったく検出できなかっ

た。調査区のさらに北側をはしっていると想定される（図１２２参照）。

　� 遺　　物（図版３３～３７，図１０１～１１６，表７）

　ＳＸ１出土遺物（表７，Ⅱ４３６～Ⅱ６２３）　 　今回最も多数の遺物が出土した。おおまか

な種類別破片数を表７に掲げる。陶器の椀・皿・鉢類には，集石の直上に投棄されていた

完形品や残りのよい資料が目立つ。磁器染付は，埋土中より出土した破片資料が多くを占

める。また，土師器皿類も少ない。なお，産地や釉種の記載は肉眼観察による所見であり，

釉や器種の名称などは，『瀬戸市史　陶磁史篇五』（１９９３年）をおもに参照した。

　Ⅱ４３６～Ⅱ４４８は陶器灯明皿。Ⅱ４３６は完形で口径１０．５�器高１．９�をはかる。内面施釉

で，見込みに三点の目痕がある。口縁端部外縁に沿って厚く油煤が付着する。外面下半は

回転箆削り，上半を横撫で仕上げする。Ⅱ４３７以下も同種の灯明皿。口径６．５�と小型の皿

Ⅱ４６６をのぞくと，口径は１１～１２�。Ⅱ４４２は器高３．４�とやや深く，直線的に立ち上がる。

Ⅱ４４７・Ⅱ４４８は見込みに櫛目文を描く。多くが京・信楽系とみられるが，胎土と釉調は斉

一でない。胎土は，白色やや軟質，灰色で硬質，淡赤褐色やや軟質のおおむね三種，釉は

いずれも灰釉系とみられるが，淡黄白色，淡青灰色，白色で銀色光沢をもつ，などがある。

　Ⅱ４４９～Ⅱ４６４は灯明受皿。完形品でみると，短く立ち上がる受け部の１箇所に半円形に

抉る開口部の入ることを基本とする。油煤が付着するものはない。Ⅱ４４９～Ⅱ４５１が口径

６．０～７．６�，Ⅱ４５２以下で口径が判明するものは１０．６～１１．４�と，大小に２分され，灯明皿

と同様な規格がある。また，Ⅱ４５７のように器高２．５�と深めで直線的な器形がある点も灯

明皿と対応する。ほとんど京・信楽系とみられるが，特徴には灯明皿以上に幅がある。

　Ⅱ４６５～Ⅱ４９３は陶器椀。Ⅱ４６５～Ⅱ４７４は無文の平椀。径４�以下の小さい高台で，口径

１０～１１�，器高５�以下。底部から口縁部まで，わずかに内側へ抱え込むように丸みを帯

びて立ちあがる形態である。高台や口縁を欠いているⅡ４７６・Ⅱ４７８～Ⅱ４８９も同種の器形で

あろう。多くは白色系で軟質の胎土をもち，灰釉施釉を基調とする京・信楽系製品とみら
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表７　ＳＸ１出土遺物（瓦を除く・括弧内は接合後破片数）
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れる。器形の判明する個体で詳しくみると，Ⅱ４６８～Ⅱ４７０は，器壁の薄い白色軟質胎土で，

削り出し成形の高台部周辺を除いて施釉される。釉は淡黄白色を呈し，京焼風陶器の特徴

が良くうかがえるものである。Ⅱ４７２・Ⅱ４７３も，同種の胎土・釉調だが，器壁が厚く，外

面の釉のかかり具合が粗雑である。うちⅡ４７２は，丈高の高台で，内面には顕著な目痕をと

どめる。またⅡ４７３は高台内側に「尾兵」の墨書を認める。底部片Ⅱ４７６も，これらと同質

で，墨書「灯カ」が記される。Ⅱ４６５・Ⅱ４６６は灰白色やや軟質の胎土で，器壁は薄く，Ⅱ

４６５は淡灰白色，Ⅱ４６６は淡青灰色の釉調である。Ⅱ４６７は白色軟質の胎土で，器壁は薄く，

釉は乳白色。Ⅱ４７１は，高台の形状が他と異なり，薄手で直立気味に削出成形される。見込

みの高台に対応する位置がボタン状に突出している。胎土は白色硬質で，器壁は厚く，釉

は淡灰白色。Ⅱ４７４は，白色軟質の胎土をもつ厚手の器壁で，釉は淡灰色を呈する。高台内

側に「京」と読める墨書がある。

近世・近代の遺跡

図１０１　ＳＸ１出土遺物�（Ⅱ４３６～Ⅱ４６４陶器）



　Ⅱ４７５・Ⅱ４７７は，丸みを帯びた腰部の屈曲から直線的に斜め上方に立ちあがる器形で，

素地や釉も上記の平椀と異なる。Ⅱ４７５は口径１２．０�，器高４．６�，高台径５．０�。高台周辺

以外の全面に透明釉を施した後，厚い白色の釉が，内面から外面上半にかけて重ねて施さ

れる。胎土は淡黄褐色軟質で，器壁は厚い。高台内側に墨書「サンケカ」がある。Ⅱ４７７は，

口径１１．２�，器高５．０�，高台径５．０�。見込みに鉄釉で「小」字が描かれた灰釉の椀で，

「御小納戸茶椀」として知られる尾張藩特注品である。京大構内ではこれまで２７７地点で１

点出土している。本来外面に描かれている「小」字部分は欠損している。筆致がこぶりで

弱々しくなっていくという編年観に従うと，ＯＫＮⅠ－３型式に相当する〔内野２００５〕。胎

土などの特徴はⅡ４７５とよく似る。この２点は瀬戸・美濃窯産であろう。

　Ⅱ４９０～Ⅱ４９３はそれぞれ特徴が異なる椀の底部。Ⅱ４９０は，底部から丸みを帯びて立ち

あがる丸椀形で，器壁の薄い京焼風陶器。見込みに目痕が残る。Ⅱ４９１は，丸い屈曲部から

まっすぐ立ちあがる湯呑形で，器壁は厚い。胎土は白色軟質。畳付以外の全面が灰釉施釉

され，外面に錆釉による２条の平行線がめぐる。見込みに目痕２点と重ね焼き痕をみとめ

る。他の一群と施釉や質感が異なり瀬戸・美濃系か。Ⅱ４９２は，幅のある削出の高台をも

ち，底部から胴部への屈曲に角をもつ器形。外面全面は回転箆削りされ，露胎。内面のみ

薄く透明釉がかかる。胎土は淡黄褐色で硬質。肥前系の可能性がある。Ⅱ４９３は，底部か

ら直線的に斜め上方へ立ちあがる器形で，京・信楽系の小杉椀に相当しよう。胴部は半分

程度残るが無文。灰色軟質の胎土で，器壁は厚い。底部を除き全面灰釉施釉する。

　Ⅱ４９４～Ⅱ４９６は小皿。Ⅱ４９４は完形で，口径９．４�，器高２．４�，高台径３．１�。こぶりな

削出高台と丸みを帯びた器形は，低平化した平椀ともいえる。灰色硬質の胎土で，器壁は

厚く焼成は堅緻。見込みに三点の目痕が明瞭に残る。口縁部周辺から内面を中心に灰釉施

釉し，淡黄色を呈する。Ⅱ４９５は，口縁部が段をもって外反する器形で，白色軟質の胎土を

もつ京焼風の陶器。畳付以外の全面が施釉され，見込みに十六弁の菊花文を錆絵で描く。

禁裏関係の製品だろう。Ⅱ４９６は，底部から直線的な体部が伸び，短く上方に屈曲する御手

塩皿。偏平で幅広の削出高台をもつ。外面上半と内面に白色の長石釉が施され，見込みに

鉄絵の斜格子モチーフを描く。黄白色軟質の胎土で，京・信楽系であろう。

　Ⅱ４９７は陶器端反椀。畳付以外全面に長石釉が施された白色の器面に，退化した宝珠文

が呉須で描かれる。胎土はⅡ４７５・Ⅱ４７７に共通する淡黄褐色軟質で，瀬戸・美濃系と思わ

れる。Ⅱ４９８は小型の杯。暗灰色施釉の器面に，白色釉の刷毛目文と鉄絵文字「鷹カ」が描

かれる。Ⅱ４９９はわずかに外反しながら斜めに立ちあがる椀の体部。胎土は淡赤褐色軟質
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図１０２　ＳＸ１出土遺物�（Ⅱ４６５～Ⅱ５００陶器）
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図１０３　ＳＸ１出土遺物�（Ⅱ５０１～Ⅱ５１５陶器）



１６３

で，濃淡のある白色釉を刷毛塗りし，波状の意匠を描くかのようである。Ⅱ５００はぐい飲み

底部。高台の３箇所を三角形に切り込み，回転箆切り痕が渦巻き状に残る。胎土は暗灰色

で焼成堅緻。底部を除き暗緑色の釉がかかる。Ⅱ４９８～Ⅱ５００の産地は不明。

　Ⅱ５０１～Ⅱ５１９は陶器の小型火鉢。胴部は丸身を帯び，口縁部は短く内折する器形で，火

入れ，手あぶりなどとも呼ばれる。口径２０�前後，器高１６～１８�程度。底部には焼成前の

近世・近代の遺跡

図１０４　ＳＸ１出土遺物�（Ⅱ５１６～Ⅱ５２３陶器）



小孔が３点程度穿たれ，未貫通のものもある。施釉は底部を除いた外面を基本とし，内面

はⅡ５０２のように体部上半の３分の１部程度に及んでいるものもあるが，多くは口縁部周

辺のみにとどまる。同種のものは２７７地点でも多数出土している。Ⅱ５０１は上野（あがの）

釉とも呼ばれるような銅緑釉を施した器面に，灰釉による白色の細かな点が散る。Ⅱ５０２

～Ⅱ５０４は，灰釉に呉須釉や鉄釉を流し掛け，Ⅱ５１５は暗黄緑色の飴釉，Ⅱ５１７・Ⅱ５１８は白

化粧のみ，Ⅱ５１９は長石釉。ほかは破片だが，灰釉施釉を基調とするものが多い。いずれ

も，長石の細粒を含む黄白色の胎土で，信楽産と思われる。

　Ⅱ５２０は練鉢の口縁部片。玉縁状を呈する端面の一部を押捺して窪ませる。長石釉が刷

毛目文風に厚く施され，内面には鉄絵があるが，モチーフは不明。Ⅱ５２１は，口縁部が水平

に外折する器形で，植木鉢だろう。内面上半～外面全面に白化粧に透明釉が重ねられ，鉄

絵が描かれる。Ⅱ５２２は摺鉢。柿釉施釉で７条の鋭い卸目がある。堺・明石系だろう。Ⅱ

５２３は皿の口縁部で，端部は短く屈曲して上方へ立ちあがる。全面飴釉で口縁部にうのふ

釉が吹きつけられる。２７１地点でⅢ３３１と報告される類品がある。

　Ⅱ５２４～Ⅱ５３２は土鍋。法量には１４～２４�のさまざまなものがあるけれども，特徴が共通

している。頸部で外方に「く」字状に屈曲して立ち上がる器形で，口唇を水平の鍔状に拡

張する。半分以上口縁が残るⅡ５２４・Ⅱ５２５でみると，２方向に貼り付けの瘤があり，把手

装着用の紐通し孔が複数穿たれている。白色軟質の胎土で，上半部に柿釉が浸し掛けされ

る。見込みに，同じ柿釉を用いて刷毛による粗雑な渦巻文が描かれるほか，砂を積んだ目

痕が残る。外面下半は回転ヘラ削りで，方向は反時計回り。胎土の特徴から，京・信楽系

の製品である可能性が高いと思われるが，信楽での土鍋生産はわかっておらず，今後産地

の追跡を要する。近世土鍋焼成窯である滋賀県蒲生郡蒲生町（現東近江市）石塔窯の調査

成果によると，在地の要望に応じた多器種少量生産の状況が報告されている〔稲垣１９９８〕。

今回出土したこれらの土鍋も，紐通し孔をもつ瘤や見込みの渦巻き文状の意匠など，類例

のない特徴をもちながら斉一的な様相をもつものであることから，幕末期の近郊窯におけ

る注文生産品であった可能性が考えられる。

　Ⅱ５３３～Ⅱ５３５・Ⅱ５３９・Ⅱ５４０は陶器水注。Ⅱ５３３・Ⅱ５３４は外面鉄釉施釉で，ともに白色

の胎土で器壁がきわめて薄い。京・信楽系だろう。把手は欠落するが，本来付いていたも

のと想定する。Ⅱ５３３の底部内面には黒色物が付着している。Ⅱ５３５は淡黄緑色の灰釉施釉

で，錆絵で花弁様の意匠が施される。注口部は欠失するが，把手の存在から水注と判断す

る。灰色やや硬質の胎土で，底部に幅広で外に踏ん張るような削出高台が付く。高台内側
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の底部の器壁は非常に薄い。瀬戸・美濃系か。Ⅱ５３９・Ⅱ５４０は底部付近の破片。把手の痕

跡や器形の特徴から水注と判断する。いずれも灰釉施釉。

　Ⅱ５３６～Ⅱ５３８は，瀬戸では筒形香炉，京・信楽では段重あるいは蓋物としてあつかわれ

る器形で，Ⅱ５６５のような偏平な蓋と組み合うとされる。丈の低い筒形の器形で，口縁端部

は内側に短く肥厚し断面三角形を成す。いずれも底部外面以外は内外とも灰釉施釉で，器

壁はきわめて薄く，上記の京・信楽系の水注と特徴を同じくする。Ⅱ５３６は底部に打ち欠き

近世・近代の遺跡

図１０５　ＳＸ１出土遺物�（Ⅱ５２４～Ⅱ５３２陶器）



による穿孔があり，植木鉢に転用されたものとみられる。

　Ⅱ５４１～Ⅱ５４４・Ⅱ５４６～Ⅱ５５１は，土瓶・急須や各種の鍋類に関連するもの。Ⅱ５４１は外

面上半に灰釉施釉と錆絵のみられる土瓶。灰色硬質の胎土で，外面下半と内面全体にも薄

く錆釉が施され淡茶褐色を呈する。内面に鍔状の蓋受けが突出する器形で，口縁部の小片

Ⅱ５４７も同種である。Ⅱ５４２は大きく凹む底部で，特徴から土瓶底部と判断する。白色軟質

の胎土で，器壁は薄い。外面全面は白化粧ののち上半に長石釉を施す。Ⅱ５４３・Ⅱ５４４の底

部は，回転ヘラ削りで調整され，底面中央が凹む。灰色硬質の胎土で，特徴は灯明皿など

と共通している。器壁はやや厚手。Ⅱ５４４には底部に小さな粘土玉の脚が貼り付けられる。

いずれも鍋の底部になると考える。Ⅱ５４６は，獣頭をかたどった低い脚が付く香炉の底部

だろう。灰色硬質の胎土で，外面を鉄釉施釉する。底部中央に打ち欠きによる穿孔があ

り，植木鉢に転用されたとみられる。Ⅱ５４８は小型の急須体部。透明釉に赤絵が細線で密

に描かれる。Ⅱ５４９は行平鍋。鉄釉で体部外面に飛び鉋。Ⅱ５５０は環状の双把手が付くであ

ろう鍋。口縁内面を除いて灰釉施釉し，外面にはさらに長石釉を重ね，その白地部分に呉

須と鉄絵で草花を描く。Ⅱ５５１は鍋の口縁。全面に厚く鉄釉がかかる。

　Ⅱ５４５は，体部がくびれ，口縁もゆるやかに内彎する陶器茶椀。器壁は厚く，胎土は白色

で軟質。内外とも鉄釉系とみられる暗赤褐色と黄緑色の釉が入り交じる。器表面が荒れて

おりはっきりしないが，手づくね成形の可能性があり，楽焼の雰囲気をうかがわせる。

　Ⅱ５５２は，内外全面を灰釉施釉する陶器底部で，斜め上方にわずかに膨らみを持つように

立ちあがる。胎土は白色でやや軟質。瀬戸・美濃系の徳利ないし瓶の底部とみられる。

　Ⅱ５５３～Ⅱ５６９は陶器蓋。うちⅡ５５３～Ⅱ５６１は土鍋あるいは行平鍋などに対応するもの。

なかでもⅡ５５３～Ⅱ５６０は，Ⅱ５６０のみつまみの形状が異なるほかは，淡赤褐色の胎土，内面

全面と外面帯状の鉄釉，飛び鉋とイッチン描きの細線など，特徴が共通する。これまでも

本部構内の幕末期の遺構から数多く出土している。Ⅱ５６１は，器形は類似するが，内面には

灰釉施釉，外面は飛び鉋がなくイッチン描きの花文で飾る。Ⅱ５６２～Ⅱ５６４は土瓶や急須の

蓋。Ⅱ５６２・Ⅱ５６４は白色軟質の胎土で，透明釉に鉄絵。Ⅱ５６３は暗灰色の胎土で，長石釉

と鉄釉にイッチン描きの列点で飾る。Ⅱ５６５・Ⅱ５６６は偏平な蓋。内外面とも灰釉施釉で，

Ⅱ５３６のような筒形容器と組み合うものとされる。Ⅱ５６７・Ⅱ５６８は落とし蓋。Ⅱ５６７は外面

のみ灰釉，Ⅱ５６８は長石釉。Ⅱ５６９は直径３．８�で花弁をかたどった超小型品。成形は手づ

くね。灰色の胎土で外面のみ白化粧。どのような器形にともなうものか不明。

　Ⅱ５７０～Ⅱ５７６は各種の陶器徳利や小壺類。Ⅱ５７０は鉄釉の御神酒徳利。完存で口径５．３
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１６７

近世・近代の遺跡

図１０６　ＳＸ１出土遺物�（Ⅱ５３３～Ⅱ５５２陶器）



�，器高１１．３�をはかる。器壁は厚く重量がある。Ⅱ５７１は柿釉の徳利。口縁部の一部を

欠くほか完存し，瓢箪形の体部に短い口縁部がつく。長石の砂粒を多く含む胎土から，信

楽産とみられる。Ⅱ５７２は灰釉徳利の頸部から上。口縁部は帯状の縁帯を成す。器形や胎

土の特徴から，瀬戸・美濃系の貧乏徳利などと呼称されているものとみられる。Ⅱ５７３は無

釉の油壺。完形で出土した。焼成は堅緻で，赤褐色を呈し，備前窯産とわかる。底部に山

形と点を組み合わせた刻印をもつ。Ⅱ５７４はミニチュアの無頸壺。内外とも灰釉施釉。Ⅱ

５７５は，張りのある体部から短く立ちあがる器形の口縁部付近で，把手用の耳があることか

ら土瓶である可能性が高い。黄白色軟質の胎土で透明釉を施し，器壁は薄い。京焼風陶器
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図１０７　ＳＸ１出土遺物�（Ⅱ５５３～Ⅱ５６９陶器）



１６９

近世・近代の遺跡

図１０８　ＳＸ１出土遺物�（Ⅱ５７０～Ⅱ５７７陶器，Ⅱ５７８～Ⅱ５８６土師器，Ⅱ５８７瓦器）



の特徴をもつものである。Ⅱ５７６は陶器水滴。菊花をかたどった意匠で，黄褐色の飴釉を

施す。上半と下半をそれぞれ型作り成形して接合している。瀬戸・美濃系に類品がある。

　Ⅱ５７７は陶器行灯皿。復元直径は２２�，厚い器壁の表面に緑釉を施した円盤状の製品で，

片側の中央は円形に一段くぼめている。２７７地点の遺物溜ＳＸ２から，同様な特徴をもっ

た軟質施釉陶の行灯皿が出土しており，それには「文山」銘の刻印が見られる。

　Ⅱ５７８～Ⅱ５８２は土師器皿類。土師器の出土は少なく，ほとんどが小片である。Ⅱ５７８・Ⅱ

５７９は，伝統的な手づくね成形の小皿。見込みに圏線がめぐるタイプであろうが，その部位

で破損している。Ⅱ５８０は回転台成形によるミニチュア椀とも呼び得る器形で，内面全面

と外面上半に墨が付着している。Ⅱ５８１は型作りとみられる半球形のミニチュア椀。外面

の一部に透明釉がかかる。Ⅱ５８２は器壁の厚い皿の口縁部。炮烙であろう。

　Ⅱ５８３～Ⅱ５８７は土師質・瓦質の火器類に関連すると思われるもの。Ⅱ５８３は，土師質の五

徳。全体の４分の３程度が残る。筒状の器形で，下半はわずかにふくらむ。轆轤を使わず

粘土紐積み上げにより成形したようで，内外とも器表面に指頭圧痕が残る。下半に大きく

窓部が設けられ，口縁部に鍋受けの突起がある。Ⅱ５８４は土師質焜炉の脚部。板削りによ

り粗く面を取るように表面を仕上げている。体部に穿たれた窓部の一端がわずかに残る。

Ⅱ５８５も土師質の厚手の底部で，同様な火器類であろうと思われるが，全形をうかがいがた

い。Ⅱ５８６・Ⅱ５８７は瓦質の火鉢ないし焜炉。ともに回転台成形で外面を丁寧に磨いて仕上

げ，器形も類似しているが，Ⅱ５８６は胎土がやや赤みを帯び，体部の膨らみが弱い。Ⅱ５８７

は体部や高台部に焼成前の小孔が穿たれる。２７７地点で類品が出土しているが，口縁部に

大きな抉り込みと，内面に鍋受けの突起がある焜炉であった。これら２点も残存率が２分

の１以下であり，火鉢ではなく焜炉であった可能性もある。

　Ⅱ５８８～Ⅱ６０４・Ⅱ６０６～Ⅱ６１５は磁器。うちⅡ５８８～Ⅱ５９０は，残存部分には文様がみられ

ない。Ⅱ５９１以下は基本的に呉須による文様をほどこした磁器染付である。ただしⅡ５９５に

は鉄絵が見られる。またⅡ６０５の筒形椀は，外見上は区別つきがたいが，陶胎の陶器染付で

ある。染付ということでここに含める。染付磁器は少量で，完形に近い個体は，西側の拡

張部から出土したⅡ５９３の椀，集石上で出土したⅡ６１１の蓋の２点にとどまる。ほかは断片

資料である。Ⅱ５９３・Ⅱ５９９・Ⅱ６０８の高台畳付には耐火砂の著しい熔着がみられる。椀の

各種，小杯，蕎麦猪口，段重，小皿，油壺，水滴など，出土品の器種にはまとまりがない。

産地の同定を経ていないが，肥前系と瀬戸・美濃系双方のものが混在しているとみられる。

２７７地点でも磁器の少なさは報告されており，尾張藩吉田屋敷における特徴として評価で
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１７１

近世・近代の遺跡

図１０９　ＳＸ１出土遺物�（Ⅱ５８８～Ⅱ６０４・Ⅱ６０６～Ⅱ６１５磁器，Ⅱ６０５陶器）



きるかもしれない。また，椀のなかに広東椀が認められず，磁器に限らず陶器でも同傾向

を示す。肥前産磁器椀における編年では，広東椀の存在はおおむね１８４０年代まで，以降

１８６０年代までは端反椀が主体を占めるとされる〔九州近世陶磁学会２０００　p.７９〕。この遺構

の帰属年代を考慮すると，妥当な組成であると評価できるだろう。

　Ⅱ６１６・Ⅱ６１７は厚い板状の土製品。砂粒を多く含む赤褐色の胎土で，表面は磨いて平滑

に仕上げている。組み合わせて中空で箱型の構造物を成していたようで，縁部や側面の破

損部分にみられる接合強化用の平行条線が，それを示す。Ⅱ６１８は石硯。灰色で軟質の石
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図１１０　ＳＸ１出土遺物�（Ⅱ６１６・Ⅱ６１７・Ⅱ６１９土製品，Ⅱ６１８石製品，Ⅱ６２０～Ⅱ６２２青銅製品，Ⅱ
６２３銭貨）　 Ⅱ６２０～Ⅱ６２３縮尺１�２，ほか縮尺１�４



１７３

材を用いている。Ⅱ６１９は土製の碁石か。表面に墨を塗った痕跡がある。

　Ⅱ６２０～Ⅱ６２３は青銅製品。Ⅱ６２０は小刀の柄。棒状の杉あるいは檜を複数の青銅板を組

み合わせて覆う。刀身は残っていない。Ⅱ６２１は五葉形の釘隠。Ⅱ６２２は釘。Ⅱ６２３は寛永

通宝。背面は無文である。

　以上のほか，泥面子や伏見人形などの土製品やガラス容器片も少量出土している（表７）。

　近世野壺の出土遺物（Ⅱ６２４～Ⅱ６６３）　 　ＳＥ１のみ屋内西半，ほかは時計台北側区に

ある。量的にまとまるのはＳＥ５のみである。これらの野壺は幕末の尾張藩邸設置に際し

て廃絶した可能性が高く，近世後半の資料が中心となる。またＳＸ１出土遺物と異なり，

無文の京焼風陶器や土鍋類がないかわりに，土師器皿類や磁器染付が一定量を占める。

　Ⅱ６２４～Ⅱ６２６はＳＥ１出土遺物。Ⅱ６２４は内面に鉄絵で渦巻文を描いている陶器皿で，

瀬戸窯に特徴的な「馬の目皿」。Ⅱ６２６～Ⅱ６５８はＳＥ５出土遺物。うち，Ⅱ６３２・Ⅱ６３５・

Ⅱ６３７・Ⅱ６４２・Ⅱ６４４・Ⅱ６５０・Ⅱ６５５は掘形から，ほかは漆喰製井筒内の出土。土師器皿

は，Ⅱ６３２～Ⅱ６３７のように見込みにしっかりと圏線をもつものが主体となる。Ⅱ６３９は土

師器炮烙の口縁部。Ⅱ６４１は白化粧土に透明釉を施釉し，口縁内面に鉄釉の斑文をめぐら

す椀。Ⅱ６４２は肥前系の刷毛目文椀。暗赤褐色の胎土で焼成は堅緻。見込みは蛇の目釉�

ぎ。Ⅱ６４３も刷毛目文の皿だが，胎土は灰色で飴釉施釉である。Ⅱ６４６は鉄釉の土瓶。Ⅱ

６５０の陶器すり鉢は，石英を多量に含む白色やや軟質の胎土で，信楽産とみられる。Ⅱ６５１

は瓜形の灰釉鉄絵小壺あるいは茶入。上下それぞれを型作りで成形して接合しており，内

面に接合痕と指頭圧痕が残る。Ⅱ６５２以下は磁器染付。Ⅱ６５３はくらわんか手の椀である。

　Ⅱ６５９～Ⅱ６６２はＳＥ８～ＳＥ１０出土遺物。灰褐色土除去後に掘形のみ検出できた野壺埋

土からの出土で，１７世紀代以前にさかのぼるものも含まれる。Ⅱ６６０は口縁が短く外反す

る陶器椀。暗灰色の胎土で器壁は厚く，全面灰釉施釉。唐津の可能性がある。

　灰褐色土出土遺物（Ⅱ６６４～Ⅱ７６７）　 各所の近世包含層出土遺物をまとめた。出土地区

は，玄関前区（Ⅱ６７１・Ⅱ６７７・Ⅱ６８１・Ⅱ６８４・Ⅱ６９０・Ⅱ６９４～Ⅱ６９６・Ⅱ６９９・Ⅱ７００・Ⅱ

７１３・Ⅱ７１４・Ⅱ７３１・Ⅱ７３８・Ⅱ７４４・Ⅱ７５０・Ⅱ７５３・Ⅱ７５４），屋内西区（Ⅱ６６６・Ⅱ６７２・

Ⅱ６９１・Ⅱ６９７・Ⅱ７１０・Ⅱ７１１・Ⅱ７１７・Ⅱ７１８・Ⅱ７２６・Ⅱ７３６・Ⅱ７４２・Ⅱ７４５・Ⅱ７４７），屋

内東区（Ⅱ６６３・Ⅱ７０７・Ⅱ７４３・Ⅱ７６４），時計台北側区（残りすべて）である。内容は，

近世後半期が中心で，前半期にさかのぼる資料は少ない。幕末期尾張藩邸に関連する資料

が数多く含まれていることは確実だが，明確に峻別することは難しい。以下，おおむね種

類別に，特徴的な資料を中心に説明しておく。

近世・近代の遺跡
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図１１１　ＳＥ１出土遺物（Ⅱ６２４陶器，Ⅱ６２５・Ⅱ６２６磁器），ＳＥ４出土遺物（Ⅱ６２７陶器），ＳＥ５出土遺
物（Ⅱ６２８～Ⅱ６３９土師器，Ⅱ６４０～Ⅱ６５１陶器，Ⅱ６５２～Ⅱ６５８磁器），ＳＥ８出土遺物（Ⅱ６５９土師
器，Ⅱ６６０陶器），ＳＥ９出土遺物（Ⅱ６６１土師器，Ⅱ６６２磁器），ＳＥ１０出土遺物（Ⅱ６６３土師器）
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近世・近代の遺跡

図１１２　灰褐色土出土遺物�（Ⅱ６６４～Ⅱ６７７土師器，Ⅱ６７８～Ⅱ７１２陶器）



　Ⅱ６６４～Ⅱ６７１は土師器皿。型作り成形による小皿と見込みに圏線をもつ大皿の組み合わ

せである。Ⅱ６７２は内面に指頭圧痕が著しく残る底部で，器表面には離型剤の雲母が多数

付着している。容器ではなく人形や置物の土製品かもしれない。Ⅱ６７３は轆轤成形の皿，

Ⅱ６７４～Ⅱ６７６は焼塩壺の蓋。Ⅱ６７４の内面には布目が残る。Ⅱ６７７は炮烙。

　Ⅱ６７８～Ⅱ６８８は陶器灯明皿・灯明受皿。様相はＳＸ１に等しい。Ⅱ６８９は秉燭。外面全面

は柿釉の施釉。Ⅱ６９０は陶器の小型の仏花瓶。白色軟質の胎土で，鮮やかな藍色の釉が外

面にかかる。Ⅱ６９１～Ⅱ７０２は陶器の杯・椀・湯呑のたぐい。Ⅱ６９４は，暗灰色の胎土に白

化粧土を刷毛塗りしたのち透明釉施釉する。見込みに「周平」の銘がある。近世後期の京

の陶工尾形周平の作か。Ⅱ６９５は小杉椀の器形だが，文様は確認できない。Ⅱ７００は京焼風

陶器の椀で，口縁内面に蓋受けの段をもつ。Ⅱ７０３は見込みに鉄釉の山水楼閣文を描いた

椀の底部。白色の精良な胎土でシャープな削出高台をもつ。肥前産の京焼風陶器とみられ

るが，刻印部分は遺存しない。Ⅱ７０４は底部以外に白色釉を施し，見込みには鉄釉の花文を

描く底部。削りにより円形に一段窪めることで，高台状の段差を成形している。「旭カ亭」の

刻印がある。Ⅱ７０５は幅の広い高台に推定４方向の半円形の抉りをもつほか，中央も焼成

前穿孔される底部。灰色軟質の胎土で，外面のみに鉄釉施釉する。植木鉢であろう。Ⅱ

７０６は，外面に薄い白化粧土のみを施す筒形の器形で，底部はⅡ７０４と同種の高台を成形し

ている。またこの高台も，推定４方向に半円形の抉りがある。Ⅱ７０７は底部から斜め上方

に直線的にたちあがる器形で，淡赤褐色軟質の胎土に，全面に長石釉を施す。

　Ⅱ７０９～Ⅱ７１３は陶器の徳利や壺。Ⅱ７０９は回転糸切痕を残す底部で，底部を除く外面を

鉄釉施釉。Ⅱ７１０は鮮やかな濃黄色の釉がかかる壺。黄白色軟質の胎土で器壁は薄い。釉

の特徴から�平焼と思われる。Ⅱ７１１は徳利の頸部で，鉄釉にイッチン描きの文字がある。

Ⅱ７１２は，黄白色軟質の胎土をもつ京焼風陶器の特徴を持った壺の頸部で，十六弁の藍色の

菊花文が描かれている。禁裏関係品であろう。Ⅱ７１３は壺の口縁で，端部は玉縁状に肥厚

する。暗灰色胎土の堅緻な焼成で，器壁は厚く，外面に鉄釉施釉。

　Ⅱ７１４～Ⅱ７３０は鍋・土瓶と蓋の各種。Ⅱ７１４は内面下半のみ，Ⅱ７１５は内外全面に鉄釉施

釉する鍋。口縁を片口状にするⅡ７１４は把手の付く行平鍋であった可能性が高い。Ⅱ７１６は

器壁の薄い京焼風陶器の土瓶あるいは急須の口縁。蓋は法量・形態ともさまざまであるが，

径が小さくつまみが付かないⅡ７１７・Ⅱ７１８は，壺や瓶など口の小さな保存容器にともなう

ものであった可能性が高い。Ⅱ７１７は銅緑釉，Ⅱ７１８は灰釉施釉で無文。Ⅱ７１９～Ⅱ７２１も径

は小さいが，鉄釉の落とし蓋Ⅱ７１９や，灰釉鉄絵でつまみの付くⅡ７２１は，小型の急須にと

１７６

京都大学本部構内ＡＵ２５区の発掘調査



１７７

近世・近代の遺跡

図１１３　灰褐色土出土遺物�（Ⅱ７１３～Ⅱ７３１陶器，Ⅱ７３２～Ⅱ７５９磁器）



もなうものかと考える。Ⅱ７２２は鉄釉の落とし蓋で，小さな突起のみでつまみがつかない。

水注にともなうものか。Ⅱ７２３は内面に刻銘があるが判読できない。Ⅱ７２４ともども器壁は

薄い。Ⅱ７２５～Ⅱ７３０は類似の器形の一群。Ⅱ７２８～Ⅱ７３０は外面に飛び鉋。

　Ⅱ７３１は陶器すり鉢。赤褐色の非常に堅緻な焼成で，備前産とみられる。

　Ⅱ７３２～Ⅱ７５９は磁器。おもに染付の小杯・椀・皿・蓋・段重などで，大皿はみあたらな

い。染付以外では，Ⅱ７３４・Ⅱ７３８・Ⅱ７５５が色絵，Ⅱ７４９が内外青磁，Ⅱ７４１・Ⅱ７４３・Ⅱ７５３

が外面青磁，Ⅱ７５７・Ⅱ７５８が無釉。以下，特徴的なものをとりあげる。

　Ⅱ７３５は小杯で，大小の十六弁菊花文を施す。Ⅱ７４２は焼継が著しい椀の体部で，亀甲繋

ぎの文様に，菊花文の花弁が残存部分にかかっている。これらはともに器壁が極端に薄く

特異さが際だつ。肥前系磁器の禁裏注文品〔京都市埋文研２００４　pp.２８９－２９１〕とされるも

のに該当しよう。Ⅱ７３２の杯には「三本木」の文字がみられる。現在の丸太町橋西詰北側

一帯にあった歓楽街の地名である。Ⅱ７４５は広東椀の底部。Ⅱ７５４は型紙刷りによる染付。

玄関前区の灰褐色土上層からの出土品で，明治年間前半に下る時期のものである。

　Ⅱ７６０・Ⅱ７６１は，ヨーロッパ製陶器の破片。白色精良な胎土で，銅板転写の染付文様を

もつ。Ⅱ７６０は，「ウィロウ・パターン」と呼ばれる楼閣山水画を見込みに施すことを特徴

とする皿の，周縁部分に相当する。コバルト釉による藍色で，七宝文・七宝連繋文など幾

何学文をめぐらしており，「スポード・ボーダー」というウィロウ・パターン皿の典型的装

飾のひとつといえる〔岡１９８４　p.２９〕。小片であり確実さに劣るが，復元口径は約２４�をは

かる。Ⅱ７６１は，同一個体だが互いに接合しない底部ａ～ｃの３点。ａは高台部分である。

岡泰正氏（神戸市立博物館）により，本例はクロム顔料による釉下緑絵銅板転写陶器で，

文様は，イギリス・ニュンナムにあった庭園風景を表現した「ワイルド・ローズ」と呼ば

れるパターン，器形は長円形のプラターとなる可能性が高いけれども，最終的な確定は伝

世品の探索と照合を待つ必要がある，との教示をいただいた。

　これらのパターンをもつ陶器は，いずれもイギリスないしオランダ製で，１９世紀中葉に

盛んに舶載されたと想定されてきた〔岡１９９１・１９９５〕。２００２年の時点で，ヨーロッパ製陶

器全般として国内の都市部・地方を問わず１７４点の報告例が集成されており〔松浦２００２〕，

その後もさらに増加している。今回の出土は，近世末期における西洋陶器の普及度を，あ

らためて裏付けるものといえよう。また，いずれの破片も，藩邸中庭の池跡と関連する可

能性が高い，時計台北側区西北域の灰白色粗砂層上面の灰褐色土から出土したことが，注

目される。この層準は，幕末期尾張藩邸の廃絶にともない廃棄された資料をおもに包含す
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るとみてよく，藩邸で使用された陶器と判断して，年代的にも矛盾しない。藩邸における

饗応の存在を示唆する資料として評価されよう。

　Ⅱ７６２・Ⅱ７６３は青銅のキセル雁首と釘。Ⅱ７６４～Ⅱ７６７はガラス棒状具。笄（こうがい）

や簪（かんざし）などの一部か。Ⅱ７６３は黄色半透明で細い棒を並列する。Ⅱ７６５は無色透

明のねじり棒，Ⅱ７６６は乳白色半透明と青色の縞状，Ⅱ７６７は灰色不透明である。

近世・近代の遺跡

図１１４　灰褐色土出土遺物�（Ⅱ７６０・Ⅱ７６１ａ～ｃ西洋陶器，Ⅱ７６２・Ⅱ７６３青銅製品，Ⅱ７６４～Ⅱ７６７
ガラス製品）　 縮尺１�２



　ａ地点立合調査出土遺物（Ⅱ７６８～Ⅱ７８３）　 　水銀灯設置地点（図７７－ａ地点）掘削時

に一括して出土した。範囲狭小で遺構の輪郭は把握できなかったけれども，厚い灰褐色土

の堆積が確認されたことから，ゴミ穴状の遺構が存在した可能性が高い。尾張藩邸の縄張

りに位置づけると東南隅付近にあたる。藩邸の西南隅になる２７７地点においても，これと

類似した一括出土遺構がみられることから，藩邸敷地内の，とくに縁辺部を中心とする随

所に，このような廃棄土坑が存在している可能性があらためて確認できたといえる。

　遺物は機械掘削のために破損してしまったものの，残存率がよく，陶器の比率が高い。

Ⅱ７６８～Ⅱ７７０は，鍋や土瓶の口縁部。Ⅱ７７１～Ⅱ７７３は蓋。Ⅱ７７１はつまみを亀でかたどっ

た落とし蓋で，２７７地点で類例が多数出土している。Ⅱ７７２・Ⅱ７７３は飛び鉋とイッチン描

きを特色とする蓋で，ＳＸ１で類品が多数出土している。Ⅱ７７４は火鉢口縁。灰釉施釉に

呉須釉を垂らしている。外方に肥厚する口縁形態は，ＳＸ１にはみられなかったものであ

る。Ⅱ７７６・Ⅱ７７７は火鉢などの底部。瘤状の脚が付くⅡ７７６は，Ⅱ７７４と同一個体の可能性

がある。Ⅱ７７５は形態から徳利の底部と思われる。内外面とも灰釉施釉。Ⅱ７７８は器壁の薄

い筒形の器形で，外面を鉄釉施釉したのち金箔状のものによる菊花文が貼り付けられる。

Ⅱ７７９・Ⅱ７８０は磁器。Ⅱ７８０は染付椀の底部をうち欠いて穿孔しており，植木鉢に転用して

いたものであろう。Ⅱ７８１～Ⅱ７８３は土製の焜炉や涼炉の部分である。

　大学設置以降の遺物（Ⅱ７８４～Ⅱ７８８）　 　表土中などから得られた大学設置以後の近代

遺物のうち，特徴的な第二次大戦中の資料を呈示する。Ⅱ７８４・Ⅱ７８５は磁器で，昭和１６年

（１９４１）３月～昭和２０年８月にすべての窯業製品に明記を義務づけられていた「統制番号」

（正式名称「生産者別表示記号」）をもつもの。Ⅱ７８４は高台をもつ底部で，クロム釉によ

る緑色で「岐３９６」とある。Ⅱ７８５は化粧クリームの容器。底部に「セ４４１」と陰刻される。

「岐」は岐阜県陶磁器工業組合連合会所属の生産者を示し，東濃地方の製陶業者に番号が

割り振られた。うち３９６は，土岐市土岐津町高山所在の山冨製陶所であることがわかって

いる〔桃井１９９７〕。「セ」は愛知県瀬戸地方の生産者に付されたが，番号の資料を欠く。Ⅱ７８６

は�器質の陶器湯呑で，接合しないが同一個体と見られる体部ａと底部ｂ。体部には鉄釉

で「隣組」の歌（岡本一平作詞）１番の歌詞が，反対側には大政翼賛会のマークがみられ

る。隣組は，昭和１５年（１９４０）に制度として明文化され，この年に作詞された歌謡ととも

に普及がはかられている。その当時の資料である。

　Ⅱ７８７は陶器製模擬手榴弾。本資料は，時計台北側区西側のＸ＝１６５０，Ｙ＝２２１０付近にお

いて，発掘後の管路敷設工事の際，表土中から３０点以上が一括出土したうちの１点である
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図１１５　ａ地点立合調査出土遺物（Ⅱ７６８～Ⅱ７７８陶器，Ⅱ７７９・Ⅱ７８０磁器，Ⅱ７８１～Ⅱ７８３土師器）

近世・近代の遺跡



（図版３７下－ａ・ｂ）。高さ１１０�，幅６２�，重さ５３０ｇ。中実で焼成堅緻で，色調は灰色。

頂部に突起があり，底部はわずかに窪む。左右分割の型作り成形によるもので，縦位方向

に型の合わせ目が認められるが，本例は丁寧に消される。滋賀県甲賀市信楽に同種の製品

が伝えられる（信楽古陶館蔵）。大戦末期には陶製手榴弾が代用品として生産・使用され

た状況が明らかにされているけれども〔木立・萬野２００６〕，本例は訓練用模擬弾であり，

実用品と評価すべきかもしれない。『京都大学百年史写真集』（１９９７年）写真３－１８０には，

１９４３年ごろの学生軍事教練の様子が伝えられる。昭和１９年（１９４４）４月には大学に「軍事

教習科」が新設され，教練は毎週１回１日ないし半日連続で行われることになったとされ

る（『京都大学百年史』１９９８年　p.４５４）。本資料は，そのような教練や教習に用いられた

ものだろうか。戦時下の大学の状況を具体的に伝える資料といえよう。

　Ⅱ７８８は耐火煉瓦。時計台北側区東部の煙突基礎（図版２７－２）につながる煙道使用の

１点。桃白色で焼成堅緻。片面に「MITSUISHI」および星形の枠に「Y」字の刻銘がある。

時計台建物（旧本部本館，１９２５年竣工）には，昭和２９年（１９５４）ごろまで東北にボイラー

室と煙突が附属した。銘は岡山県備前市三石所在の耐火煉瓦会社を示すものだろう。
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図１１６　大学設置以降の遺物（Ⅱ７８４～Ⅱ７８６磁器，Ⅱ７８７陶製模擬手榴弾，Ⅱ７８８耐火煉瓦）
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　６　幕末期の瓦

　近世瓦はＳＸ１とその周辺から一括して出土しており，コンテナ９箱分，重量にして

１１０．９�が出土した。いずれも色調は黒灰色，胎土の色調は明灰色で，焼成は良好である。

以下代表的な個体を図示し，種類ごとに述べていく。また，刻印については後に述べる。

　軒　桟　瓦（図１１７）　 　２点のみの出土で，瓦の総量からみるときわめて少ない。Ⅱ７８９

は，文様の左端のみ残存する。軒丸部は欠失し，同心円状のカキヤブリ痕が残る。金子智

氏のいう「東海式」瓦〔金子１９９４〕であるが，両脇の唐草文が退化し，中心飾りと同様の

樹枝＋点珠となっている段階の瓦である。内野正氏の分類ではＣ種�類に属す瓦であり，

尾張藩上屋敷跡遺跡から同文（同笵の可能性もあり）の瓦が出土している〔内野２００４　第

８図－２７〕。Ⅱ７９０は軒桟瓦の瓦当右端で，文様部は欠失しているが，「○作 」の刻印が押され

ている。

　桟　　瓦（図１１８）　 　すべて右桟瓦であり，左桟瓦はない。大きさのわかる個体につい

ては規格が整っており，全長２８．０～２９．０�，全幅２７．０～２８．０�である。基本的に頭と尻の

双方に，３�角程度の切り込みを入れるが（〔内野２００４〕のＳ１－２形），Ⅱ７９１のみは頭

の切り込みがなく，全幅も２８．５�とやや大きめである。凹面側は未調整で，成形台のアタ

リ痕が残る個体もある。刻印はあるもの（Ⅱ７９１・Ⅱ７９２・Ⅱ７９６）とないもの（Ⅱ７９４・Ⅱ

７９５）が存在し，あるものはいずれも，頭側端面の中心あたりに押されている。

　丸　　瓦（図１１９）　 　大きさのわかる個体についてはいずれも全長２７．５�，全幅１５．０�

と規格が揃っている。玉縁部両端にやや大きめの抉りをもち，凹面には幅３�程度で先丸

の木製工具の叩き痕が残る。凸面および玉縁部は横方向の調整。刻印のある個体はいずれ

も玉縁端部の中央あたりに押されている。Ⅱ７９７～Ⅱ７９９の

完形３個体は刻印をもたない。

　伏　間　瓦（雁振瓦）（図１２０）　 　大きさのわかる個体につ

いてはいずれも全長２４．５�，全幅２１．５�と規格が揃う。玉

縁部は横方向のカキヤブリを施し接合されている。左右に

並んだ２個の釘孔をもつが，Ⅱ８０４のみは釘孔が斜め方向

に開いている。凹面側は未調整。刻印は玉縁端部の中央付

近に押される。

　平　　瓦（図１２１－Ⅱ８０９～Ⅱ８１１）　 　全幅２４�。全長の

幕　末　期　の　瓦

図１１７　ＳＸ１出土瓦�（Ⅱ７８９・
Ⅱ７９０軒桟瓦）
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図１１８　ＳＸ１出土瓦�（Ⅱ７９１～Ⅱ７９６桟瓦）　 縮尺１�６
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幕　末　期　の　瓦

図１１９　ＳＸ１出土瓦�（Ⅱ７９７～Ⅱ８０３丸瓦）　 縮尺１�６
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図１２０　ＳＸ１出土瓦�（Ⅱ８０４～Ⅱ８０８伏間瓦）　 縮尺１�６
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わかる個体はない。いずれも凹面側中央部に，割熨斗として使用するための切り込みを

作っている。ただ，尾張藩上屋敷跡遺跡では割熨斗の使用例はあるものの，本遺跡では明

らかな割熨斗瓦はみつかっていない。図示した個体も，凹面側中央付近が風化しており，

通常の平瓦として使用されていたことがわかる。凹凸面とも調整を施す。刻印をもつもの

はいずれも，端部中央付近に押されている。

　その他の瓦（図１２１－Ⅱ８１２～Ⅱ８１５）　 　Ⅱ８１２は谷瓦。Ⅱ８１３は袖瓦の袖部であろうが，

図１２１　ＳＸ１出土瓦�（Ⅱ８０９～Ⅱ８１１・Ⅱ８１４平瓦，Ⅱ８１２谷瓦，Ⅱ８１３・Ⅱ８１５袖瓦）　 縮尺１�６

幕　末　期　の　瓦



抉り状の装飾が施される。Ⅱ８１４は平瓦だが，凸面側に引っ掛け用の溝をもち，また側端面

には水返し用の鰭状突起をもつ。Ⅱ８１５は袖瓦。

　刻印について（表８）　 　刻印は２種４印面が確認され，ほとんどは「○作 」の刻印であっ

た。

　「○作 」印は２種が確認された。「○作 」Ａは細い筆致で，１画目の終端が○に付き，３画目

の終端が２画目の縦棒に付くもの。『尾張藩上屋敷跡遺跡�』所収の刻印一覧（第２３８・２３９

図）の５６または５５と同印と思われる。４０点を確認した。「○作 」Ｂは太い筆致で，３画目と４

画目を一筆で書くもの。『市谷本村町遺跡』所収の刻印（第５５図）の１１９－５Ｑ－０１と同印

と思われる。４点を確認した。ただ，ここでセットとなって二つ捺しされている「尾州樽

水御瓦竈元」印は本遺跡ではみられなかった。

　「○」印は竹管文状のもの。桟瓦に１点のみ確認された。「（　」印は○の半分が押印角度

により捺されなかったものの可能性もある。２点確認された。

　各種瓦の出土割合（表９）　 　上原真人氏の研究〔上原１９９５など〕にしたがい，隅数計

測法により，各種瓦の出土割合を求めた。ただし上原氏が分析をおこなった中世瓦に比べ

て，瓦の種類が多く，その分条件と制約も多くなる。とくに桟瓦・平瓦・伏間瓦について

は，破片からは見分けがつきにくい瓦も多く，図示したような括りで分類し，各種瓦に重

複する破片の種類については，下記のとおり桟瓦および伏間瓦の個体数を優先して計算し

た。なお，計算に際し，桟瓦はすべて２ヶ所の切り込みをもつものとし，また袖瓦など道

具瓦は考慮しないことにする。

　丸瓦は玉縁左端の③が１３点と最多であり，最低１３個体の丸瓦が存在したことになる。
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表８　ＳＸ１出土刻印瓦各種類の個体数　刻印縮尺１�２
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　次に桟瓦だが，⑤～⑦は桟瓦のみにみられる隅形状であり，最多である⑤の２７点をもっ

て桟瓦数とする。同様に伏間瓦も，⑩の７点がその数ということになる。平瓦であるが，

⑧には桟瓦と伏間瓦が，⑨には伏間瓦がそれぞれ含まれている。したがって仮に，⑧の５９

点から先に求めた桟瓦数２７と伏間瓦数７を，⑨の４１点から伏間瓦数７をそれぞれ除し，さ

らに２で割った数のうち多いほう，つまり（４１－７）÷２＝１７を平瓦数とする。　以上の

計算から，おそらく誤差は多いと思われるものの，いちおう桟瓦２７，丸瓦１３，平瓦１７，伏

間瓦７という数値が出た。棟に葺くのみの用途である伏間瓦の比率が高いことからは，梁

行方向の狭い，細長い建物に葺かれたとも考えられるが，もちろん廃棄に際し選択がおこ

なわれた可能性もある。

　出土瓦の成分分析（表１０）　 　本遺跡から出土した「○作 」瓦については，同印と思われ

る瓦が尾張藩上屋敷跡遺跡からも出土していることは述べたが，岡山県津山市の津山城跡

からも，同印ではないがおなじ「○作 」瓦が出土しており，行田裕美氏・白石純氏により，

尾張藩上屋敷跡遺跡などとの胎土分析による比較検討がおこなわれている〔行田・白石

２００３〕。その際，本遺跡出土瓦６点について，岡山理科大学自然科学研究所の白石純氏に同

時に成分分析を依頼しており，尾張藩上屋敷跡遺跡出土瓦との比較から，以下のような結

論をいただいた。

　�本遺跡出土瓦は，遺物登録番号３５１・３５６（＝Ⅱ８０１）・３６３の３点と，３６７・３９０（＝Ⅱ

７９０）・３９１の３点の２つの胎土に分類される可能性がある。

　�そのうち前者の一群は，尾張藩上屋敷跡遺跡出土瓦と胎土が類似している。

　このような結果となり，すくなくとも前者の一群については，尾張藩上屋敷跡遺跡と生

産地が共通する可能性が高いことが確認された。しかし，本遺跡の２グループの胎土は，

丸瓦と桟瓦・平瓦という瓦の種類に規定されている可能性があり，注意を要する。

　ま　と　め　　以上のように，本遺跡出土瓦については，各瓦ごとの規格の均一性や，同

表９　ＳＸ１出土瓦隅数計測表

幕　末　期　の　瓦
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表１０　出土近世瓦の成分分析結果（単位は（％），ただしRb・Sr・Zrは（ppm））
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一刻印の使用など，非常に強いまとまりをもつ一群であり，おそらくは大多数が同一の生

産地から同時に供給されたものであろう。

　先述の金子氏や内野氏による尾張藩上屋敷跡遺跡における研究成果からは，同遺跡の「東

海式」瓦当文をもつ一群の瓦は，国元（尾張）で生産され江戸に供給されたことが確認さ

れている。また国元での生産状況についても，内野氏や犬塚康博氏〔犬塚１９８７〕，岡村弘

子氏〔岡村２００４〕によって研究が進められており，１８世紀後半までは名古屋城下の「御瓦

場」（名古屋市中区栄五丁目・新栄一丁目付近）でおもに生産がおこなわれていたのが，１９

世紀に入ると，常滑や三河高浜で生産された瓦が主流となってくることがわかっている。

　その中でも本遺跡から出土する「○作 」の刻印をもつ瓦については，１８世紀末以降（尾張

藩上屋敷跡遺跡における第５次御殿期）の常滑産であり，山田庄八の生産になるものであ

ることも知られている〔内野２００４，愛知県知多郡役所編１９２４　p.２４５〕。これは，当地に尾

張藩邸が建てられた文久２年（１８６２）という時期とも年代的に合致するとともに，藩邸の

所用瓦として，江戸ばかりでなく京都においても，国元産瓦が運ばれ使用されていたこと

があきらかになった。当時の藩財政やその生産・流通にかかる経済活動等を知るうえで，

重要な成果といえよう。

　また，江戸の尾張藩上屋敷跡遺跡の瓦と本遺跡の瓦が同所から供給されたことは，胎土

分析からも証明されたのだが，尾張藩上屋敷跡遺跡の瓦がすべて密なまとまりを示すのに

対し，本遺跡の瓦は２グループに分かれる結果となった。またこの２グループは丸瓦と

桟・平瓦という瓦の種類による可能性があり，対して製作工人や製作時期の相違を示しや

すいであろう刻印の印面には規定されていないことがわかった。今回は分析試料数も少な

く，このことが何を意味するのかは今後の課題である。

　７　小　　　結

　� 先史時代～中世の遺跡について

　先史時代の地形環境　　弥生前期末の土石流に由来する黄色砂は，Ｙ＝２２５０以西の調査

地西半に堆積し，東半ではごく薄いものが局所的に認められるのみであることを確認し

た。これは，調査地一帯が，北東から南西方向にむかって張り出す尾根状の微高地にあた

るという微地形を反映したものであり，従来からの想定をほぼ追認できたといえる。

　縄文時代の遺物　　黄色砂より下層の先史時代遺物包含層からは，少量の縄文土器が出

土したにとどまった。時期的なまとまりに乏しいが，周辺で出土のない前期末葉～中期前

小　　　　結



葉の資料を含むことは注意される。なお，晩期末の突帯文土器は稀少であり，また弥生前

期の土器はまったく出土しなかった。これは，随所に大量出土がある北部構内（北白川追

分町遺跡）や吉田南構内の状況と対照的である。地形環境がとくに厳しい地点とは思われ

ないので，生業形態の変化が，初期的な水稲農耕に適した複雑な微起伏や湿地のある場所

へと，活動拠点の集約をもたらしたことの反映かもしれない。今後の検証課題としたい。

　古代の遺跡　　弥生時代以降，古墳時代終末期の須恵器が１点出土しているものの，平

安中期まで空白期となる。また平安時代についても，今回は１０世紀初頭の埋納遺構１基に

とどまる。遺構の検出頻度や遺物の出土量から見て，調査地で本格的な活動がはじまるの

は１２世紀後葉以降である。これは，北側の２１８・２３０・２４１・２７１地点の一連の調査でも同様

であり，後述する白川道の安定的な形成と連動しているものと思われる。

　中世の遺跡　　白川道以外では，不定形土坑多数，井戸１基，小規模な溝１条にとどま

る。注目されるのは屋内西半区の深さ６．６�以上におよぶ井戸ＳＥ２で，クスノキ刳り抜

き材を井筒とし，上層に１３世紀前葉の土師器などが大量に投棄されていた。関連する遺構

がわかっていないものの，ある程度の格式を備えた井戸と思われ，対応する屋敷地が存在

した可能性が高い。白川道をはさんだ北側の２１８地点でも，同規模の石組井戸や瓦類が見

つかっており，１３世紀前葉を中心に，道の両側に屋敷地があったとわかる。この一帯は，

１３世紀が爆発的なピークでその後の継続性に乏しいという点で，同じ中世遺跡であって

も，南方の吉田南構内や医学部構内と様相を違えている。従来想定されてきた集団にとど

まらず，ひろく検討を加えていく必要があろう。本部構内の東北部には，「東御館」「西御

館」の小字名が伝えられており，今後それらの由来も含めて，課題としたい。

　� 白川道について

　路面の遺構　　時計台北側区で，京都荒神口と近江坂本を結ぶ古道である白川道の路面

遺構を，おおむね東西４０�の範囲にわたって検出した。硬化した白色粗砂と礫を交えた路

盤をもつＳＦ－Ｓ・ＳＦ－Ｎの大別２つの路面があり，ともに幅は３�前後。側溝とみら

れる溝が並行してはしり，路面上には轍状の小溝もあった。これらからの出土遺物や，路

面下で先行する遺構との関係から，ＳＦ－Ｓが１２世紀後葉以降１３世紀代，それに重なりな

がら北へずれてはしるＳＦ－Ｎが，１４世紀代から１５世紀前葉ごろと比定された。

　道の立地　　これまで，中世段階の白川道の路面は，それぞれ本部構内の東西の端に近

い１６８・２７７地点で確認されてきた。今回構内中央付近での状況が明らかになり，道筋をほ

ぼ復元することが可能になった（図１２２）。これによると，２７７地点付近からまっすぐ東北東

１９２

京都大学本部構内ＡＵ２５区の発掘調査



１９３

方向にはしるのではなく，そこから北寄りに向きを転じたのち，今回の調査地付近でふた

たび東寄りに戻り，１６８地点まで東～東北東方向にはしっていることがわかる。時計台建

物付近を避けるようなルートとなるが，路面の勾配を緩和するために，微高地を北側に迂

回したのだろう。今回の調査では，この微高地の北辺裾を削り出して路面の立地を確保し

ていることが知られた。同様の造成は，２７７地点においても確認され，今回と逆の，北方の

微高地南裾を削り出していた。微高地頂部をそのまま利用せずに，その裾部を削り出すこ

とで安定した路面を確保する発想が，当初の段階より存在したことがわかる。

　中・近世白川道の変遷とその背景　　近世段階の白川道は今回確認されず，調査区の北

側をはしるものと想定された。２７７地点では，中世路面の南側を破壊してはしっているの

で，その東方で急激に北寄りへと向きを転じ，中世の道筋と交差したことになる。１８世紀

後葉～１９世紀初頭の『山城國吉田村古図』にみる白川道は，こうした道筋を良く伝える

〔吉江２００６　図１８２〕。これまでの調査では，１８１地点で１８世紀後半，２７７地点で１８世紀前後

の普請が想定され，以後の頻繁な往来による轍の形成が知られている。よって，およそ１８

世紀代が道路使用の歴史上大きな画期であった。今回の路面は１５世紀前葉までのものであ

り，１５世紀中葉ごろにも，道筋を北に移す大きな変化があったとわかった。

　以上の白川道の歴史には，社会の動静も密接に関連していよう。現状では１２世紀代より

さかのぼる路面の確認はなく，平安後期以降の道の造成が想定される。東国の政治的重要

小　　　　結
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度が増していた時代を背景に，往来の需要から道路整備が進展した可能性が高い。１５世紀

中葉以降は，応仁の乱の舞台として荒廃し，調査地一帯の遺構はきわめて乏しくなる。し

かし，神楽岡や如意ヶ嶽に城郭構築が伝えられるなど，交通路としての重要性は戦乱によ

りむしろ増したと考えられる。１８世紀代については，都市近郊農村として商品作物栽培が

飛躍的に発展し，荷車を利用した運搬の頻度が増加したことを反映していよう。

　� 尾張藩吉田屋敷について

　『京都坊目誌』は，文久２年（１８６２）～明治３年（１８７０）２月まで，現在の京大本部構

内にあたる吉田町字冠石の地に，尾張藩邸が設置されていたと伝える。この藩邸について

は，これまで縁辺部の調査が多く，堀や水路が確認されたのみで，遺物も陶磁器類に偏っ

てきた。今回，玄関前区で幕末期の集石遺構ＳＸ１がみつかり，陶磁器や瓦類がまとまっ

て出土したことは，瓦葺建物の存在を確定するとともに，藩邸中心部の様相を解明するう

えで重要な情報を提供した。ここに関連する既存の発掘調査成果と，尾張藩吉田屋敷に関

する情報とをまとめ，今後のさらなる研究に備えておくこととしたい。

　『吉田御屋敷惣図』　 　名古屋市蓬左文庫には，現在のところ尾張藩吉田屋敷の詳細を

知りうる唯一の史料である標記の図面（以下『惣図』と略記）２葉が所蔵される。「甲本」

（資料番号９４５）・「乙本」（同９４６）と仮称する。これらは，全体のプランや規模はほぼ等し

いが，蓬左文庫で実査の結果，細部の違いを確かめることができた。例えば，黒単色で描

く原則の中で，乙本のみ中央の一角を朱線で囲んでいる（図１２４参照）。そして，

　①双方に貼紙による訂正部分があるなかで，甲本における訂正後表記は乙本での表記と

共通しているが，乙本での訂正後表記は甲本での表記と相違している。

　②甲本に無い文字が乙本に記される場合，その部分の図はあらたに追加されているけれ

ども（たとえば，外周の「カラ堀」が，乙本では分割され内側に「土居上矢来」をとも

なった表現になっているほか，甲本にはない井戸表記（井）が乙本には多数認められるな

ど，総じて乙本の方が詳細），乙本に無い文字が甲本に記されている場合，図の表現は同じ

で記載内容だけが異なる。

　以上２つの状況は，現在残る乙本が，訂正後の甲本をもとにして作成され，それに貼紙

訂正をさらに加えたもの，とすれば矛盾無く理解される。異なる想定を完全に否定するも

のではないが，ここでは甲本よりも乙本が新しく作成されたと考え，乙本を用いていくこ

とにする（図１２３・１２４）。なお，図中表記の釈読は，吉江崇による。

　尾張藩邸の規模　　ではまず，『惣図』の縮尺がおおむね正しいという仮定で，規模を復

１９４
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元してみる。藩邸の実際の規模を復元可能にする発掘成果として，堀の東南隅コーナー部

分（８９地点のＳＤ１），西辺の堀とみられる落ち（２７７地点西縁のＳＤ３）がある。それぞ

れの中心は構内座標でＹ＝２３５２．６，Ｙ＝２０７４．５にあり，心心間の距離を藩邸南辺における

東西規模とすると２７８．１�になる。『惣図』ではこの距離は７７．４�に描かれているので，縮尺

比は約３５９対１とわかる。南北規模については，『惣図』での藩邸東辺が同様な基準で１０４．０

�をはかることから，この縮尺比を掛けると，３７３．４�と復元される。以上の東西・南北

規模にもとづくと，藩邸の敷地面積は１０万�強（３万坪強）ということになる。

　本部構内敷地との対応　　以上の数値と，調査で判明している前述の堀の位置などを勘

案し，縮尺３０００分の１地図上に『惣図』を重ね合わせた（図１２３）。問題は２つある。

　①これまで１８８・２９３地点の立合調査で，ともに南堀の断面が確認されているけれども，

２９３地点については堀の記載のない位置にあたってしまうこと。

　②藩邸の北西部と北辺が，現在の京都大学構内からおおきく飛び出してしまうこと。

　問題点①については，『惣図』上では堀を途切れさせて入門通路としている場所にあたる

が，堀を設けた上で架橋したり，ひとたび掘削したうえで埋め戻すなど，さまざまな想定

が可能である。また，立合調査ということで調査地の座標値を獲得していないことや，惣

図と地図の重ね合わせにおける微妙なずれによっては，南堀のライン上に乗せることが可

能な位置でもある。いずれにせよ，こうしたことは，今後周辺で精密な調査をおこなう機

会が得られれば解決する問題であり，『惣図』評価の大勢にかかわる問題ではない。

　重要なのは問題点②である。本部構内敷地が藩邸敷地を踏襲したものと考えると，『惣

図』は，精度が低く歪んでいるのか，あるいはそのまま施工されなかった図と理解しなけ

ればならない。かねてより『惣図』の存在は認識されながら，積極的に活用する方向性に

乏しかったのも，こうした理由が大きいだろう。しかしここでは，以下に述べるように，

西側の現東大路通り，北側の現今出川通りともに，近代以降に大きく整備された道路であ

るという事情をふまえ，『惣図』の縮尺はおおむね正しく，藩邸はほぼこのとおりに設置さ

れたものとの前提で，論を進めたい。

　まず藩邸北西部について見よう。現在の東大路通りの広さは，明治期以降の道路拡幅に

より生じた。ここでの比定どおり藩邸があったならば，それは，敷地西辺も含めた大がか

りな削平をともなう造成となる。明治２０年（１８８７）の三高設置工事着手以降のことであろ

うが，本格的には，明治３４年（１９０１）に，現在の西部構内一帯で起工された京都高等工芸

学校（京都工芸繊維大学の前身）設置工事と大きく関係すると想定する。西部構内遺跡で
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は，１�あまりに達する黄色砂まじりの厚い盛土が認められる〔工繊大調査会編１９９３，内

田１９９８〕。明治年間後半期に，大規模な削平により東大路通りが現在の位置になるととも

に，発生した土壌で西方一帯を地均ししたからだろう。それ以前は藩邸の西側に段差が

あったものと思われ，現在京都大学総合体育館の敷地東辺にみられる傾斜をその名残と理

解するならば，位置的に矛盾しない。本部構内と東大路通りの高低差は，こうした削平に

１９６
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図１２３　『吉田御屋敷惣図』（名古屋市蓬左文庫蔵）と本部構内の関連調査地点　　縮尺１�３０００



１９７

より段差地形が東へと後退した結果，より鮮明になって今に至っているといえる。

　北側については，百万遍知恩寺が幕末期にはすでに現在地にあり，その南門が当時の今

出川通りに面していたこと，北側に設置された土佐藩邸も同じく今出川通りに面していた

であろうことを想起したい。尾張藩邸北門も，道に面していたと考える方が自然である。

この比定では知恩寺南門との距離は５�前後となり，当時の道幅を考慮すれば妥当かと考

える。さらに，２０８地点における土佐藩邸南堀の位置は，北堀のラインをそのまま東へ延ば

すと，おおむね対応する。こうした状況は，尾張藩邸北堀の位置を傍証していよう。

　以上のように藩邸の縄張りを比定した場合，内部の施設は説明できるだろうか。これま

で明確に藩邸建物に比定できる遺構は見つかっていないけれども，対応させられる遺構は

いくつかある。２７７地点の幕末期水路ＳＤ２は，調査区南半をクランク状にはしり，『惣図』

に描かれる微妙な蛇行は，それを表したと考えられる。実際のＳＤ２とは，東西方向には

しる距離がかなり相違するが，建物と無関係な流路は，細部の表現に拘泥しなかったとみ

たい。この地点では，「社」に関連する可能性がある小土坑群も，比較的近い位置から検出

されている。また，２３０地点で近代に比定されている井戸ＳＥ５は，円筒形漆喰井筒で深さ

３�以上ある。『惣図』記載の井戸が調査区内に比定できるのはこの地点のみで，位置も近
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図１２４　『吉田御屋敷惣図』主屋部分の拡大（図１２３の網掛け範囲に対応・上が北）



い。藩邸期の井戸が継承された可能性は十分あろう。さらに，図１２２に復元した近世の道

筋と，東門の位置の対応は重要である。藩邸により寸断された当時の白川道は，そこから

残された路面が東に向かって延びていたはずだからである。なお，２７１地点南辺の溝ＳＤ

１からも幕末期の遺物が多数出土している。今回の比定では，位置・方向の傾きとも『惣

図』記載の水路と良く対応する。調査時の所見では，常時流水があったような痕跡が無い

ことから，馬場の南限と想定されている。解決は今後の調査を待つ必要があるが，藩邸内

の水路として常に整備に意が払われていた可能性を考えておきたい。

　吉田屋敷の構造　　大名屋敷の空間構造として，「御殿空間」と「詰人空間」から成り立

つという理解がある〔吉田１９８８〕。『惣図』にみる尾張藩吉田屋敷にも，それに通じる二分

された構造を認めることができる。すなわち，主屋部として図１２４に別掲した，塀に囲まれ

た中央南半の区画は，部屋の名称から政務や事務を執りおこなう場であることが明瞭であ

り，食堂，池泉や客殿とみられる施設も附置される。いわば藩邸の中枢部であり，南御門

（甲本では表御門と表記）からのみ入邸する。これに対し，周辺には長屋や物置が建て並

び，修練施設や広大な空閑地が設定され，多数の兵士の駐屯地の様相を示す。幕末に急遽

設営されたにもかかわらず，きわめて精緻な建物配置であり，御殿と詰人の空間区分は，

時代の要請に応じてむしろ徹底されたと言える。

　文久年間以降，洛東一帯は，京都警衛が命ぜられた諸藩の屋敷が林立していた。加賀藩

が幕末に設置した岡崎屋敷は，４万３０３８坪余りの規模に警衛の藩兵を駐屯させ，武器貯蔵

庫を兼ねていたとされる〔宮下２００６〕。尾張藩屋敷も，同様な軍事的機能を果たしていたこ

とは間違いなかろう。そして，文久２年（１８６２）以降尾張藩の実権を掌握していた徳川慶

勝は，第一次長州戦争の征長総督，王政復古時の議定など，中央政局に深く関与しながら，

最終的に勤王討幕に藩論を統一して維新期を乗り切ることとなった。在京の要職者達は，

雄藩間の権力抗争について的確な情報収集と情勢判断が強く要請されたはずで，兵の駐屯

にとどまらない，政治的にもきわめて重要な空間として京の藩邸は位置づけられる。吉田

屋敷の構造には，洛中の錦小路室町と郊外の伏見板橋の既存の京屋敷では果たし得ない，

こうした政・軍２つの側面が空間的に見事に反映されているといえよう。

　今回の調査地点の評価　　上記の理解をふまえつつ，今回の成果を位置づけてみる。今

回の調査地点は，『惣図』における御殿空間東辺にあたる。うち玄関前区は，主屋御玄関の

東側建物に東接する位置にある。したがって集石ＳＸ１は，この建物の基礎地業に相当す

る可能性があるが，ずれもあるので確定は難しい。一括出土した陶器や瓦は，建物廃絶時
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１９９

に捨てられたものだろう。また，時計台北側区の北西部で，灰褐色土中に間層として精良

な灰白色粗砂層のひろがりが認められた。主屋北側の「御泉水」と表記される場所に近い

位置にあり，これに関連する堆積であったとみて良かろう。ここに池庭がしつらえらえ，

それを臨む北側に，「御座所」など貴賓用の饗応建物が設けられていたことになる。

　なお今回，時計台建物周囲はすべて立合調査し，断面記録を作成した。しかし，主屋建

物の一部がおよぶ可能性が高いにもかかわらず，何ら建物遺構の痕跡は認識できなかっ

た。現状では，掘り込みをともなうような基礎構造は乏しかったと想定せざるを得ない。

　瓦葺建物の存在　　以上みてきたように，『惣図』と調査成果の対比を手がかりとして，

不十分な点は多いものの，遺構についてはある程度の評価を下す見通しが得られてきたも

のと考える。対して出土遺物については，陶磁器類の蓄積はあるものの，空間の使い分け

を検討できるような成果には，まだ乏しい。そのなかで，今回はじめてまとまった瓦資料

が出土したことが，大きな成果といえる。これまでは少量の断片しか出土しておらず，今

回の出土地ＳＸ１の位置と分布の偏りを積極的に評価するならば，藩邸内で瓦葺であった

のは主屋に関連する建物に限定されていた可能性が浮上してこよう。

　これら出土瓦については，刻印「○作 」から，常滑産のものと判明し，尾張からまとまっ

て調達されていたことがわかった。江戸の尾張藩邸においても同様な成果が得られている

ほか，２０８地点出土の幕末期土佐藩邸所用瓦についても，国元の瓦屋から調達したことが判

明している。ただし，土佐藩邸では非常に多種類の刻印が含まれ，個別瓦屋の零細さをう

かがわしめる点が，今回のありようと異なっている。大名屋敷をめぐる経済活動や，近世

瓦の生産と流通を復元していく上で興味深い事例が加わったと評価できよう。

　出土陶磁器類の傾向　　一方陶磁器類については，尾張藩固有の御小納戸茶椀などがあ

るものの，瀬戸・美濃系に格別偏る傾向は認められず，大規模に国元から調達した兆候は

うかがえない。およそ京都周辺における１９世紀以降の傾向として知られる状況に合致し

て，京・信楽系の製品が主体となっているといえる。

　構内出土の尾張藩邸関連資料の傾向としては，①磁器の比率が総じて低い，②器種では

陶器火鉢が目立つ，③規格のそろった無文の京焼風陶器平椀が多く出土する，といった傾

向が指摘できる。今回は，こうした傾向に加えて，小ぶりの陶器鍋類が多数出土している。

おおむね個人用の，簡素で軽量な食器・調理具・火器類に特化した，いわば無味乾燥で事

務的な組成で占められていると評価できる。

　そのなかで，江戸の尾張藩市ヶ谷邸で邸内用特注品としてまとまった出土が知られる柳
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茶椀・御小納戸茶椀・灰釉平椀の３種が〔内野２００５〕，吉田屋敷で稀少な点は興味深い。こ

れまで，前二者がわずかに出土しているのみで，灰釉平椀は出土していない。おそらく，

これら３種に代わり採用されていたのが，Ⅱ４６５～Ⅱ４７４など，規格の整った京焼風陶器の

無文平椀であったとみられる。高台内に墨書をもつ頻度が高いことも，市ヶ谷邸の状況と

共通する。幕末期の京の藩邸にあっては，大量の藩邸内用品を，瀬戸ではなく近接した信

楽などへの注文でまかなったのであろう。これが，幕末期の特殊事情によるものかどうか

は即断できないが，仮にこのころ京に集められた諸藩が同様な方策をとったとするなら

ば，短期間に膨大な需要が発生したことは容易に想像され，近郊の窯業産地に与えた影響

も大きかっただろう。近世後半以降，信楽の小物生産は隆盛を極めていくが〔畑中２００３〕，

ひとつの背景として，こうした事情も考慮しておく必要があるように思われる。

　なお，邸内での生活を語る資料として，煎茶にかかわる小型の茶器類や植木鉢なども少

量は含まれていた。動乱期を背景に１０年に満たない設置期間であった藩邸においても，趣

味をたしなむ日常が確かに存在したことを伝える遺物と言えよう。また，「御泉水」に近い

位置にある灰白色粗砂層上面の包含層から，西洋陶器２点の出土をみたことも，そこが藩

邸内の饗応空間であったことを傍証する事例として評価したい。今後は，このような，邸

内での活動や空間の使い分けといった視点での分析も深めていく必要があろう。

　課　　題　　既述のように，尾張藩吉田屋敷については，『惣図』以外に文書で言及され

たものはわかっていない。尾張藩の京に関係する役職としては「京都買物奉行」が設置さ

れたと知られているが，京で重要な役割を果たしたのは，呉服御用をつとめていた茶屋新

四郎家（茶屋四郎次郎家の分家）であり，蛸薬師西洞院の屋敷は尾張藩の京屋敷的な役割

を果たしていたとされる〔後藤２００１〕。『惣図』にも「茶屋手代詰所」なる部屋が設けられ，

吉田屋敷をめぐる活動に茶屋家が深く関与していたことは間違いない。今後も考古資料か

らの復元が大きな比重を占める状況は変わらないであろうが，こうした在京商人にかかわ

る史資料のなかに新たな情報を探索することも，課題として掲げておきたい。
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