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第２章　京都大学本部構内ＡＴ２１区の発掘調査

千葉　豊　　阪口英毅　

　１　調査の概要

　本調査区は，京都大学本部構内の西南隅，吉田山西麓の北白川扇状地の扇端に位置し，

吉田本町遺跡の範囲内にある（図版１－２７７）。ここに，共通管理棟の新営が計画されたた

め，これまでの調査成果を勘案して，新営予定地全域の発掘調査をおこなった。調査期間

は，２０００年１０月１日から２００１年３月３０日，調査面積は，２６５４�である。

　本調査区周辺の既往の調査では，弥生時代の土器棺墓（２３８地点），奈良時代の竪穴住居

（７５地点），中世の建物や井戸・溝（７５・２１８・２３８・２４９地点），近世の白川道（５７・９０・

１８１地点）などがみつかっており（図版１），幕末には尾張藩邸がこの地に設置されたこと

が知られている。今回の調査でも，こうした時代の遺構・遺物に留意しつつ，先史時代か

ら現代にいたる遺跡の広がりと土地利用の変遷を明らかにすることを目的とした。

　調査区一帯は，１９６９年頃まで官舎として利用されていて，その後は大規模な建物が建設

されずにいたった場所である。このため，建物基礎や管路で一部破壊されてはいたもの

の，遺跡の保存状況は比較的良好で，幕末の尾張藩邸や大学創建期の水路，中世～近世の

道路遺構，中世の井戸・溝・埋納遺構，縄文後期から弥生前期の遺物包含層などを検出す

ることができた。遺物は縄文時代から近代に及び，整理箱１６３箱を数える。

　特筆すべき成果として，幕末の水路と中世～近世の道路遺構がある。前者は，尾張藩吉

田邸の絵図にみえる水路とほぼ一致しており，尾張藩吉田邸を復元する重要な資料となっ

た。後者の道路遺構は，文献にみえる白川道に相当し，中世前半から幕末までのおよそ７００

年以上にわたる変遷を，何層にもわたる路面の検出から，復元することができた。中世と

近世の白川道を同一地点で明瞭に検出できたのは初めてであり，白川道の歴史的変遷を解

明するうえで，重要な資料となろう。

　発掘調査と資料整理は，千葉豊と阪口英毅が担当し，発掘と整理を通じて，磯谷敦子・

曽根茂・長尾玲・伊瀬敬之・井上智弘・中津香枝・西尾維子・二神一史・松尾奈緒子・下

坂澄子・坂田千尋が補助した。本章のうち，井戸ＳＥ１２出土の馬具を阪口が分担執筆した

ほかは，千葉が記述をおこなった。なお，中世から近世の道路遺構については，連綿と続

く遺構であることを勘案して，独立した節（第７節）をもうけて記述をした。



　２　層　　　位

　現地表面の標高は，調査区北西部で５６．５�，調査区南西部で５５．５�をはかり，北西から

南西へ向けて，ゆるやかに傾斜している。調査区中央，Ｘ＝１５９０のラインに設けた東西畦

の層位を掲げて，本調査区における基本的な堆積状況を説明する（図１）。

　基本的な層位は上から順に，表土（第１層），黒色土（第２層），茶褐色土（第３層），

灰褐色土（第４層），黄色砂（第５層），黒灰色土（第６層），褐色土（第７層），白色砂礫

（第８層）となる。

　第１層の表土は，近代以降の整地土。第２層の黒色土は近世の耕作土であるが，近代以

降の整地によってほとんど失われており，下層の茶褐色土に掘り込まれた部分がかろうじ

て認められた。第３層の茶褐色土は，中世の遺物包含層。１２世紀から１５世紀までの遺物が

出土している。第４層の灰褐色土は，調査区西辺にのみ分布しており，無遺物であった。

下層の黄色砂の上面が安定して，土壌化した堆積物と理解する。後述するように，古代（７

～９世紀）の遺物の出土する遺構が見つかっており，また中世の包含層から古代の遺物が

比較的まとまって出土しているにもかかわらず，この時代の遺物を純粋に包含する堆積物

は，まったく分布していなかった。本来は，第３層と第４層の間に，古代の堆積物が存在

していたものの，中世の開発によって削平されてしまった，と理解する。

　第５層の黄色砂は，吉田キャンパス一帯で広くみられる弥生前期末の洪水性堆積物。３０

～６０�前後の層厚をもつ粗砂（５ａ層）と１０～１５�前後の層厚のある細砂（５ｂ層）に分

離できる。第６層の黒灰色土は腐植土壌で，縄文中期～弥生前期までの遺物が出土してい

る。その上面は弥生前期の旧地表面であり，下層出土遺物との関係から，第６層はおおよ

そ縄文晩期から弥生前期までの堆積物と理解できる。第７層の褐色土は，やや腐植の進ん

だ土壌で，その上面は第６層へと漸移的に変化している。調査区西辺から，摩滅のない縄

文後期中葉の遺物が出土している。第８層の白色砂礫は，流路状堆積物。縄文後期初頭か

ら前葉までの遺物が出土しており，このころの堆積物と判断できる。

　３　縄文・弥生時代の遺跡

　�　縄文時代～弥生時代前期の地形（図版４，図２）

　弥生前期末の洪水層である第５層（黄色砂）を取り除くと，黒色の腐植混じりの土壌

（第６層）があらわれた。その上面は弥生前期の旧地表面であり，図２に１０�間隔の等高
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縄文・弥生時代の遺跡

図１　調査区東西畔（Ｘ＝１５９０）の層位　縮尺１/８０



線で，当時の地形を復元した。調査区南東部から南西部の歴史時代の道路遺構が設けられ

た部分については，第５層および第６層は削平によって失われていた。調査区北西部に高

まりがみられ，東側および南側に低くなる地形が読み取れる。また北東部には比高差１�

前後をはかる流路跡状の窪地が北から南へ蛇行しながらはしっている。全体に平坦な地形

であり，扇状地末端の前面に広がる低地部の様相を示している。

　第６層は縄文晩期～弥生前期，第７層は縄文後期中葉を中心とした土壌化した堆積物で，

平坦な堆積をしている。遺構は検出できなかったものの，出土遺物は劣化したものも少な

く，本来の位置をそれほど動いていないと判断する。一方，第７層の下位にみられる白色

砂礫は白川系旧流路の堆積物であり，縄文後期前葉までのこの地点は安定していなかった

とみられる。本層より出土の遺物は，北東側に予想される遺跡からの流入とみられる。
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図２　弥生前期の地形　縮尺１/５００
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　�　出土遺物（図版１２・１３，図３～１０）

　白色砂礫出土遺物（�１～�２８）　 　�１は口辺に沈線２条を横走させ，劣化で判然と

しないが，２段右撚り縄文を充�させている。�２は口縁部につく橋状の突起。�３～�

５は沈線文で飾る胴部。�６も胴部資料で，２条沈線間に２段左撚り縄文を充�する。�

７は屈曲によって口縁部を区別している縁帯文土器で，長方形区画文で飾る。口頸部の境

に，沈線を１条施している。�９～�１６は，多条沈線文あるいは条線文で飾る類。�１７は

口縁部に２段右撚り縄文を施す頸部無文の鉢。�１８～�２４は無文土器の口縁部。�２７・�

２８は土器底部。�２７は平底，�２８は底径３�で，中央に向かってくぼむ。

　�１・�２は後期初頭の中津式，�６は後期前葉の縁帯文成立期，�７は前葉の北白川

上層式２期に比定できる。これら以外の資料も，後期初頭から前葉（北白川上層式２期）

図３　白色砂礫出土遺物（�１～�２８縄文後期土器）　 縮尺１/３

縄文・弥生時代の遺跡



までに編年できる。

　褐色土出土遺物（�２９～�３８）　 　�２９～�３４は多条沈線で意匠を描き，縄文を充�す

るもの。�２９は波状口縁の波頂部で，ほかは胴部資料である。縄文原体はすべて，２段左

撚りである。�３５は無文土器の口縁部。�３６・�３７は無文の頸部。�３８ａ～�３８ｃは接合

しないが，同一個体と判断できる資料。球胴となり短く立ち上がると思われる頸部の上

に，橋状の突起をもつ口縁部がとりつく。肥厚した口縁部には押引き刺突を２列巡らせ，

口縁外側端部には刻みを施して，２段左撚り縄文を充�している。刻みは突起にも施され

ている。口辺部には沈線を１条横走させ，口縁端部との間に，条線文を充�する。胴上部

を縄文を充�した７条の横走沈線で区画し，それ以下は渦巻き状の沈線を配して，沈線間

に条線文を充�している。形態と文様意匠からみて，注口土器になると考える。

　これらは，後期中葉の北白川上層式３期ないしはそれに後続する時期に比定できる。

　黒灰色土出土遺物（�３９～�１６４）　 �３９は中期末，北白川Ｃ式。ゆるやかな波状口縁

で，沈線で区画した内部に刺突を充�する。

　�４０～�１０１は後期の土器。�４０～�４３は口辺に２条沈線を施す類で，�４０は２段左撚

り，�４２は２段右撚りの縄文を充�している。後期初頭，中津式から福田Ｋ２式。�４４～

�８４は，３～４条の沈線束で文様意匠を描いたのち縄文を充�する類で，�４４～�５３は口

縁部，�５４～�８４は胴部。縄文原体は２段左撚りが多いが，�４９・�８３は２段右撚りであ

る。中葉の北白川上層式３期。

　�８５～�９３は沈線文，条線文で飾る類。�８６は胴上部を２段左撚り縄文を充�した４条

の沈線束で区画し，斜行する条線文を施している。�９４・�９５は縄文地の土器。縄文原体

は，�９４は２段左撚り，�９５は２段右撚り。�８５～�９５は北白川上層式。

　�９６は口縁内面から外面にかけて，円形刺突を施した浮文を施す。北白川上層式２期。

�９７・�９９は外反する口縁部内面に文様帯をもち，�９７は１条沈線と円形刺突，�９９は２

条の押引沈線文を施している。�９８はバケツ形の深鉢で，ゆるやかな波状口縁を呈する。

口縁部内面には，断面三角形の突帯を貼り付け，胴部には，末端がクランク状に折れ曲が

る横走沈線を６条施して，２段左撚り縄文を充�している。�１００は口縁上面，�１０１は口縁

部内面に，２段左撚り縄文を施す。�９７～�１０１は北白川上層式３期に比定でき，このな

かで�９８は関東系（加曽利Ｂ１式系）の深鉢である。

　�１０２～�１２０は晩期末の突帯文土器。�１０２～�１１２は口縁部資料，�１１３～�１２０は胴部

資料。口縁端部に刻みを施すものはみられない。口縁部からやや下がった位置に大ぶりの
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Ｄ字刻みを施す�１０２・�１０３以外は，突帯上の刻みは小型のＤ字，Ｖ字刻みかないしは無

刻みで，突帯も口縁端部にとりつく。�１０６は暗褐色を呈し，胎土に角閃石を多量に含んで

いる。�１０２・�１０３は船橋式，それ以外は長原式に比定できる。

　�１２１～�１５０は無文土器の口縁部。直線的に立ち上がるもの，外反するするもの，内湾

図４　褐色土出土遺物（�２９～�３８縄文後期土器）　 縮尺１/３

縄文・弥生時代の遺跡
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京都大学本部構内ＡＴ２１区の発掘調査

図５　黒灰色土出土遺物�（�３９縄文中期土器，�４０～�９５縄文後期土器）　 縮尺１/３
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縄文・弥生時代の遺跡

図６　黒灰色土出土遺物�（�９６～�１０１縄文後期土器，�１０２～�１２０縄文晩期土器）　 縮尺１/３
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京都大学本部構内ＡＴ２１区の発掘調査

図７　黒灰色土出土遺物�（�１２１～�１５１無文土器，�１５２～�１５８土器底部，
�１５９～�１６３弥生前期土器）　 縮尺１/３



１３

するものなどがある。�１５１は無文土器の胴部。これらの多くは，後期の無文土器と思わ

れる。�１５２～�１５８は土器底部。いずれも平底である。

　�１５９～�１６３は弥生前期の土器。�１５９は壺の口縁部で，口縁端面に沈線を１条めぐら

せる。�１６０は甕の口縁部。端面に刻みを施す。�１６１～�１６３は壺の胴部資料。箆描沈線

文で飾るが，�１６２・�１６３は頸部と胴部の境に段差がつく。畿内第�様式。

　�１６４は石鏃。サヌカイト製で，凹基式。先端よりの両側に突起をもつ，いわゆる五角形

鏃である。脚の一部を欠失する。現重量０．７�。

　歴史時代遺物包含層出土遺物（�１６５～�２１１）　 　�１６５～�１８４は縄文後期の土器。�

１６５・�１６６は口縁端部を内外に肥厚させ，�１６５は１条沈線と刻み，�１６６は対向弧線文と

区画文を施している。�１６７～�１７０は，内湾気味に立ち上がる口縁で，�１６７・�１６８は多

条沈線文をめぐらす。�１６９・�１７０は沈線をめぐらした上に２段左撚り縄文を充�してお

り，浅鉢である。�１７１～�１８４は頸～胴部で，沈線文に縄文を充�するもの（�１７１～�

１７３・�１７６），沈線文，条線文を施すもの（�１７４・�１７５・�１７７～�１７９），頸胴部を沈線

文で区画し縄文を加えるもの（�１８１・�１８２），縄文地のもの（�１８３・�１８４）などがあ

る。縄文原体は，�１８３・�１８４が２段右撚りのほかは，２段左撚り。これらは後期前葉～

中葉の北白川上層式に編年される。

　�１８５～�１９６は無文土器の口縁部。多くは後期前葉～中葉のものであろう。�１９７は無

文土器の胴部。外面削って仕上げており，晩期に編年される。

　�１９８～�２０１は縄文晩期末，長原式の突帯文土器。�１９８～�２００は口縁部で，�１９８・

�１９９はＤ字刻み，�２００は無刻みである。�２０１は胴部資料で，小Ｄ字刻み。内面の調整

は，横位の細密条痕である。�２０２・�２０３は土器底部。�２０３は中央がわずかにくぼむ平

底。暗褐色で，胎土に角閃石を多量に含む。

　�２０４～�２１０は弥生前期の土器。�２０４～�２０７は壺の胴部で，�２０４は刻みをもつ３条

の貼付突帯文，�２０５～�２０７は３条沈線文で飾っている。�２０８は甕で，口辺に幅広の沈線

文を１条めぐらせている。�２０９～�２１１は平底となる底部。

縄文・弥生時代の遺跡

図８　黒灰色土出土遺物�（�１６４石鏃）　 原寸大
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京都大学本部構内ＡＴ２１区の発掘調査

図９　歴史時代遺物包含層出土縄文土器（�１６５～�１８４縄文後期土器，�１８５～�１９７無文土器，�
１９８～�２０１縄文晩期土器，�２０２・�２０３土器底部）　 縮尺１/３
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　４　古代の遺跡

　�　遺　　構（図版４，図１１）

　層位の項目で説明したように，古代の遺物を純粋に包含する堆積層は確認されなかった。

中世の遺物を包含する第４層を除去して，第５層上面で検出された遺構のほとんどは埋土

が茶褐色土となる中世の遺構であったが，埋土が黒褐色土や灰褐色土となり，古代の遺物

のみを含む遺構がいくつか見つかった。これらを古代の遺構として説明を加える。

　調査区西辺でみつかったＳＤ２０は，西側にひらく弧状を呈し，幅１．５～４�，検出面から

の深さ０．８�をはかる。両端とも調査区外へと続いており，弧状に続いていたと仮定する

と，外径１２�前後の円形の周溝に復元できる。埋土から，時期を特定できる遺物は出土し

ていないが，ほかの遺構から，７世紀代の遺物が出土していることから，終末期古墳の周濠

図１０　歴史時代遺物包含層出土弥生土器（�２０４～�２１０弥生前期土器）　 縮尺１/３，�２０４は１/４
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の可能性が考えられる。

　ＳＨ１は１辺４�前後の平面方形の落ち込み。検出面からの深さ１．２�をはかる。出土

遺物は須恵器小片で時期が特定できなかったが，底面に黒褐色土が堆積しており，古代の

遺構であると判断した。底面で土坑を検出した。住居跡の可能性を考慮して，半截して掘

り下げたが，底面で土坑を検出したほかは，柱穴等を見つけることはできなかった。

　ＳＸ２０は調査区北東辺，ＳＫ４０は調査区西端中央，ＳＫ５３は調査区西端南よりで検出さ

れた小土坑で，７～８世紀の遺物が出土している。ＳＸ３１はＳＫ５３と一部重複する土坑で，

調査区外へと続いている。ＳＫ４６は９世紀の須恵器は出土した小土坑。

　�　遺　　物（図版１４・１５，図１２～１５）

　ＳＫ４０出土遺物（�２１２～�２１４）　 　�２１２は須恵器高杯の杯部，�２１３は脚部。�２１２の

１６

京都大学本部構内ＡＴ２１区の発掘調査

図１１　古代の遺構　縮尺１/５００



１７

図１２　ＳＫ４０出土遺物（�２１２・�２１３須恵器，�２１４土師器），ＳＫ５３出土遺物（�２１５・�２１６
土師器），ＳＸ２０出土遺物（�２１７～�２１９土師器），ＳＫ４６出土遺物（�２２０須恵器）

古　代　の　遺　跡



立ち上がりの径１２�，受部の径

１４．６�をはかる。立ち上がりは断

面三角形で，比較的明瞭である。

長脚の�２１３は透孔や沈線をもた

ない。�２１４は土師器甕。内湾す

る口頸部は，内外面とも撫で仕上

げ，胴部は内外面とも刷毛目仕上

げである。

　ＳＫ５３出土遺物（�２１５・�２１６）

　いずれも土師器の甕である。�

２１５は口縁端部を面取り，�２１６は

尖り気味におさめている。口頸部

は，内外面とも横撫で。胴部外面

の調整は刷毛目，内面は�２１５が

刷毛目と指頭圧痕，�２１６が刷毛

目である。

　ＳＸ２０出土遺物（�２１７～�２１９）　 いずれも長胴の土師器甕。�２１７は全体の法量がわか

る資料で，口径２４．２�，器高３７．７�前後をはかる。いずれも口縁端部には，面取りを施し

ている。口頸部外面の調整は，�２１７・�２１９が縦位の刷毛目のち横撫で，�２１８が横撫で，

内面の調整は�２１７が横位の刷毛目，�２１８・�２１９が横撫でである。胴部外面の調整は，

いずれも縦位，斜位の刷毛目，内面の調整は�２１７が最上部のみ口頸部から連続する刷毛

目，それ以下は指頭圧痕，�２１８・�２１９が横位の刷毛目。

　ＳＸ３１出土遺物（�２２１）　 　球胴の土師器甕。口径１７．８�，胴部最大径２９．７�，器高

３４．２�。口頸部はやや内湾し，面取りした口縁端部には浅い沈線がめぐる。口頸部の外面

は刷毛目調整のち撫で，内面は横位の刷毛目，胴部は内外面とも，斜位の刷毛目。

　以上の遺構出土資料のうち，ＳＫ４０出土遺物は須恵器の編年から，７世紀前半代に編年

でき，他の土師器は，おおむね７世紀から８世紀前半までに編年される資料であろう。

　ＳＫ４６出土遺物（�２２０）　 　須恵器の広口壺。灰白色を呈し，焼きがあまい。口縁部が

外傾し，口縁端部を上方へつまみ上げる。底部は，回転糸切り。篠窯跡群の西長尾奥第２

窯跡群第１号窯出土品に類例があり〔岡崎ほか１９８９　図版２７－４３４〕，９世紀前半ごろに編年

１８
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図１３　ＳＸ３１出土遺物（�２２１土師器）



１９

図１４　中世遺構・遺物包含層出土古代の遺物�（�２２２～�２５５須恵器）
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されている。

　中世遺構・遺物包含層出土遺物（�２２２～�２６４）　 　中世の遺構・包含層から出土した

古代の遺物を一括して記述する。７～９世紀の諸時期のものがみられる。

　�２２２～�２５５は須恵器。�２２２は高杯。長脚で脚中央部に沈線を２条めぐらせる。�２２３

～�２２９は杯の蓋。�２２３～�２２５はかえりをもつ類で，乳頭状のつまみがつく。口縁端部

はいずれも丸くおさめる。�２２６～�２２９はかえりをもたない類。�２２６・�２２８は口縁端部

を下方へ折り曲げており，�２２７・�２２９には断面逆台形の扁平なつまみがつく。�２３０は器

高の低い皿。口縁端部は面取る。

　�２３１・�２３２は，高台を設けない杯Ａ。�２３１は底部からの立ち上がりが明瞭で，�２３２

は丸みを帯びている。�２３３～�２４７は高台のつく杯Ｂ。高台は，屈曲部に近い位置に貼り

付けられ，断面四辺形を呈するものが多いが，�２３５・�２３６のように，低平で端面がわず

かにくぼむ高台もある。�２４８・�２５３は鉢。�２５３は体部が丸みをもち，面取りした口縁端

部がわずかにくぼむ。�２４９・�２５０は壺の底部。�２５１・�２５２は長頸壺。�２５４は甕。胴

部外面に叩きを施す。�２５５は円面硯の口縁部であろう。

　�２５６～�２６４は土師器。�２５６は高杯。�２５７・�２５８は高台のつく杯Ｂ。外面箆磨きし，

内面には暗文を施す。�２５９は杯Ａ。体部外面は箆削り。�２６０は外面箆磨き，内面に暗文

を施す鉢。�２６１は口頸部が大きく外反し，端部を内側へつまむ。鍋の類であろう。�２６２

～�２６４は甕。�２６２は復元口径９．６�の小型品で，内外面刷毛目調整し，口頸部外面のみ刷

毛目をなで消している。�２６３は口縁端部内側に稜をもつ。

２０
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図１５　中世遺構・遺物包含層出土古代の遺物�（�２５６～�２６４土師器）



２１

　５　中世の遺跡

　�　遺　　構（図版４～６，図１６）

　中世の遺構には，道路遺構，井戸，大溝，溝，土坑，集石，柱穴などがある。このうち，

道路遺構ＳＦ３・４については，第７節で詳述する。出土遺物から判断して，各種遺構の

時期は，１２世紀中葉から１５世紀に及ぶが，１３世紀までの遺構が主体を占め，この時期に活

発な活動がこの地でなされたことがうかがえる。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時期に大別して説明する。

　中世１期は，２段撫で手法のＣ類と１段撫で手法のＤ類が主体をしめる時期で，１２世紀

後葉～１３世紀。

　中世２期は，１段撫で手法Ｅ類が主体をしめる時期で，おおむね１４世紀代。

　中世３期は，Ｅ類とともに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　　道路遺構，井戸，埋納土坑，廃棄土坑，集石，溝などがある。

　ＳＥ７・９・１１・ＳＸ２１は井戸。調査区南西部に位置するＳＥ７は，１辺３．５�前後の

隅丸方形の掘り形をもち，南側は調査区外である。中央部から人頭大の礫がまとまって出

土しており，石組の井戸が崩落した状況を示していた。ＳＥ９とＳＥ１１は調査区北西部に

並列しており，掘り形の切り合いから，ＳＥ９が新しい。いずれも掘り形は，径５�前後

の不整円形を呈し，検出面からの深さは，ＳＥ９で２．５�をはかる。井戸側を構成する礫や

材を確認することはできなかった。素掘り井戸の可能性を指摘しておく。ＳＸ２１はＳＥ１１

の東５�に位置する。１辺３�前後の不整方形の掘り形を呈する。埋土に人頭大の礫を多

量に含んでいたので，石組井戸であった可能性が高い。廃絶後に廃棄場所となっており，

上面から多量の土師器が出土している。

　ＳＸ２４はＳＥ１１廃絶後，その上部に設けられた埋納遺構（図版５）。伏せられた状態で大

型の鉄鍋（�４０２）が出土し，その接地面より２０�前後浮いて三足をもつ鉄瓶（�４００）が

大型鉄鍋の底部に接するような状態で出土した。大型鉄鍋を取り上げると，内部は空洞

で，古瀬戸の深皿（�３９９）で蓋をされた小型鉄鍋（�４０１）が北側にやや傾いた状態で据

えられていた。発掘当初，東日本に発見例の多い鍋被り葬の可能性なども考慮して掘り形

の検出に努めたが，明瞭な掘り形を見つけることはできなかった。三足付き鉄瓶が大型鉄

鍋よりも若干浮いている状況であることを考慮すれば，大型鉄鍋と鉄瓶が入る程度の穴を

掘り，古瀬戸で蓋をした小型鉄鍋を置き，大型鉄鍋を被せた後，大型鉄鍋の底部付近まで

中　世　の　遺　跡



埋め戻し，傍らに鉄瓶を伏せておき，完全に埋め戻したと想定するのが自然である。特異

な遺構であることから，速報をおこなった〔千葉・阪口２００１〕。

　調査区西南辺でみつかったＳＫ２８は，径６０�前後の小土坑（図版６）。すり鉢状にくぼむ

底面より若干浮いた状態で，完形の古瀬戸卸皿（�５２５）が正位で出土し，その上部から

４分の１ほど，重なり合う状態で，完形の古瀬戸鉢（�５２６）が逆位で出土した。

　調査区北西隅でみつかったＳＫ２９は，深さ２０�をはかる小土坑で，上面に礫を敷き詰め

ている（図１７）。このほか，廃棄土坑や底部に根石をもつ柱穴などが調査区北西部を中心に

多数見つかっている。

　調査区中央で見つかったＳＤ１９は，幅１�，長さ１０�の小溝。ＳＦ３に平行する。

　中世２期の遺構　　井戸，溝，土坑などがある。１期にはほとんどみられなかった調査

２２
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図１６　中世の遺構　縮尺１/５００



２３

区東半に井戸や溝がみられるようになる。

　調査区東端でみつかった井戸ＳＥ８は，１辺４�前後の方形の掘り形で，東側は調査区外

となる。中央部に円形の落ち込みが観察されたので，井戸側は，円形素掘りか，曲物を設

置していたものと想定できる。調査区東南部に位置するＳＥ１２は，１辺３�前後の方形掘

り形をもつ石組の井戸。

　調査区北東部でみつかったＳＤ１７は，東西方向にはしる溝で，西側はＳＦ３の端でとま

り，東側は攪乱で破壊されているが，調査区外へと続いていた可能性がある。確認長１９�，

幅１～２�。ＳＥ１１の上部で見つかったＳＸ２３は，備前すり鉢を蔵骨器とした土坑墓であ

る。内部から，焼けた骨片や炭化物が出土した。調査区南西隅に位置するＳＸ２５は，上面

から焼土や炭化物が出土した土坑。

　中世３期の遺構　　ＳＤ１５は調査区中央を南北方向にはしる大溝。ＳＦ３をきり，南端

はＳＦ４に達して止まり，北側は調査区外へと続いている。幅２～３�，深さ１．６�。ＳＤ

１６・２１はＳＤ１５の西側を並行してはしる。これらは区画溝とみてよいものである。

　調査区南西部で見つかったＳＥ６は石組の井戸である。井戸側内部から出土した の年

代から判断して，１５世紀代に廃絶されたものと考えられる。

中　世　の　遺　跡

図１７　土坑墓ＳＸ２３・集石土坑ＳＫ２９　縮尺１／８（ＳＸ２３），１／２０（ＳＫ２９）



　�　中世１期の遺物（図版１６，図１８～２５）

　ＳＸ２１出土遺物（�２６５～�２８９）　 　�２６５～�２７９は橙褐色を呈する土師器皿。２段撫

で手法のＣ４類（�２６５），Ｃ５類（�２６６・�２７２～�２７４）１段撫で手法のＤ２類（�２７６），

Ｄ３類（�２６８・�２６９・�２７９），Ｄ４類（�２６７・�２７０・�２７１・�２７５・�２７７）がみられ

る。小は口径９～９．５�，大は口径１４～１６�。�２８０～�２８２は橙褐色の土師器受皿。

　�２８３は須恵器すり鉢。体部が直線的に外へ開き，口縁端部がわずかに内外に肥厚する。

第�期第２段階〔森田１９９５〕。�２８４・�２８５は瓦器椀。内面の箆磨きは顕著だが，外面の

箆磨きは省略されている。楠葉型�－１期であろう〔森島１９９５〕。�２８６・�２８７は白磁椀。

�２８８は白磁の皿で，見込みを蛇の目釉はぎしている。�２８９は褐釉陶器の壺。

　ＳＸ２１上面出土遺物（�２９０～�３１５）　 　�２９０～�３１０は橙褐色の土師器皿。Ｃ３類（�

３０３），Ｃ４類（�２９２），Ｃ５類（�２９３・�２９６・�２９８・�３０２・�３０６・�３０７），Ｄ３類（�

２９０・�２９１・�２９７・�３０４・�３０８），Ｄ４類（�２９４・�２９５・�２９９～�３０１・�３０５・�３０９・�

３１０）がみられる。小は口径９～１０�，大は口径１４～１６�。

　�３１１は瓦器皿。口径９�。横撫でにより，口縁部が外反する。箆磨きは施さない。�

３１２は瓦器椀。外面の磨きは省力し，内面もまばらな磨きとなる。�３１３・�３１４は白磁椀。

�３１３は口縁直下が突出し，内面には櫛描文を施している。�３１５は鉛釉陶器の盤。ボウル

状の体部に，外へ開く口縁部をもつ。復元口径４２�。内外面全体に緑釉を施し，口縁部内

面の一部に赤褐色の釉をかけている。

　ＳＥ７出土遺物（�３１６～�３２０）　 　�３１６～�３１９は橙褐色の土師器皿。�３１７～�３１９

は２段撫で手法Ｃ３類で，口径１４～１５�。�３１６は１段撫で手法Ｄ１類で，口径７．８�。�３２０

は青磁椀。体部内面がにぶく屈曲し，外面には縦位の櫛描文を施す。

　ＳＫ５８出土遺物（�３２１～�３３０）　 　�３２１～�３３０は橙褐色の土師器皿。Ｃ４類（�３２８・

�３２９），Ｄ２類（�３２３），Ｄ４類（�３２１・�３２２・�３２４～�３２７・�３３０）がみられる。小

は口径８～９�，大は１５�前後である。

　ＳＫ３５出土遺物（�３３１～�３３４）　 　�３３１～�３３３は橙褐色の土師器皿で，�３３２はＣ４

類。�３３１・�３３３はＤ４類。�３３４は橙褐色を呈する土師器受皿。

　ＳＫ５９出土遺物（�３３５～�３４２）　 　�３３５～�３４１は橙褐色で，口径８～１０�の土師器

皿。�３４２は橙褐色で，口径１５�の土師器皿。Ｃ４類（�３３５），Ｄ２類（�３３９），Ｄ３類（�

３３６・�３４０・�３４１），Ｄ４類（�３３７・�３３８・�３４０・�３４２）がある。

　ＳＫ５７出土遺物（�３４３～�３４８）　 　�３４３～�３４７は橙褐色の土師器皿で，口径９～１０
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中　世　の　遺　跡

図１８　ＳＸ２１出土遺物（�２６５～�２８２土師器，�２８３須恵器，�２８４・�２８５瓦器，�２８６～�２８８白
磁，�２８９陶器），ＳＸ２１上面出土遺物（�２９０～�３１０土師器，�３１１・�３１２瓦器，�３１３・
�３１４白磁，�３１５陶器）　



�。�３４８は橙褐色の土師器皿で，口径１５�。Ｄ３類となる�３４５以外は，Ｄ４類。

　ＳＸ１６出土遺物（�３４９～�３８５）　 　�３４９～�３７５は橙褐色を呈する土師器皿。Ｄ２類

（�３４９～�３５４・�３６５～３６８），Ｄ３類（�３５５・�３５６），Ｄ５類（�３５７～�３６４・�３６９～

�３７２・�３７４・�３７５），Ｄ６類（�３７３）がみられるが，１段撫で面取りＤ５類が主体をしめ

る。小は口径８～９�，大は１２～１４�。�３７６～�３８１は灰白色の土師器椀。口径７．５～８．５

�の小と口径１１�の大に分けられる。�３８２～�３８４は土師器受皿。�３８２・�３８４は褐色，

�３８３は灰白色。�３８５は白磁皿。底部外面を露胎とする。

　ＳＸ２４出土遺物（�３８６～�４０２）　 　�３８６～�３９２は土師器の皿。�３８９が灰白色のほか

は橙褐色を呈する。Ｄ２類（�３８９・�３９０），Ｄ３類（�３８８・�３９２），Ｄ５類（�３８７・�

３９１）がある。�３９３は白磁皿。�３９４は白磁椀。見込みに圏線がめぐる。�３９５は瓦器椀。

�３９６は瓦器鍋。�３９７は瓦器羽釜。�３９８は須恵器すり鉢。

２６

京都大学本部構内ＡＴ２１区の発掘調査

図１９　ＳＥ７出土遺物（�３１６～�３１９土師器，�３２０青磁），ＳＫ５８出土遺物（�３２１～�３３０土師器），
ＳＫ３５出土遺物（�３３１～�３３４土師器），ＳＫ５９出土遺物（�３３５～�３４２土師器），ＳＫ５７出
土遺物（�３４３～�３４８土師器）
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中　世　の　遺　跡

図２０　ＳＸ１６出土遺物（�３４９～�３８４土師器，�３８５白磁），ＳＸ２４出土遺物�（�３８６～�３９２土師
器，�３９３・�３９４白磁，�３９５～�３９７瓦器，�３９８須恵器）



　�３９９は古瀬戸の折縁深皿。口径２４�，器高６�をはかる。直線的な体部に，外へ開く口

縁部がつく。口縁端部はわずかに肥厚する。底部は回転糸切りで，切り離している。底部

外面を除き，ほぼ全面に施釉する。見込みに，４カ所目跡がつく。古瀬戸前期。

　�４００は鉄瓶。本体は口縁部が内湾する形態で，３足と注ぎ口１個と耳２個がつく。耳

に引っかけた鉄製の弦も一部残存していた。注口部はＳ字状に湾曲する。胴部は突線で飾

り，足は獣の顔を表現している。

　�４０１・�４０２は鉄鍋。�４０１は伏せた�４０２の内部の空洞のなかで埋蔵されていたため保

存状態がきわめて良好である。口径２６．２�，器高１４．２�，胴下部の屈曲部径１９．４�をはか

る。胴下部に稜をもち，屈曲する口縁部が外へ開く。口縁端部は三角形状に内面に肥厚す

る。「カマノヘソ」と呼ばれる湯の注ぎ口の痕跡が底部中央の突出部としてみられる。内面
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図２１　ＳＸ２４出土遺物�（�３９９陶器，�４００～�４０２鉄製品）
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中　世　の　遺　跡

図２２　ＳＫ５６出土遺物（�４０３～�４２６土師器），ＳＫ６４出土遺物（�４２７～�４３２土師器），ＳＫ１５出土遺
物（�４３３～�４３８土師器），ＳＫ４５出土遺物（�４３９・�４４０土師器），ＳＫ５２出土遺物（�４４１～�
４４３土師器），ＳＫ４２出土遺物（�４４４～�４５０土師器），ＳＫ４１出土遺物（�４５１～�４５３土師器），
ＳＫ４４出土遺物（�４５４・�４５５土師器），ＳＫ６７出土遺物（�４５６～�４５７土師器）



には底面から胴下部にかけて，黒色の物質が付着している。�４０２は取り上げ直後から劣

化が著しく，正確な法量を計測することができなかった。口径４７�，器高２２�前後。胴部

中央に稜をもち，口縁部が外へ開く。�４０１同様，底部中央が突出する可能性もある。な

お，�４００・�４０１は（財）元興寺文化財研究所に保存処理を委託した。

　ＳＫ５６出土遺物（�４０３～�４２６）　 　�４０３～�４２５は，橙褐色の土師器皿。すべてＤ類

で，素縁のＤ２・Ｄ３類と口縁端部に面取りを施すＤ４・Ｄ５類がある。口径９～１０�の小と

１４～１５�の大の２法量がみられる。�４２６は橙褐色の土師器受皿。

　ＳＫ６４出土遺物（�４２７～�４３２）　 　橙褐色の土師器皿。面取りをするＤ４類が主体。�

４２７は口径８．５�。ほかは口径１２～１５�。

　ＳＸ１５出土遺物（�４３３～�４３８）　 　橙褐色の土師器皿。�４３３がＤ４類のほかは，口縁

端部を面取るＤ５類。口径９�前後と１２～１３�の２法量。

　ＳＫ４５出土遺物（�４３９・�４４０）　 　橙褐色の土師器皿。いずれもＤ４類で，口径は９．５

�と１０�。

　ＳＫ５２出土遺物（�４４１～�４４３）　 　橙褐色の土師器皿で，�４４１・�４４２はＤ４類で，

口径８．６�。�４４３はＤ２類で，口径１４．４�。

　ＳＫ４２出土遺物（�４４４～�４５０）　 　橙褐色の土師器皿で，素縁のＤ２類（�４４４・�４４６

～�４４９）と面取りするＤ５類（�４４５・�４５０）。�４５０は口径１３�で，ほかは８～９�。

　ＳＫ４１出土遺物（�４５１～�４５３）　 　淡褐色の土師器皿。�４５１はＤ２類で，口径７．８�。

�４５２はＤ６類，�４５３はＤ５類で，ともに口径１３．２�。

　ＳＫ４４出土遺物（�４５４・�４５５）　 　�４５４は土師器皿。Ｄ４類で，口径９�。�４５５は，

土師器鉢。外面に粘土紐を積み上げた痕跡を残す。

　ＳＫ６７出土遺物（�４５６・�４５７）　 　淡褐色の土師器小皿。Ｄ２類。

　ＳＥ９出土遺物（�４５８～�４７６）　 　�４５８～�４６４は橙褐色の土師器皿。素縁のＤ２類

（�４６２・�４６４）と口縁端部を面取るＤ４類（�４５８～�４６１・�４６３・�４６４）がある。小

は口径９～１０�，大は１４～１６．５�。�４６５・�４６６は灰白色を呈する土師器椀。�４６５は口径

１１�，�４６６は１２�。�４６７～�４６９は土師器受皿。�４６７・�４６８は灰白色で，口径４．４�と

５�。�４６９は褐色で，口径７．６�。

　�４７０・�４７１は灰釉系陶器椀の底部。高台端部に，籾殻痕が認められる。�４７２・�４７３

は瓦器椀。�４７２は口径７．４�の小型の椀。口縁部が直立する。�４７３は口縁部が横撫でに

より外反し，断面台形の高台がつく。�４７４・�４７５は白磁椀。�４７５は見込みに圏線をも
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３１

図２３　ＳＥ９出土遺物（�４５８～�４６９土師器，�４７０・�４７１陶器，�４７２・�４７３瓦器，�４７４・�
４７５白磁，�４７６須恵器），ＳＥ１１出土遺物（�４７７～�４８２土師器，�４８３～�４８５陶器，�４８６
瓦器），ＳＫ３０出土遺物（�４８７～�４９４土師器）

中　世　の　遺　跡



つ。�４７６は須恵器すり鉢。口縁端部が内側に突出する。

　ＳＥ１１出土遺物（�４７７～�４８６）　 　�４７７～�４８２は橙褐色の土師器皿。素縁手法Ｄ３類

（�４７７・�４８０・�４８１）と面取りするＤ４類（�４７８・�４７９・�４８２）がみられる。口径

は８～１０�の小と１２～１３．５�の大がある。�４８３・�４８４は灰釉系陶器で，�４８３は皿，�４８４

は椀。�４８４の高台端部には籾殻痕が認められる。�４８５は褐釉陶器の四耳壺。�４８６は瓦

器鍋。口縁部は２段に屈曲する。

　ＳＫ３０出土遺物（�４８７～�４９４）　 　橙褐色の土師器皿で，面取りしないＤ２・Ｄ３類か

らなる。口径は８�前後のものと１０～１２�のもの，１５�のものがある。

　ＳＤ１９出土遺物（�４９５～�５０７）　 　�４９５～�５０１は橙褐色の土師器皿。素縁手法Ｄ３類

の�４９６を除いて，面取り手法Ｄ５類である。口径は８～１０�の小と１２～１４�の大がある。

�５０２～�５０４は灰白色の土師器椀。�５０２は口径１８．６�をはかる大型品で，胎土がとくに

精良である。�５０５はミニチュアの瓦器羽釜で，足が�落している。鍔上面を沈線が３条

めぐっている。胴部外面に煤が付着する。�５０６は黄灰色を呈する瓦質の椀。�５０７は灰釉

系陶器の椀。

　ＳＫ３７出土遺物（�５０８～�５１２）　 　�５０８・�５０９は橙褐色の土師器皿で，Ｄ３類とＤ４

類。�５１０は灰白色の土師器椀。�５１１は口径９．６�をはかる瓦器小皿。撫で仕上げで，磨

きは施さない。�５１２は滑石製の製品。欠損部分を除いて，端面は生きている。凸面の大

部分を磨いて仕上げるが，一部磨き残された部分に煤が付着していること，全体の曲率か

らみて石鍋の転用品と理解できる。温石などの用途が想定される。

　ＳＫ３８出土遺物（�５１３）　 　橙褐色の土師器皿。Ｄ３類で，口径８．２�。

　ＳＫ３９出土遺物（�５１４・�５１５）　 　�５１４は橙褐色を呈する土師器受皿。口径９．２�。�

５１５は瓦器羽釜。口径２０�前後の小型品である。口縁端部に面取りを施す。

　ＳＫ３６出土遺物（�５１６～�５１８）　 　�５１６は淡褐色の土師器受皿。�５１７は灰白色の土

師器椀。�５１８は同安窯系青磁の椀。黄緑色の釉が内外面に施され，口縁端部が外反して

いる。口縁直下内面に沈線がめぐっている。

　ＳＫ６６出土遺物（�５１９）　 　常滑焼の甕。口径２４�，器高２９．４�をはかる。口縁端部が

やや肥厚し，上方へつまみ上げられている。押印文はみられない。常滑４型式に比定でき

る〔中野１９９５〕。

　ＳＫ３１出土遺物（�５２０～�５２４）　 　�５２０は口径４．７�をはかる小型の皿。�５２１・�５２２

は土師器皿。�５２１は灰白色，�５２２は橙褐色を呈する。�５２３は灰白色の土師器椀。�５２４
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中　世　の　遺　跡

図２４　ＳＤ１９出土遺物（�４９５～�５０４土師器，�５０５・�５０６瓦器，�５０７陶器），ＳＫ３７出土遺物
（�５０８～�５１０土師器，�５１１瓦器，�５１２石製品），ＳＫ３８出土遺物（�５１３土師器），ＳＫ
３９出土遺物（�５１４土師器，�５１５瓦器），ＳＫ３６出土遺物（�５１６・�５１７土師器，�５１８青
磁），ＳＫ６６出土遺物（�５１９陶器），ＳＫ３１出土遺物（�５２０～�５２３土師器，�５２４白磁）



は白磁の椀。口縁部が玉縁となる。

　ＳＫ２８出土遺物（�５２５・�５２６）　 　�５２５は古瀬戸の卸皿。ほぼ完形品である。口径

１６�，器高４．２�前後をはかる。内湾気味になる胴部から口縁部がやや外反しながら立ち

上がる。口縁端部は面取りされ，内側上方へ立ち上がっている。口縁部の一部をＵ字形に

切り取り，片口が付く。底部外面から胴下半部を除いて，灰釉を施している。底部は回転

糸切りで切り離す。

　�５２６は古瀬戸の鉢。底部の一部を欠損するほかは完形である。口径１９～２０�，器高８．４

�前後をはかる。底部を回転糸切りで切り離したのち高台を付けている。内湾気味に立ち

上がる胴部には，箆状工具で細い蓮弁状の意匠を密に施す。わずかに外反する口縁部は，

端部を面取りし，外面にボタン状の浮文を２２個貼り付けている。４カ所の目跡が見込みに

残る。底部外面から高台周りを除いて，灰釉を施している。

　�５２５は古瀬戸前期後葉～中期前葉と考えられ，�５２６も同時期と判断しておく。

　�　中世２期の遺物（図版１７，図２６～２８）

　ＳＥ８出土遺物（�５２７～�５３９）　 　�５２７・�５２８は橙褐色の土師器皿。ともに１段撫

で素縁手法のＥ１類で，口径は８．８�と９．８�。�５２９～�５３５は灰白色を呈する土師器椀。

�５２９～�５３２は口径６～７�の小椀で，底部がくぼむ。�５３３～�５３５は口径１３～１４�。�

５３６は土師器鉢。口径１７．５�，器高１３．５�前後をはかる。胴中位でわずかに屈曲し，外へ開

く形態をとる。外面は，成形時の輪積みの痕跡を残す。内面は撫でて仕上げるが，胴下半

３４

京都大学本部構内ＡＴ２１区の発掘調査

図２５　ＳＫ２８出土遺物（�５２５・�５２６陶器）
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図２６　ＳＥ８出土遺物（�５２７～�５３６土師器，�５３７白磁，�５３８陶器，�５３９須恵器），ＳＸ１２出土
遺物（�５４０～�５６２土師器，�５６３瓦器，�５６４白磁）



は撫でが不十分で，輪積み痕が残っている。�５３７は白磁皿。見込みに箆描きで花文状の

意匠を施す。内面の屈曲部に沈線状の段をもつ。�５３８は灰釉系陶器のすり鉢。内面は摩

滅する。�５３９は須恵器甕。胴部外面に，右下がりの平行叩目を施し，頸部には右上がりの

平行叩き目を施したのち，軽く撫でている。

　ＳＸ１２出土遺物（�５４０～�５６４）　 　�５４０～�５４５は橙褐色の土師器皿。Ｄ２類（�５４１），

Ｄ３類（�５４０），Ｅ１類（�５４２），Ｅ３類（�５４３～�５４５）。口径は８～８．５�，１０�，１１．５

�の３法量。�５４０・�５４２は口縁部に煤が付着する。�５４６～�５６０は灰白色の土師器椀。

�５４６～�５５３は口径６～７�の小椀で，底がくぼむものと平底がある。�５５４～�５６０は口

径１０～１３�をはかる椀。�５６１は淡褐色を呈する土師器ミニチュアの羽釜。口径１２�。火

にかけた痕跡は観察されない。�５６２は土師器鉢。外面に輪積みの痕跡を残す。内面は，

撫で仕上げ。�５６３は瓦器鍋。口縁部は外折し端部は肥厚する。�５６４は白磁皿。口縁部，

口禿げとする。

　ＳＸ２５出土遺物（�５６５～�５７４）　 　�５６５は淡褐色の土師器皿。Ｅ３類で，口径１２．８�。

�５６６～�５７４は灰白色の土師器椀。法量に３種類あり，�５６６は口径７�をはかり，くぼみ

底となる小椀である。�５６７・�５６８は口径８．５～９�をはかる中，�５６９～�５７４は１１～１１．５

�をはかる大である。

　ＳＸ２３出土遺物（�５７５）　 　蔵骨器に用いられていた備前すり鉢。灰褐色を呈し，焼成

はややあまい。口径２６．８�，底径１３．８�，器高１４．４�をはかる。体部は内湾気味に立ち上

がり，口縁部には面取りを施している。内面には，４条１単位の櫛描文を１８単位，放射状

に施している。底部内面は，使用により摩滅しており，日用品を蔵骨器に転用したことが

わかる。

　ＳＥ１２出土遺物（�５７６・�５７７）　 　�５７６は備前すり鉢。口径３０．４�，底径１６�，器

高１５�をはかる。体部は内湾気味に立ち上がり，口縁部は面取りし，外側端部がわずかに

突出している。内面には７条１単位の櫛描文を放射状に施している。底部内面から体部下

半にかけて，使用により摩滅している。

　�５７７は鉄製の 轡 である（図版１９）。破片周囲の土砂もまきこんで銹化しており，出土時
くつわ

には数点の鉄銹塊と化していたため，品目の判定も不可能な状況であった。本学文学研究

科（当時）の森下章司氏によるＸ線写真撮影の結果，轡であることが判明したため，（財）

元興寺文化財研究所に保存処理と修復を委託することとなった。その結果，片方の 立聞 を
たちぎき

欠失するほかは，すべての部位がそろっていることが明らかとなった。ただし，取り扱い
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の便宜のため， 喰 （銜）の 啣 部分の折損を接着せず，現状では二つに分割した状態で保管
はみ くくみ

している。

　図化にあたっては，銹化が著しいため現状の銹着状態の実測図の作成は断念し，展開状

態の実測図を復元的に作成した（図２８）。その際，保存処理が実施されたとはいえ，細部

については肉眼観察では不明な点も多いため，（財）元興寺文化財研究所の撮影によるＸ線

写真（図版１９）を参照した。また，Ｘ線写真によっても形態などが判然としない部分につ

いては，伝世品〔日本馬具大観編集委員会１９９１　p.１２５〕などを参考に作図した。

中　世　の　遺　跡

図２７　ＳＸ２５出土遺物（�５６５～�５７４土師器），ＳＸ２３出土遺物（�５７５陶器），ＳＥ１２出土遺物�
（�５７６陶器）



　本轡は杏葉の形態に類似した鏡（ 鏡板 ）をもつ，いわゆる「杏葉轡」である。二連の喰
かがみいた

に鏡を絡ませ， 遊金 を介して 引  手 を連結する構造をとる。
あそびがね ひき て

　喰は，断面隅丸方形の棒材の一端に 啣金 ，もう一端に 喰先鐶 を造り出した部品２点から
くくみがね はみさきかん

なる，二連喰である。一直線にのばした状態で長さ約２２�をはかる。図中で右側の部品は

長さ１０．９�，啣金の径２．１�，喰先鐶の径約３�，間の棒状部の断面径１．１�をはかる。啣

金は棒材の一端を円く曲げることで造り出すが，曲げた部分の先端を啣金と棒状部の境と

なる屈曲部に鍛接せず，隙間を残していることがＸ線写真により判明した。喰先鐶や，ほ

かの部品の円鐶部分も同様の造りである可能性があるが，確認できていない。図中で左側

の部品は長さ１２．６�，啣金の径２．５�，喰先鐶の径約３�，間の棒状部の断面径１．３�をは

かる。喰先鐶に連結する遊金は，断面径０．５�をはかる断面円形の棒材を円く曲げて円鐶

を形成したもので，左右とも径約３�をはかる。遊金には引手が連結する。

　引手は，断面隅丸方形の棒材の一端に遊金と連結する円鐶，もう一端に 引  手  壺 を造り出
ひき て つぼ

す。引手壺は，棒材の一端を円く曲げて造り出した円鐶で，円鐶と棒状部の境となる部分

をほぼ直角に屈折させている。図中で右側の引手は長さ１２．９�，遊金と連結する円鐶の径

約１．５�，引手壺の径約３�，間の棒状部の断面径１．１�をはかる。図中で左側の引手は長

さ１３．５�，遊金とつながる円鐶の径約１．５�，引手壺の径約３�，間の棒状部の断面径０．９

�をはかる。棒状部は左右とも，引手壺の付近では０．３�程度厚みを減じる。

　鏡は本体と立聞を一連で造る。図中で左側の立聞では，棒材を屈曲させることにより，

横断面が長径３．８�，短径２．４�の隅丸方形を呈する立聞壺を造り出す。さらに，折り返し

た棒材をそろえて鍛接することで鏡本体へとつながる棒状部を形成する。棒状部は長さ

３．８�をはかり，断面は長径１．３�，短径０．７�の隅丸方形を呈する。図中で右側の立聞は立

聞壺と棒状部のほとんどを欠失し，棒状部の約１�が残るのみである。棒状部で鍛接され

ていた棒材が二股にわかれ，鏡本体の枠を形成する。枠は鏡本体中央の三葉形の板状部に

沿うかたちで屈曲し，鏡本体の下端中央で結合して板状部へとつながる。枠を形成する棒

材の断面は隅丸方形を呈し，鏡本体の幅が最大となる部分で長径０．７�，短径０．５�をはか

る。枠と板状部がつながる部分には，喰の喰先鐶が絡む。板状部は厚さ０．２�程度をはか

る。銹化のため，透かしなどの装飾の有無は判断しがたい。図中で右側の鏡は残存長７．０

�，最大幅６．２�，本体の厚さ０．７�をはかる。図中で左側の鏡は長さ１１．０�，最大幅６．０

�，本体の厚さ０．７�をはかる。

　杏葉轡の分類については，鈴木一有氏が律令時代における轡の系譜について検討する中
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で，研究史を踏まえて以下のように整理している〔鈴木１９９９　p.６５〕。

　Ａ類　鏡板の下部を蕨手状に巻き上げるもの

　　　Ａ１類　鏡板が円環状をなし，両端が蕨手状に巻き込まれるもの

　　　Ａ２類　鏡板が逆ハート形をなすもの　両端は蕨手状をなすが，新しくなると一連になる

　Ｂ類　鏡板は幅が広く扁平な板状を呈し，三葉形などの装飾が施されたもの

　この検討がなされた時点で，Ｂ類には伝世品は認められるものの，出土品は知られてい

なかった。そのため，鈴木氏はＡ類とＢ類の詳細な前後関係を明らかにすることは難しい

としながらも，絵画資料における出現頻度から導かれた，Ａ類がＢ類に先行するという理

解〔風間１９９９　p.４９〕を系譜的な検討をもとに支持し，Ａ類の成立は９世紀以降，Ｂ類の

成立は１２世紀以降との変遷観を示した〔鈴木１９９９　p.６７〕。

　本轡は，鏡本体の厚さが０．７�とやや厚みをもっている点で上記の分類基準に完全には

一致しないものの，鏡本体の形状を重視するならばＢ類に連なるものと考えられる。加え

て，Ａ類において新しい様相とされる，立聞が別造りではなく鏡本体と一連であるという

特徴を備えることから，Ｂ類の中でも新相を示す資料とも評価しうる。この想定は本轡と

共伴した備前焼が１４世紀代の所産と考えられることとも整合するが，出土品・伝世品をあ

中　世　の　遺　跡

図２８　ＳＥ１２出土遺物�（�５７７馬具）　 縮尺１/３



わせてもＢ類の実資料はいまだ例が少ないため，詳細な検討をおこなうには今後の類例の

増加が期待される。

　�　中世３期の遺物（図版１７，図２９）

　ＳＤ１５出土遺物（�５７８～�５８７）　 　�５７８は淡褐色の土師器皿。器壁が厚い。１段撫で

素縁手法のＦ１類。�５７９は瓦器鍋。口縁部が内湾する。�５８０は灰釉系陶器の椀。�５８１・

�５８２は古瀬戸の椀と皿。�５８３は古瀬戸の瓶子。�５８４は施釉陶器の四耳壺。胎土は灰褐

色を呈し，緑灰色の釉を施して，把手の部分には暗褐色の釉を流している。�５８５は白磁

椀。口縁端部が外側へ折れ曲がる。�５８６は青磁椀の底部。高台中位に稜をもうけて，節

状の高台とする。高台中位から底部外面を露胎とする。�５８７は青磁皿。体部下半から底

部には施釉しない。見込みに，櫛目で文様を描いている。

　ＳＤ１６出土遺物（�５８８～�６０２）　 　�５８８・�５８９は灰白色の土師器小椀。口径７�。�

５９０～�５９６は，灰白色～橙色の土師器の椀皿類。�５９７・�５９８は古瀬戸の卸皿。口縁端部

内側が三角形に突出する。�５９８は口縁部の一部を外側へ押し出して片口を作り出してい

る。�５９９は古瀬戸の折縁皿。口縁部内側が段状に肥厚する。外面の施釉は，体部上半ま

でである。�６００は古瀬戸の底部。底部は回転糸切り。�６０１は青白磁合子の蓋。�６０２は

瓦器羽釜。体部は外傾して立ち上がる。口径２２�。

　ＳＤ２１出土遺物（�６０３～�６０７）　 　�６０３は口径７．２�をはかる灰白色のくぼみ底小椀。

�６０４は灰白色の椀。口径１１．５�。�６０５は灰白色，�６０６は橙色の土師器皿。ともにＦ２類

で，口径は１１．５�と１４�。�６０７は瓦器鍋。口縁部が外側へ屈曲し，受部は，ほとんど萎縮

している。

　ＳＫ２３出土遺物（�６０８～�６１３）　 　�６０８～�６１２は灰白色の土師器皿。Ｆ２類（�６０８・

�６１０・�６１１）とＦ３類（�６０９・�６１２）。口径は�６０８が１０�で，ほかは１２～１４�である。

�６１３は灰白色の土師器椀。口径１２．８�。

　�　包含層出土遺物（図版１７，図３０）

　在地産土師器は省略し，他地域産の特徴的な遺物を掲げて説明を加えておく。�６１４は

饅頭形の緑釉円塔。鍔は欠失し，底面も�落。伏鉢は扁平な半球状となる。軟質焼成で，

釉調は淡黄緑色。京都大学構内では過去４例出土しており〔古賀１９９９　pp.８０-８１〕，大治３

年（１１２８），法勝寺の法会のさい供養された１８万基の円塔との関連が考えられている。

　�６１５・�６１６は灰釉系陶器。�６１５は，口径８�をはかる小皿。�６１６は，口径１４．７�を

はかる椀。高台に籾殻圧痕をもつ。�６１７・�６１８は古瀬戸。�６１７は口径４�，胴部最大径
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中　世　の　遺　跡

図２９　ＳＤ１５出土遺物（�５７８土師器，�５７９瓦器，�５８０～�５８４陶器，�５８５白磁，�５８６・�５８７
青磁），ＳＤ１６出土遺物（�５８８～�５９６土師器，�５９７～�６００陶器，�６０１青白磁，�６０２瓦器），
ＳＤ２１出土遺物（�６０３～�６０６土師器，�６０７瓦器），ＳＫ２３出土遺物（�６０８～�６１３土師器）



９．４�，器高７．４�をはかる。合子ないしは小型の壺であろう。胴上部に櫛描波状文がめぐ

る。底部は回転糸切り。ほぼ完形で出土し，内部には棒状の鉄製品が納められていた。�

６１８は卸皿。底部から体部へ丸みをもって立ち上がり，口縁端部は面をもって内側上方へ

立ち上がる。底部は回転糸切りで，内面に目跡が３カ所ある。底部外面～胴下部を除い

て，灰釉を施す。古瀬戸中期。

　�６１９～�６２５は備前すり鉢。口縁端部がほとんど拡張せず還元焼成の�６１９から，内外

にわずかに拡張するもの（�６２０～�６２２），縁帯状に発達したもの（�６２３～�６２５）まで，

おおよそ１３～１４世紀までの各時期のものが認められる。
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図３０　茶褐色土出土遺物（�６１４～�６２５陶器，�６２６白磁，�６２７土師器）
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　�６２６は白磁の四耳壺。�６２７は土師質の羽釜。体部は直線的に立ち上がり，口縁部を内

側へ屈曲させ，端部は折り曲げて肥厚させる。鍔の突出は短い。大和型の土釜であり，京

都大学構内では出土例をほとんどみない。

　中世の遺構や遺物包含層から，古代～中世の貨幣が７点出土しているので，表１に銭種

などを掲げた。唐代の貨幣が１点あるほかは，あとはいずれも北宋の貨幣である。　

　�　瓦　 　類（図版２０，図３１～３９）

　遺構および包含層出土の瓦 類をここでまとめて報告する。年代・系統などは，上原真

人の成果〔上原１９７８・１９９５・１９９７〕，平安博物館編『平安京古瓦図録』（１９７７年）をおもに

参考にした。なお，出土遺構を示したもの以外は，包含層出土品である。

　軒　丸　瓦　　�６２８・�６２９は同笵の宝相華文軒丸瓦。外区には珠文を施す。瓦当裏面には

指頭圧痕を残す。�６３０～�６３４は蓮華文軒丸瓦。�６３０は単弁の蓮華文で，瓦当裏面には指頭圧

痕が残る。１２世紀中葉の中央官衙系製品。�６３１は楕円形の瓦当面をもつ。単弁の蓮華文で，弁

端は外区との圏線をかね，ふくらみはほとんど表現されない。笵の打ち込みは浅い。１２世紀代

の中央官衙系の製品。�６３２は単弁推定９葉蓮華文。中房は無文。瓦当裏面には指頭圧痕を残

す。�６３３は弁の外郭線の切れ込みが１個置きと２個置きの部分があり，複弁とも単弁とも

つかない蓮華文。瓦当裏面は撫で。�６３４は中房を１段突出させ，陽刻の「卍」を配した複弁８

葉蓮華文。外区に圏線を施し，珠文を１２個めぐらす。１３世紀前半に流行した型式。

　�６３５～�６４２は巴文軒丸瓦。�６３５は外区に二重の圏文と鋸歯文を配した右巻三巴文。瓦

当周縁には縄叩き目がつき，瓦当裏面には指頭圧痕が残る。ＳＤ２５出土。�６３６は外区に２４個

中　世　の　遺　跡

表１　古代～中世の出土銭貨一覧

備考重さ（�）厚さ（�）D（�）C（�）B（�）A（�）書初鋳銭種層位・遺構地区番号

１/３周縁欠
１/３欠
１/２欠

 ２.５
（３.４）
（１.５）
（１.４）
 ３.０
 ３.２
 ２.６

１.４５-１.６５
１.４５-１.６５
１.２５-１.３５
１.３５-１.５０
１.４５-１.５０
１.４５-１.６０
１.２０-１.４０

１９.５０
－
１９.７５
－
１９.３０
１９.０５
１９.４５

１９.５５
２０.２０
－
－
１９.００
１９.２５
１９.４５

２４.００
－
２１.７５
－
２４.５５
２４.０５
２５.００

２３.８０
２５.６０
－
－
２４.４５
２４.１０
２５.０５

篆
真
篆
篆

６２１
１００９
１０１７
１０５４
１０６４
１０６８
１１０１

開元通寶
祥符通寶
天禧通寶
至和□□
治平元寶
熙寧元寶
聖宋元寶

茶褐色土
SF２-７面以下４回目
黒色土
茶褐色土上面清掃
茶褐色土上面清掃
巨大落ち込み
SD１５

AT２２c２
畔２の西
AT２１c４
AT２２d３
AT２１d５
AT２２b１
AU２２a１

１
２
３
４
５
６
７

�　書：使用書体，「真」は真書体，「篆」は篆書体，無記入は真書体ないしは楷書体を
あらわす。

�　計測は，兵庫県埋蔵銭調査会の方式〔永井編１９９４　第１０図〕にしたがった。
Ａ・Ｂは外縁外径，Ｃ・Ｄは外縁内径である。
厚さは，４箇所計測し，最大値と最小値を表示した。
重さは，電子天秤を用いて計測した。



の珠文をもつ左巻三巴文。ＳＥ６出土。瓦当裏面は撫で。�６３７・�６３８は外区に珠文をもつ右

巻三巴文。瓦当裏面に指頭圧痕が残る。�６３７はＳＥ８，�６３８はＳＥ１１出土。�６３９～�６４１は

右巻三巴文。�６４１は巴の頭部が連続する。瓦当裏面は，�６３９が撫で，�６４０・�６４１が指頭圧

痕。�６３９はＳＦ３，�６４０はＳＤ１５，�６４１はＳＫ３４出土。�６４２は左巻三巴文。ＳＥ６出土。

これら巴文軒丸瓦のうち，面径が１４�前後となる�６３６・�６３９は中央官衙系�期（１２世紀後

半），ほかは大覚寺御所第�期瓦群（１３世紀後半～１４世紀初頭）に対比できる。

　軒　平　瓦　　�６４４は宝相華文軒平瓦。半截の宝相華文３個を上下に交互に配している。

瓦当部は折り曲げ式で成形し，頸部は別の粘土で補強している。凹面には布目圧痕を残し，

瓦当裏面から凸部にかけては撫で成形。瓦当面にも布目圧痕が一部残っている。黄灰色。

　�６４５～�６５４は唐草文軒平瓦。�６４５・�６４８・�６４９は同文ないしは類似した文様をもつ。

青灰色の須恵質の焼成で，凹面は布目圧痕，凸面は縄叩き目を残し，瓦当外周には箆削り

を施す。中心飾りに三葉文をおき，巻の強い蕨手文を左右に配する。�６４６は折り曲げ式

で瓦当部を成形しており，瓦当面にも布目圧痕が残る。�６４７は繊細な唐草文が横方向に

伸びる。凹面に布目圧痕はみられない。�６５０は凹面に布目圧痕，凸面に縦方向の糸切り

痕が残る。瓦当外周は横方向に箆削り成形する。黄褐色を呈する。ＳＤ１６出土。�６５１は

凹面に細かな布目圧痕を残し，凸面は撫で成形。瓦当外周は箆削り成形するが，上部は削

りの及ぶ範囲が広い。瓦当部は貼り付け技法による成形とみられる。青灰色を呈し焼成は

堅緻。�６５２は瓦当を折り曲げ式で成形し，凹面には布目圧痕を残し，凸面は撫で成形す

る。同笵品が本部構内ＡＷ２６区から多数出土している〔千葉２００３〕。�６５３は内区に唐草文，

外区に珠文を施す。凹面に布目圧痕を残し，瓦当外周は横方向の箆削り成形する。ＳＦ３

出土。�６５４は唐草文が退化し，波状の文様で飾る。凹面には布目圧痕を残し，瓦当外周上

部は横方向の箆削りで成形する。ＳＥ１１出土。

　�６５５は，トンボ形の中心飾りの左右に，右巻三巴文をおく。瓦当面が平瓦に対して鈍角

となる。凹面には糸切り痕と布目圧痕が残り，凸面は撫で成形。１２世紀中葉の中央官衙系

の製品か。�６５６は左巻三巴文と２個の雁文を交互に配する。瓦当は折り曲げ式で成形す

る。凹面には布目圧痕と糸切り痕を残し，凸面は撫で成形。瓦当外周上部は，横方向の箆

削り。軟質焼成である。

　�６５７～�６６２は剣頭文で飾る類。いずれも瓦当は折り曲げ式。凸面は撫で成形か指頭圧

痕を残す。凹面には細かな布目圧痕を残すが，�６５７は撫で消している。�６５９・�６６０・

�６６２は頸部に凹型台の端があたった痕跡が残る。�６５８は凹面に２本沈線による箆記号を

４４
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図３１　軒丸瓦（�６２８～�６４２）
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図３２　軒平瓦（�６４３～�６６３）
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図３３　丸　瓦�（�６６４･�６６５）　 縮尺１/５



もつ。表面は灰黒色で，焼成はやや堅緻。この一群は，大覚寺御所第�期瓦群（１３世紀後

半～１４世紀初頭）に対比できる。

　�６６３は中央に巴文を置き，剣頭文を配する。瓦当折り曲げ式で，頸部に凹型台の端があ

たった痕跡が残る。ＳＸ６出土。

　道　具　瓦　　�６４３は平瓦のように湾曲するが，両端面とも生きており， 状を呈する。

一方の端面を宝相華文で飾る。凹凸面ともに箆削りが施される。ＳＦ４出土。

　丸　　瓦　　�６６４～�６６７はいずれも玉縁のつく丸瓦。�６６４～�６６６は，法量のわかる

資料で，それぞれ全長３３．８�・３４．２�・３４．５�，筒部長２８．３�・２８．８�・２８．８�，玉縁長

５．５�・５．４�・５．７�をはかり，ほぼ同大である。丸瓦凸面は，縄叩きのち撫で整形して
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図３４　丸　瓦�（�６６６･�６６７）　 縮尺１/５
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図３５　平　瓦�（�６６８～�６７４）　 縮尺１/５



いる。布目圧痕を残す凹面には，吊り紐痕が認められる。玉縁端部凹面側には面取りを施

し，筒部端部の凹面側には幅広く撫で整形を加えている。�６６４・�６６５はＳＸ８出土。�

６６７は凸面縄叩きで，凸面に「 」の箆記号をもつ。内面には布目圧痕を残す。ＳＥ１１出土。

　平　　瓦　　�６６８は凹面布目圧痕，凸面は箆撫で整形。端面に，１本線の箆記号をも

つ。�６６９は凸面は縄叩き，凹面は糸切り痕を撫で消している。ＳＤ１５出土。

　�６７０～�６７２は凹面を撫で整形，凸面は�６７０・�６７２が撫で整形，�６７１が叩き目文を

撫で消している。端面に竹管状工具による円形の刻印を�６７０は３個，�６７１・�６７２は１個

施す。�６７１は端部凹面側を斜めに削って面取りしている。�６７２は完形で，全長１９．５�，

広端幅１２．５�，狭端幅１１．３�をはかる。�６７２はＳＸ８出土。

　�６７３は凹凸面とも縦方向の箆撫で整形を施す。器壁が２．８�と厚い。ＳＤ１６出土。�

６７４は凸面斜格子叩き，凹面は撫で整形。端部凹面側を斜めに削って面取りしており，端面

に円形の刻印をもつ点や胎土・色調・焼成が�６７１に類似する。ＳＸ８出土。

　�６７５は凹面撫で整形，凸面は糸切り痕を残す。端部凹面側を斜めに削って面取りを施

す。端面に三角形の刻印をもつ。�６７６は凹面を撫で整形，凸面は端部付近を除いて糸切

り痕を撫で整形で消している。

　 　　直方体を呈する 。砂粒の割合の多い粗放な胎土で，暗灰色から黒灰色を呈する

ものが多い。図示したものの中には，内部に黒化層を形成しているものはないが，ＳＥ６
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図３６　平　瓦�（�６７５・�６７６）　 縮尺１/５



５１

中　世　の　遺　跡

図３７　 �　（�６７７～�６８２）　 縮尺１/５
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図３８　 �（�６８３～�６８８）　 縮尺１/５
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出土の不掲載資料に黒化層のみられるものがある。形状および法量から，以下の３つに分

類して解説する。

　Ａ：中央部が長方形にくぼみ，断面が双頭形となり，凹部に円孔をもつもののうち，短

辺が１０～１０．５�となるもの（�６７９・�６８１～�６８７・�６８９）。側縁の厚み４．５～５�前後。

完形品はみられないが，�６８２・�６８４には孔が２つあいており，ほかの遺跡の類例からも，

孔は２個あけられたと復元できる。孔の位置から判断して，長辺は３０数�に復元できる。

孔は，長辺方向に径の大きい楕円形で，長径４�，短径３�前後である。６面いずれの面

にも縄叩きを施している。�６８１・�６８４・�６８６は凹部に，２条の凹線による箆記号をもつ。

　Ｂ：Ａと同様の形状を取るもののうち，短辺が１４～１４．５�となるもの（�６７７・�６８８・

�６９０・�６９１）。完形品はないが，Ａ同様，６面すべてに縄叩きを施しており，中央部に２

孔をもつと想定できる。側縁の厚みは４．５～５．５�。長辺の長さは不明。

　Ｃ：中央部のくぼみが弱いか，あるいはほとんどくぼまずに平坦なもの（�６７８・�６８０）。

短辺・長辺の長さは不明。�６８０には孔の一部が残存している。縄叩きするが，側縁などの

一部には施さない。�６７８は短辺側の側縁に，箆記号の可能性のある２条の凹線がみられる。

中　世　の　遺　跡

図３９　 �（�６８９～�６９０）　 縮尺１/５



　６　近世の遺跡

　�　遺　　構（図版６，図４０）

　近世の遺構として，道路，野壺，溝，小穴，土坑などがある。道路ＳＦ２およびそれに

付属する側溝ＳＤ１２・ＳＤ１３・ＳＤ２８などについては，次節で解説する。

　野壺ＳＥ１～ＳＥ５・ＳＥ２０・ＳＥ２１，溝ＳＤ４・ＳＤ５・ＳＤ７・ＳＤ９・ＳＤ１１，

無数に認められた小穴などは，耕作に伴なう遺構であろう。野壺のうち，ＳＥ２０・２１は，

ＳＦ２の南側の一段低い部分，ＳＥ１～ＳＥ４は調査区西辺でみつかっている。いずれも

木製の桶を設置したもの。溝は東西方向に伸びる小溝で，ＳＤ１１は西側の末端が北側に折

れて止まっている。調査区全面で数多く見出された小穴は，２０～２５�前後の方形の掘り方

５４
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図４０　近世の遺構　縮尺１/５００



５５

をもつものが多く，等間隔で東西方向に並びが復元できるものもある。

　土坑ＳＸ２２は幅０．３５�前後の小土坑で，ＳＤ２に一部をきられている。銅製の容器が２

点出土し，１点には貨幣２５点と銅製の鎖金具，もう１点には木芯に銅製のキャップをかぶ

せた栓が収まっていた。埋納遺構であろうか。

　�　出土遺物（図４１・４２，表２）

　ＳＸ２２出土遺物（�６９２～�７１７）　 　銅製品と貨幣が出土した。�６９２・�６９３は銅製容

器。�６９２は高さ７．４�。横断面は楕円形で，短径３．０�，長径６．２�。器壁の厚さ０．５�前

後。身に蓋をかぶせた状態であるが，銹化のため，重ねの深さは不明。蓋のつまみは二重

になっており，それぞれに小孔をもつ。小孔の位置をあわせると，中味が出る構造になっ

ていることから，液体を入れた容器と考えられる。�６９３も蓋と身を重ねた状態とみえる

が，銹化のため判然とはしない。横断面は円形。器壁の厚さ０．５�前後。

　�６９４は�６９２の中に収まっていた。木芯に銅製のキャップをかぶせた栓である。�６９５

～�６９７は，貨幣とともに�６９３に収まっていた。�６９７は鎖金具で，長方形と方形の環を互

い違いに１３個連ねている。�６９５・�６９６は飾り金具。

　貨幣は�６９３に収まって，２５点出土した（表２）。順治通寶１点を除いて他はすべて寛永

通寶である。順治通寶（�６９８）は清の貨幣で，背字に「宝泉」を表す満州文字をもつ「戸

部宝泉局満文宝泉」（初鋳１６５７年）に分類されるもの〔塙１９７３　p.２５〕。寛永通寶は，すべ

ていわゆる新寛永で，背面に「文」の字をもつ文銭（�６９９～�７０３），文字のない無背銭

４点（�７０３～�７０７），一回り大きく背面に十一波をもつ四文銭（�７０８～�７１７）に分類

近　世　の　遺　跡

図４１　ＳＸ２２出土遺物（�６９２～�６９７銅製品）　 縮尺１/２
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図４２　ＳＸ２２出土銭貨（�６９８～�７１７）　 縮尺２/３
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できる〔小川編１９６９，永井１９９６〕。

　江戸時代の貨幣は，ＳＸ２２から出土した以外に８点出土しており，表２に掲げておく。

寛永通寶６点と文久永寶２点である。寛永通寶には新寛永，古寛永ともにみられる。文久

永寶は幕末の貨幣であり，尾張藩邸に関連する遺物であろう。

近　世　の　遺　跡

表２　近世の出土銭貨一覧

備　考重さ（�）厚さ（�）D（�）C（�）B（�）A（�）初鋳銭種備考銭　種層位・遺構番号

周縁１/３欠

１/２欠

４.４
３.９
３.５
３.５
４.１
３.６
２.９
４.６
３.３
３.６
４.７
４.９
４.７
４.１
４.８
５.０
４.９
５.３
４.５
４.５
（３.６）
５.０
４.１
５.８
４.５
２.０
２.９
（１.９）
３.７
２.１
２.６
３.３
２.５

１.２５-１.３０
１.３０-１.５０
１.３０-１.５０
１.３０-１.４０
１.３５-１.５０
１.３０-１.３５
１.２０-１.３０
１.４５-１.５０
１.１５-１.４０
１.２５-１.４０
１.２５-１.３５
１.３０-１.５０
１.２０-１.３０
１.１０-１.２０
１.２０-１.２５
１.３０-１.４０
１.３０-１.４０
１.３５-１.４０
１.３０-１.６０
１.２０-１.４０
１.２５-１.３０
１.２０-１.４０
１.２０-１.４０
１.４０-１.５０
１.１０-１.２０
０.９０-０.９５
１.２０-１.３５
１.３０-１.３５
１.３０-１.４０
０.９５-１.０５
１.１０-１.２０
１.０５-１.１０
１.２０-１.３５

２０.５０
１９.８５
１９.９０
１９.８０
２０.００
１９.６５
１９.５０
２０.２０
２０.４５
１９.２５
２１.１０
２０.４５
２１.３０
２１.００
２１.０５
２０.７５
２０.５０
２０.７５
２０.８５
２１.００
２１.２５
２１.３０
２１.００
２１.３０
２０.２５
１９.８０
２０.１０
－
１９.８０
２０.００
１９.６５
２０.９５
２１.３０

２０.８０
１９.９０
２０.１５
２０.０５
２０.００
１９.７０
１９.８０
２０.４５
２０.６０
１９.３０
２１.３５
２１.０５
２１.２０
２１.００
２１.００
２０.６０
２０.８０
２０.６５
２０.６０
２０.８０
２１.４０
２１.２５
２１.０５
２１.３０
２０.５５
１９.８０
２０.４０
－
１９.８５
１９.９５
１９.９５
２１.０５
２１.４５

２７.７０
２５.２０
２５.１５
２５.２５
２５.３５
２４.９５
２４.８０
２５.５５
２５.５５
２４.３５
２８.５０
２８.３０
２８.２５
２７.９５
２８.３５
２８.４０
２８.２５
２８.３５
２８.１５
２８.３０
２８.００
２８.５５
２８.２５
２８.４０
２８.１０
２４.５０
２４.３０
－
２５.１０
２３.６０
２５.２０
２６.８０
２６.４５

２７.６０
２５.３０
２５.０５
２５.２０
２５.４０
２５.００
２４.７５
２５.４０
２５.５５
２４.４０
２８.４０
２８.３０
２８.４０
２７.９５
２８.４０
２８.３５
２８.３５
２８.２０
２８.３０
２８.４０
２８.８５
２８.７５
２８.４０
２８.３５
２８.１０
２４.４５
２４.４０
－
２５.１５
２３.２５
２５.２５
２５.９５
２６.３５

１６５７
１６６８
１６６８
１６６８
１６６８
１６６８
１６６８
１６６８
１６６８
１６６８
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１６３６
１６３６
１６３６
１６６８
１６６８
１６６８
１８６３
１８６３

戸部宝泉局満文宝泉
新寛永文銭
新寛永文銭
新寛永文銭
新寛永文銭
新寛永文銭
新寛永
新寛永
新寛永
新寛永
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
古寛永
古寛永
古寛永
新寛永文銭
新寛永
新寛永背佐
背十一波真文
背波あり真文

順治通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛□□寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
文久永寶
文久永寶

SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２

SX１上面
茶褐色土
攪乱
攪乱
SF２-３

SD２・SX６
近代整地土

SD１

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３

計測は，兵庫県埋蔵銭調査会の方式〔永井編１９９４　第１０図〕にしたがった。
　Ａ・Ｂは外縁外径，Ｃ・Ｄは外縁内径である。
　厚さは，４箇所計測し，最大値と最小値を表示した。
　重さは，電子天秤を用いて計測した。



　７　中世～近世の道路遺構

　道路ＳＦ２・ＳＦ４は北東から南西にはしり，中世から近世まで長期にわたって使用さ

れたことが明らかとなった。京と近江坂本を結ぶ街道であった，いわゆる白川道である。

またＳＦ４から別れて北側にのびる中世の南北道路ＳＦ３もみつかった。　

　�　Ｓ　Ｆ　４（図版２・７，図１６）

　調査区南半を北東から南西にはしる。両端とも調査区外へと続く。南側は，ＳＦ２に

よって破壊されており，南端の状況はほとんど不明。道路は，北側を切り通して造成して

おり，切り通しをともなう大規模な造成が２回おこなわれている（図版２－畔Ａ・Ｂ）。初

期の造成で作られた道路をＳＦ４－１期，２度目の造成で作られた道路をＳＦ４－２期と

しておく。

　ＳＦ４－１期の切り通しは，残存状況の良い畔Ｃで，約１．８�の崖面を作り出している。

路盤は固結した砂質土からなり，５枚前後の路面の重なりが観察される。ＳＦ３との合流

部以西では，路盤の北端は切り通し下端までは達せず，そのあいだに幅１～１．５�の側溝

（ＳＤ２５）がみられる。もっとも下層の路面は，南端も残存しており，南側にも幅１．５�

ほどの側溝がともなったようである（畔Ｂ）。路面幅は３．４�前後である。轍の痕跡はみら

れない。畔Ｂの西側，路盤の北端で集石遺構ＳＸ４１がみつかっている（図版７－３）。路肩

の補強のためであろう。

　ＳＦ４－２期の路面は，１期の道路よりも，南へずれる形で造成されている。切り通しの

深さは，後世の削平のために不明であるが，その角度はＳＦ４－１期の切り通しよりもゆ

るやかで，路面の標高も高い位置から始まっている。畔Ｃでは，ＳＦ４－２期の道路を造

成した切り通しはみられないが，これはＳＦ２の造成にともなって失われてしまったため

であろう。１期同様，５枚前後の路面の重なりが観察され，北側にはやはり側溝（ＳＤ２７）

をともなっている。路盤は固結した砂質土からなる部分が大部分であるが，畔Ｂと畔Ｃの

間で，拳大の礫を敷き詰めて路面としている面もみられた（図版７－２）。

　ＳＦ４の上部は，１４～１５世紀の遺物を含む茶褐色土が覆っており，次に解説するＳＦ２

の造成時期（１７世紀？～１８世紀前葉）とのあいだには，道路の確認できない時期がある。た

だ，茶褐色土を削り込むような溝状遺構が畔Ａ・Ｃでみられるから，後世の削平で完全に

失われてしまったけれども，わずかに南へ位置を移動させながら，道路としては存続して

いたと考えておきたい。
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　�　Ｓ　Ｆ　３（図版７，図１６・４３）

　調査区中央部を南北にのびる道路。北は調査区外へと続き，南はＳＦ４へ合流する。Ｓ

Ｄ１５に切られる。図４３上半はＳＦ３畔１北壁，下半は畔２北壁の層位である。畔１では西

側部分をＳＤ１５，畔２では東側部分をＳＸ４２によって破壊されていたけれども，以下のよ

うな点が読み取れる。

　�地盤を削り込んで路面が形成されている。

　�両側に側溝をもっている（斜線部分）。

　�両端が若干高く中央部が低くなるレンズ状の断面形態を呈する。

　�補修によって路面（灰色部分）が何枚か形成されている。

　�路盤は固結した砂質土からなり，路面に轍の痕跡は認められない。

　�側溝を含めた道路幅は４～５�である。

中世～近世の道路遺構

図４３　ＳＦ３層位　縮尺１/４０



　�　Ｓ　Ｆ　２（図版２・８・９，図４０）

　調査区南半を北東から南西にはしる。両端とも調査区外へと続く。道路の造成は，北側

を切り通して崖面とし，南側は一段低く作り，そこに側溝（ＳＤ２８・ＳＤ１３）をもうけて

いる。初期の崖面の高さは，畔３で約１．４�をはかるが，度重なる路盤のかさ上げによっ

て，最新の道路では崖面は失われている。路盤は小礫を交えた砂質土をつき固めて形成さ

れているが，無数に見られる轍によって削られており，面として確認できるのは南端部分

にとどまる。道路の幅は，５～６�前後である。轍は，もっとも古い路面から認められが，

廃絶直前のもっとも新しい路面には形成されていなかった。

　断面図（図版２）から観察できるように，轍は２筋に集中しており，路面のかさ上げと

ともに，南へ少しずつ移動しながら形成されている。２筋に集中する轍間の幅は，１．８�前

後である。轍は，大きなものでは幅７０�，深さ４０�をはかる。轍の補修には大別して，�

灰褐色～黒色の土壌で充�する場合（轍Ａ），�バラス，拳大の礫で充�する場合（轍Ｂ），

�黄灰色～暗灰色の砂質土がレンズ状に堆積する場合（轍Ｃ）の３種類が認められた。�・

�は，下層の轍に多く，�は上層の轍に比較的多くみられた。切り合いながら形成された

多数の轍から，車輌の頻繁な往来が想定できる。

　道路の南側１段低い部分に造成された側溝のうち，ＳＤ２８は古い段階で，幅１．６�前後

で，埋土は黄白色の砂礫である。ＳＤ１３は新しい段階で，幅１．４�前後，埋土は黄白色の粗

砂～小礫である。ＳＤ１３・ＳＤ２８ともに埋土から多数の遺物が出土した。

　�　出土遺物（図版２１～２３，図４４～４９）

　道路遺構の存続年代などを検討するために，路盤や道路を覆う堆積土，側溝，轍などか

ら出土した遺物を解説する。

　ＳＦ４以前の遺物（�７１８～�７２１）　 　�７１８～�７２１は，Ｙ＝２１００のラインに設定した

南北畔にそって，畔の西側を断ち割ったさいＳＦ４の下層から出土した。�７１８・�７１９は

須恵器杯Ｂ。高台は低く矮小化している。８～９世紀ごろのものであろう。�７２０・�７２１

は土師器皿。�７２０は口径１３．６�をはかり，口縁端部を丸くおさめ，内面に沈線がめぐる。

�７２１は口径１５�，横撫でにより口縁部が外反し，端部はつまみ上げたようにおさめてい

る。９～１０世紀ごろ。

　ＳＦ４出土遺物（�７２２～�７３４）　 　�７２２～�７２７は，ＳＦ４－１期とした堆積物から

出土した遺物。�７２２～�７２５は，土師器小皿。いずれも２段撫で手法で，�７２２はＣ３類，

�７２３～�７２５はＣ４類。�７２６は土師器皿。１段撫でＤ２類。畔２壁面より出土しており，
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図４４　ＳＦ４以前の遺物（�７１８・�７１９須恵器，�７２０・�７２１土師器），ＳＦ４出土遺物（�７２２～
�７２５・�７２７～�７３０・�７３５～�７３７土師器，�７２６・�７３２白磁，�７３１青磁，�７３３陶器，
�７３４・�７３８～�７４０瓦器），ＳＸ４２出土遺物（�７４１～�７４５土師器，�７４６瓦器）

中世～近世の道路遺構
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図４５　ＳＸ４１出土遺物（�７４７～�７６７土師器），ＳＤ２５出土遺物（�７６８～�７９５土師器，�７９６～�
７９８瓦器，�７９９銅製品）
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図版２に出土位置を記載した。�７２７は白磁椀。

　�７２８は，畔１と畔３の間にみられた石敷から出土した。層位的には，ＳＦ４－２期に対

比される。灰白色の土師器椀。口径１０．８�。

　�７２９～�７３４は，ＳＦ４－２期とした堆積物から出土した遺物。�７２９・�７３０は灰白色

の土師器椀。�７２９は立ち上がりが直線的で，口縁部の横撫での幅も小さい。�７３１は白磁

皿。�７３２は白磁椀。口縁部が玉縁となる。�７３３は灰釉系陶器椀の底部。�７３４は瓦器鍋。

口縁受部が２段に屈曲する。

　ＳＦ４を覆う茶褐色土遺物（�７３５～�７４０）　 　ＳＦ４最上面の路面を覆う茶褐色土か

ら出土した遺物。�７３５～�７３７は淡褐色を呈する土師器椀・皿。口径８�前後で，�７３６・

�７３７は凹底となる。�７３８は瓦器の皿。足がつく。�７３９・�７４０は瓦器鍋。受部は萎縮し

て，外方（�７３９）あるいは斜め上方（�７４０）へ折れている。

　ＳＸ４２出土遺物（�７４１～�７４６）　 　ＳＦ３とＳＦ４の合流部東側でみつかった遺構。

不定形の落ち込みで，両遺構の後に形成されたもの。�７４１は淡褐色を呈する土師器皿。

中世～近世の道路遺構

図４６　ＳＦ３出土遺物（�８００～�８０５・�８０８～�８１３土師器，�８０６・�８１５・�８１６白磁，�８０７青
磁，�８１４陶器），ＳＦ３・ＳＦ４合流部出土遺物（�８１７土師器，�８１８白磁，�８１９青磁）



Ｅ１類。�７４２～�７４５は灰白色の土師器椀。�７４２・�７４３は凹底となる小椀。�７４５は，口

縁部に煤が付着する。�７４６は瓦器羽釜。鍔の下部に指頭圧痕がめぐる。

　ＳＸ４１出土遺物（�７４７～�７６７）　 　畔２の西側で，ＳＦ４－１期に対比できる路盤の

北端でみつかった集石遺構。いずれも赤褐色から淡褐色の土師器皿。２段撫で手法のＣ３

類（�７５２・�７６２），Ｃ４類（�７６０・�７６１・�７６７）と１段撫で手法のＤ３類（�７５３・�７６４・

�７６５），Ｄ４類（�７４７～�７４９・�７５１・�７５４～�７５９・�７６３），Ｄ６類（�７５０・�７６６）がみ

られる。口径は，９～１０�の小と，１４～１６�の大がある。

　ＳＤ２５出土遺物（�７６８～�７９９）　 　ＳＦ４北側の溝状落ち込みから出土した遺物。�

７６８～�７７２は下層，�７７３～�７９０は中層，�７９１～�７９５は上層から出土した土師器皿。Ｃ３

類（�７７２・�７７４），Ｃ４類（�７６８・�７７８・�７８３・�７８５・�７８８・�７８９），Ｃ５類（�７７１・�

７７５・�７７９），Ｄ３類（�７７０・�７７３・�７８４・�７９１），Ｄ４類（�７６９・�７７６・�７８０～�７８２・

�７８６・�７９２・�７９５），Ｄ５類（�７７７・�７８７・�７９３・�７９４）がみられる。上層からはＤ類

のみ出土している。�７９０は淡褐色の受皿。

　�７９６～�７９８は中層出土の瓦器。�７９６・�７９７は椀で，�７９７は口縁内面に１条の沈線，

�７９６は見込みに格子状暗文を施す。�７９９は中層出土の青銅製の金具。

　ＳＦ３出土遺物（�８００～�８１６）　 　�８００～�８０７はＳＦ３下層出土。�８００～�８０４は

土師器皿。Ｃ３類（�８００），Ｃ４類（�８０３），Ｃ５類（�８０２），Ｄ３類（�８０１），Ｄ５類（�

８０４）。�８０５は土師器受皿。�８０６は白磁椀。�８０７は青磁皿。櫛歯状の施文具で，ジグザ

グの文様を描く。

　�８０８～�８１６はＳＦ３上層出土。�８０８～�８１２は淡褐色の土師器皿。Ｄ２類（�８０９），

Ｄ３類（�８１１），Ｄ４類（�８０８・�８１０），Ｄ５類（�８１２）で，Ｃ類はない。�８１３は土師器

受皿。�８１４は陶器壺。緑色の釉が掛かる。�８１５・�８１６は白磁椀。�８１５は直立する高い

高台をもち，高台周りは露胎。�８１５は櫛状施文具，�８１６は箆状施文具で内面に文様を施

している。

　ＳＦ３・４合流部出土遺物（�８１７～�８１９）　 　�８１７は土師器鉢。内面は横撫で，外

面は輪積みの痕跡を残す。�８１８は白磁，�８１９は青磁の椀。

　ＳＦ２出土遺物（�８２０～�８７４）　 　ＳＦ２の発掘においては上層から，路面を１枚ず

つ確認しつつ発掘をおこない，遺物もその分層にしたがって取り上げたが，先述したよう

に轍は複雑に切り合い，轍出土遺物の対応関係を正確に見極めることは困難であった。そ

こで報告においては，ＳＦ２－７以下から出土した遺物を下層，ＳＦ２－３以上から出土
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中世～近世の道路遺構

図４７　ＳＦ２出土遺物�（�８２０～�８２２・�８４６土師器，�８２３～�８２８陶器，�８２９～�８４５・�８４７
～�８５６磁器）



した遺物を上層，その間から出土した遺物を中層として図示し，説明を加える。

　�８２０～�８４５は下層出土遺物。�８２０・�８２１は土師器皿。見込みに圏線がめぐる。�８２２

は半球系の土師器椀。�８２３～�８２５は陶器で，�８２３は呉器手の椀底部，�８２４は唐津椀で，

見込みは蛇の目釉�ぎ。�８２６・�８２７は陶器灯明受皿。�８２８は備前すり鉢。�８２９～�８４５

は磁器で，�８４１・�８４２は白磁，残りは染付。�８２９～�８３９は椀，�８４０～�８４２は小杯，

�８４３は皿，�８４４・�８４５は蓋。�８３０はコンニャク判。�８３１・�８３３・�８４４は外面青磁。

�８４３の見込文様は，型紙摺。

　�８４６～�８５６は中層出土遺物。�８４６は焼塩壺の蓋。内面に布目痕跡。�８４７～�８５６は

磁器染付。�８４９・�８５０は外面青磁。�８５１は見込み蛇の目釉�ぎ。

　�８５７～�８７４は上層出土遺物。�８５７は回転台成形の土師器皿。�８５８～�８６３は陶器で，

�８５８・�８５９は灰釉を施した小椀，�８６０・�８６１は灯明受皿，�８６２は鉄釉を施した線香

筒，�８６３は土瓶蓋。�８６４～�８７４は磁器で，�８６４～�８６９は椀，�８７０は段重，�８７１は蓋，

�８７２は鉢，�８７３は青磁皿，�８７４は青磁瓶。

　ＳＤ２８出土遺物（�８７５～�８９６）　 　ＳＦ２の南側をはしる側溝のうち，古い段階の側

溝から出土した遺物。�８７５は土師器小皿。�８７６～�８８３は陶器。�８７６・�８７７は灯明受

皿。�８７８～�８８１は椀。�８７９は唐津で，外面は刷毛目で白化粧している。�８８１は稜のつ
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図４８　ＳＦ２出土遺物�（�８５７土師器，�８５８～�８６３陶器，�８６４～�８７４磁器）
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図４９　ＳＤ２８出土遺物（�８７５土師器，�８７６～�８８３陶器，�８８４～�８９６磁器），ＳＤ１３出土遺物
（�８９７・�８９８・�９０３陶器，�８９９～�９０２磁器）



く形態で，鉄絵で文様を描く。�８８２は緑色の釉を施した皿。高台周りは露胎とする。�

８８３は鉄釉を施した鍋。

　�８８４～�８９６は磁器。�８８４～�８９４は椀。�８８４は桐葉文を型紙摺で施し，�８８５～�

８８７はコンニャク判で桐葉文などをあらわしている。�８９１は外面青磁。�８９５は白磁皿。

見込みは蛇の目釉�ぎである。�８９６は染付蓋で，コンニャク判で文様を施す。

　ＳＤ１３出土遺物（�８９７～�９０３）　 　�８９７・�８９８は陶器灯明皿。�８９９～�９０２は磁器

染付。�８９９～�９０１は椀で，�８９９は口縁端反り，�９００は外面青磁。�９０２は皿で，見込み

蛇の目釉�ぎ。�９０３は飴釉を施した陶器仏飯。

　�　道路の年代

　以上解説した道路関連遺物から，道路の年代をまとめておく。ＳＦ４は最下面出土遺物

から１２世紀前葉にはすでに成立していたと考えられ，１１世紀代に遡る可能性も考えられ

る。路盤出土遺物は，１２～１３世紀の遺物であり，ＳＦ４廃絶後，道路遺構を覆う堆積物か

らは，１４世紀代の遺物がみられることから，ＳＦ４の存続期間はおおむね１２世紀から１３世

紀のあいだと考えてよいだろう。

　このＳＦ４に合流するＳＦ３も，路盤出土遺物は１２～１３世紀の遺物で占められており，

１５世紀には埋没しているＳＤ１５に切られていることから，ＳＦ４とほぼ同様の変遷をた

どったと理解できる。

　一方，ＳＦ２については，下層出土遺物や古い段階の側溝出土遺物の多くは，１８世紀前

半の遺物で，一部１７世紀に遡る可能性のある遺物も含まれている。１８世紀前葉には確実に

成立しており１７世紀に遡る可能性が考慮できる。上層出土遺物は１９世紀の前半であり，明

治時代に下る遺物はまったく出土していない。従来からの想定通り，幕末の尾張藩邸の設

置とともに廃絶されたと考えてよい。

　ＳＦ４（１１世紀後半？・１２世紀～１３世紀）とＳＦ２（１７世紀後半？・１８世紀～１９世紀前

半）は，いわゆる白川道と理解できるが，今回の調査では中世後期（１４世紀～１６世紀）と

近世初期の道路を確認することができなかった。ただし，すでに記したように，ＳＦ４を

覆う茶褐色土を削り込むような溝状遺構がみとめられる。これらが側溝である可能性は高

いと理解しており，中世後期～近世初期の道路の本体は，ＳＦ２の造成といった後世の削

平で完全に失われてしまったけれども，わずかに南へ位置を移動させながら，存続してい

たと考えておきたい。
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　８　幕末の遺跡

　�　遺　　構（図版１０，図５０・５１）

　本部構内西半には，幕末期に尾張藩が藩邸を設けたことが古図・絵図などから明らかに

なっており，従来の発掘調査でも四周をめぐっていた堀の一部などがみつかっている〔五

十川１９８１，京大埋文研１９９０　第１章〕。今回の調査では，尾張藩邸に関連すると理解できる

水路や堀跡，廃棄土坑などが検出され，新たな情報を付け加えることができた。

　水　　路　　ＳＤ２は，調査区東辺から調査区南西辺へ向かってクランク状に折れ曲が

りながらはしる水路。調査区外から西へ向かってのびＹ＝２１１９付近で南へ折れ曲がる。わ

ずかに西へ湾曲しながら南へ約１５�のびたのち，Ｘ＝１５７７付近で西へ折れ東西方向に約２５

幕　末　の　遺　跡

図５０　幕末の遺構　縮尺１／５００



�はしる。そして当初は，Ｙ＝２０９２付近で南へ折れ曲がって池状遺構ＳＸ６へと接続して

いたが，のちにはＳＸ６の西側に水路がもうけられ，調査区外へと延びている。

　水路の側壁は，東半と西半では構造を異にする。東半では側壁の下半は石積みからな

る。検出面からの深さは，Ｘ＝１５９０のラインにかかる部分では０．８�（図５１），畔ａでは１

�（図版１０－２）をはかる。前者は上部が削平されており，後者の数値が本来の状況に近

い。石積み間の距離は，１．３～１．５�程である。Ｘ＝１５７７，Ｙ＝２１１３付近で石積みは途切れ

る。この部分の南側，長さ２．３�の石積みは北側からくる石積みとのつながりが不自然で

あり，後に積み直した可能性が高い（図版１０－１）。

　石積みのなくなる西半の側壁は，杭で固定した横板からなっている。この部分は，近代

の水路ＳＤ１とほぼ重なり合うため，上部はほとんど破壊されていたが，下部の杭列と横

板は遺存していた。板間の幅は１．３～１．５�で，石積み部分と変わらない。Ｙ＝２０９２～２０９９

の長さ７�のあいだのみ，水路の底に平石が敷き詰められていた（図版１０－４，図５０梨地

部分）。そして，この石敷きのなくなるＹ＝２０９２の地点で，ＳＸ６へ向かって直角に折れ曲

がる杭と横板を検出した。この部分は，多数の礫をもって塞がれた状況を示しており，ま

た西側の横板と杭はごく一部を除いて破壊されていた（図版１０－３）。水路ＳＤ１は当初，

この地点で直角に折れ曲がり，ＳＸ６へと流れ込んでいたが，ＳＸ６の埋積が進んで排水

不良になったためか，ＳＸ６の西側を迂回する水路が新たにもうけられたことが，遺存状

況から推定される。

　当初，ＳＤ２が流れ込んだＳＸ６は，東西幅９�前後，南北は検出長１１�で，南端は調

査区外である。検出面からの深さ１．７�をはかる巨大な落ち込みである。埋土は粘土と砂

の互層であり，水が流れ込んだ状況を示しており，ＳＤ２からの水をここでいったん貯め
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図５１　ＳＤ１・ＳＤ２層位（Ｘ＝１５９０のライン）　 縮尺１/４０
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た後，藩邸外へと排水したのであろう。

　ＳＤ１４は南北方向にのびる水路で，北側は調査区外へと続き，南側はＸ＝１５９４付近で，

ＳＤ２へと接続している。幅１�前後で南にのび，Ｘ＝１５９９以南は２�前後の幅となる。

検出面からの深さ０．６�前後。ＳＤ２への取り付き部には平石を幅０．８�，長さ１�にわ

たって敷き詰めていた（図版１０－５）。　

　堀　　跡　　尾張藩邸を描いた「吉田御屋敷惣図」（名古屋市蓬左文庫蔵）には，四周に

堀が描かれている（図６９）。この絵図に描かれた西側の堀の有無を確認するため，調査区西

南隅と西辺中央付近の２カ所，敷地境界となっている石垣まで調査区を拡張し，確認調査

をおこなった。

　図５２は調査区南西隅，拡張区の土層堆積状況である。ＳＦ１は後述する近代の道路で，

その道路に上面を削られる形で，西側へ急激に下る落ち込みＳＤ３を検出した。検出面か

らの深さは１．４�で，ほぼ最深部に達していると思われるが，これより西側の状況について

は，敷地境界の石垣の下になるため，確認することはできなかった。東側と同様の傾斜で

西側へ立ち上がっていたと仮定すると，堀の幅は４．５ｍ前後に復元できる。この数値は，本

部構内ＡＴ２７区で検出した東側をめぐる堀の幅と一致する〔五十川１９８１　p.２４〕。

幕　末　の　遺　跡

図５２　調査区西南隅拡張区の層位　縮尺１/５０



　埋土からは，江戸時代後期から幕末期の土器・陶磁器が出土している。調査区西辺中央

付近の拡張区でも，ほぼ同様の堆積状況を確認しており，この落ち込みが南北に連なるも

のであることが確認できる。尾張藩邸の西側を画する堀の一部とみてよいだろう。

　廃棄土坑　　調査区南西部でみつかったＳＸ２は，最大幅９�弱をはかる大規模な不整

形の土坑。小礫とともに大量の陶磁器類が出土しており，「戊辰十二月」の紀年のある資料

もみつかった。調査区東辺でみつかったＳＸ４は，近世の道路ＳＦ２の北側に，道路の方

向に沿って掘削された細長い溝状の土坑。最大幅２．５�，検出長９�をはかる。

　土　　坑　　ＳＸ６の東側でみつかったＳＸ１は，東西１４�，南北９�前後をはかる大

規模な不整形の落ち込み。検出面からの深さ０．７�。埋土は黄褐色土。幕末期の遺物が出

土しているが，性格は不明である。ＳＸ７はＳＤ２に切られる不定形土坑。

　ＳＫ１２～ＳＫ１４は調査区北辺中央でみつかった小土坑で，南北に並ぶ。「吉田御屋敷惣

図」には，この付近に「社」が描かれており，これに関連する遺構かもしれない。

　�　出土遺物（図版２４～２６，図５３～６６）

　尾張藩邸に関連する遺物が，廃棄土坑，水路，堀跡などから，多量に出土した。

　ＳＸ６出土遺物（�９０４～�９２８）　 　�９０４～�９１７は陶器。�９０４・�９０５は椀で，�９０５

は鉄絵を施す。�９０６・�９０７は小杯。�９０６は内外面に灰釉を施し，�９０７は胴部外面に天

目釉を施し，内面を露胎とする。�９０８は畳付を除いて全面に灰釉をかける小鉢。�９０９は

段重。�９１０は小壺。�９１１～�９１３は蓋類。�９１１は土瓶蓋で，錆絵染付。�９１２は外面に

鉄釉，�９１３は灰釉を施している。�９１４は内外面，銅緑釉を施す鉢。�９１５は鉄絵を施す通

い徳利。�９１６・�９１７は灰釉掛けの灯明皿。

　�９１８は土師器焙烙。�９１９は回転台成形の土師器の底部で，墨書をもつ。�９２０は土師

質の涼炉で，上部を欠く。三足がつき，耳をもつ。

　�９２１～�９２８は磁器。�９２１は広東椀，�９２２は端反椀，�９２３は丸椀，�９２４・�９２５は

煎茶椀。�９２５は底裏に「幹山」の銘をもつ。幹山は，幕末・明治の京都の陶工である〔加

藤編１９７２〕。�９２６は蓋物。�９２７は瓶の底部。外面は畳付の釉を掻き取り，内面は露胎と

する。�９２８は縁が多角形となる小皿。

　ＳＸ２出土遺物（�９２９～�１０３４）　 　�９２９は圏線をもつ土師器皿。底部から鋭く屈曲

して立ち上がる。�９３０・�９３１は焼塩壺の蓋。下面に布目圧痕をもつ。

　�９３２～�１００２は陶器。京・信楽系，瀬戸・美濃系，備前，常滑などが認められるが，

ほとんどは京・信楽系とみられる。�９３２～�９５１は椀の類。�９３４は煎茶椀。底部露胎で，
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幕　末　の　遺　跡

図５３　ＳＸ６出土遺物�（�９０４～�９１７陶器，�９１８～�９２０土師器）
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図５４　ＳＸ６出土遺物�（�９２１～�９２８磁器），ＳＸ２出土遺物�（�９２９～�９３１土師器，�９３２～
�９５１陶器）
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幕　末　の　遺　跡

図５５　ＳＸ２出土遺物�（�９５２～�９６２陶器）
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図５６　ＳＸ２出土遺物�（�９６３～�９９０陶器）



７７

割高台。�９３５～�９３７は底部資料で，�９３５は底裏，�９３６は底裏と高台脇，�９３７は高台脇

に墨書をもつ。�９３８は胴部外面に，白泥を用いたイッチン描きで「寿」と記し，見込み

にはお多福を描く。�９３９は灰釉，�９４０は内外面，白化粧ののち，透明釉を施している。

�９４１は鉄絵に透明釉，畳付のみ露胎とする。�９４２は，高台周りを除いて天目釉を施す。

�９４３～�９５１は，無文平椀。高台周りを除いて，灰釉を施すが，施釉範囲は，高台脇まで

施釉するものから，胴中位以下を無文とするものまで，ばらつきが大きい。

　�９５２～�９５８は皿の類。�９５２は黄瀬戸釉を施した小皿で，見込みに箆書きで，鹿を描

く。�９５３・�９５４は型作りの皿で，内面に布目圧痕を残し，外面は箆削りで仕上げている。

緑釉と鉄錆で文様を描く。�９５５は，見込みに錆絵染付で風景を描き，「都名所　嵐山」と

記す。�９５６・�９５７は備前焼の焼締小皿で，見込みに対向する鶴を型押しで表現している。

�９５８は四角形の型押し小皿。畳付のみ露胎とし，緑褐色の釉を施す。

　�９５９は耳付きの小壺。高台周りを除いて，灰釉を施す。�９６０は鉄絵をもつ３合徳利。

�９６１は，径２２．４�をはかる行灯皿。上面に緑釉，下面に透明釉を施した軟質施釉陶であ

る。高台脇に，楕円枠囲みの「文山」の銘をもつ。これは，幕末，吉田山でおもに楽焼を

作陶した柴橋文山という陶工によるものである〔三好１９８６〕。�９６２は口径３６�をはかる大

皿。高台周りを除いて，灰釉を施す。見込みに，６個の目跡を残す。

　�９６３～�９７０は，水注の蓋と身。�９６４と�９６８が鉄釉掛けで，他は灰釉を施している。

�９７１～�９７４は灯明皿，�９７５～�９８１は灯明受皿で，�９８１は脚台が付く。いずれも灰釉掛

けで，灯明皿の縁にはタールが付着する。

　�９８２・�９８３は土瓶。�９８２は白化粧のち緑彩鉄絵，�９８３は白泥の刷毛塗りの上に鉄絵

を施す。�９８４は型作りの焼締急須で，内外面に布目圧痕を残す。把手に枠囲みで「竹亭」

の刻印をもつ。�９８５～�９９８は，土瓶・急須の類の蓋。�９８５～�９９０は，亀を象ったつま

みをもち，�９９０を除いて，白泥を刷毛塗りしている。�９９０のみ湯気抜きの小孔がある。

�９９１・�９９２は鉄絵染付，�９９３・�９９４は鉄絵緑彩。�９９５は常滑の焼締急須の蓋。湯気

抜きの小孔をもつ。�９９６は外面を部分的に白化粧している。�９９７は焼締の蓋。内外面に

布目圧痕を残す。つまみは，ほとんど�落している。�９９８はイッチン描きで圏線文を施

した蓋。

　�９９９～�１００２は鍋類の蓋。�９９９は白化粧した上に，呉須で文様を描く。�１０００は全面

に灰釉を施す。�１００１・�１００２は，飛びカンナで装飾した行平の蓋。�１００１は透明釉，�

１００２は鉄泥を同心円状に刷毛塗りし，白泥でイッチン描きしている。

幕　末　の　遺　跡
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図５７　ＳＸ２出土遺物�（�９９１～�１００２陶器）
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　�１００３～�１０１６は磁器。肥前系，瀬戸・美濃系ともにみられる。�１００３～�１００６は椀の

類で，�１００３は端反の椀で，�１００６は筒形の椀である。�１００７は，鉢。焼継をした部分で，

欠損している。�１００８・�１００９は小杯。�１０１０・�１０１１は，型打ちの小皿で，�１０１０は白

磁，�１０１１は，唐草と菊花の部分に，呉須を施している。�１０１２は，平面八角形を呈する

幕　末　の　遺　跡

図５８　ＳＸ２出土遺物�（�１００３～�１０１６磁器）
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京都大学本部構内ＡＴ２１区の発掘調査

図５９　ＳＸ２出土遺物�（�１０１７・�１０１８土師器，�１０１９・�１０２０瓦器，�１０２１・�１０２２陶器）
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幕　末　の　遺　跡

図６０　ＳＸ２出土遺物�（�１０２３～�１０２８陶器）
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図６１　ＳＸ２出土遺物�（�１０２９～�１０３４陶器）
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幕　末　の　遺　跡

図６２　ＳＸ４出土遺物�（�１０３５～�１０４７陶器）



皿。焼継している。�１０１３は，口縁を輪花とする小皿。�１０１４～�１０１６は蓋の類で，�

１０１４は蓋物，�１０１５・１０１６は椀の蓋であろう。陶器食器類に対して，磁器食器類の出土は

多くない。

　�１０１７は，土師質の小型焜炉の底部。内面にはサナを支えたと思われる脚が�落した跡

が３カ所あり，外面には３脚（うち一つは欠損）がつく。外面に，「戊辰　十二月十日　於

今出川通　□（買カ）　 弐百廿四穴」の墨書がある。「戊辰」は，明治１年（１８６８）をさす

と思われる。「弐百廿四穴」の「穴」は孔あき残のことで，２２４文，すなわち焜炉の値段を

記したものと理解する。�１０１８は，土師質で上面に３カ所，瓶などを掛ける突起が３カ所

つき，下方に方形の窓，側面に４カ所，円形の空気孔をもつ。五徳の一種である。�１０１９・

�１０２０は，瓦質の焜炉。口縁部から切り込まれた窓をもち，内面に瓶掛けの突起がつく。

脚部には円形の小孔が�１０１９で４個，�１０２０で３個あり，胴部には小孔６個で１組となる

通風口が２カ所にみられる。外面は磨き，内面は撫でて仕上げている。図示していない

が，同様の構造で，土師質の焜炉も出土している。

　�１０２１は底部中央に水抜き孔をもつ植木鉢。焼締焼成で，菊花，桐，ボタン状の貼付文

のみ鉄泥を塗っている。�１０２２は，堺・明石系の陶器すり鉢。
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図６３　ＳＸ４出土遺物�（�１０４８～�１０５３磁器，�１０５４・�１０５５土師器，�１０５６瓦器）
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　�１０２３・�１０２４は，鉄釉に黒釉を流し掛けしている甕。�１０２３は底部内面に砂目，�１０２４

は２個１組の目跡が３カ所みられる。�１０２５は壺・甕類の胴下半部。�１０２６～�１０３４は，

陶器火鉢。�１０３１を除いて，胴部がゆるやかに湾曲し，口縁部が内側へ折れ込むという共

通する形態をとる。�１０３１は直線的に立ち上がり，口縁部は内側に屈曲している。いずれ

も内面底部に，３カ所穿孔があり，この小孔は外側まで貫通しているものもある。基本的

に，内面および高台周りは露胎とする。施釉は，灰釉のみ（�１０２７・�１０２９），灰釉に鉄

釉流し掛け（�１０２８・�１０３４），灰釉に青色釉の流し掛け（�１０３３），灰釉に口縁部のみ青

色釉（�１０３０），失透釉に口縁部のみ銅緑釉（�１０３１），飴釉（�１０２６），飴釉に口縁部か

ら藁灰釉の流し掛け（�１０３２）である。

　これら甕・火鉢の類は，信楽の製品であろう。

　ＳＸ４出土遺物（�１０３５～�１０６２）　 　�１０３５～�１０４７は陶器で，常滑の�１０４５を除い

て，京・信楽系の製品。�１０３５は灯明受皿。�１０３６は無文の平椀。�１０３７は水注。いずれ

も灰釉を施す。�１０３８～�１０４１は土瓶の蓋で，�１０３８・�１０３９は，白化粧地に鉄絵緑彩，

�１０４０・�１０４１は，亀を象ったつまみをもち，白泥を刷毛塗り。�１０４２は鉄絵染付の鍋。�

１０４３・�１０４４は鍋の蓋。�１０４３は灰釉，�１０４４は鉄泥にイッチン描き。�１０４５は，常滑産

幕　末　の　遺　跡

図６４　ＳＸ４出土遺物�（�１０５７～�１０５９ミニチュア，�１０６０泥メンコ，�１０６１・�１０６２人形）
縮尺１/２



の藻掛け火襷きをもつ煎茶用急須。把手の下の位置に，楕円枠囲みで「藤□」の刻印をも

つ。�１０４６・�１０４７は，白泥をイッチン描きした土瓶。

　�１０４８～�１０５３は磁器染付。�１０４８・�１０４９は組物の椀で，向かい合う位置に，桐と鶴

の意匠を配置する。�１０５０～�１０５２は煎茶椀で，�１０５０・�１０５１は同一の意匠と，底裏銘

をもつ組物である。�１０５３は急須。把手，注ぎ口を欠損する。

　�１０５４～�１０５６は火入れで，�１０５４・�１０５５は土師質，�１０５６は瓦質である。焼成法の

違いはあるが，形態および貼付高台，内面回転撫で，外面磨き，という成形・調整技法は

共通する。ただし，瓦質の�１０５６のほうが胎土における砂粒の割合が大きい。
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図６５　ＳＤ２出土遺物（�１０６３～�１０６７陶器），ＳＤ１４出土遺物（�１０６８～�１０７１陶器，�１０７２・
�１０７３磁器，�１０７４瓦器），ＳＦ２整地土出土遺物（�１０７５陶器），ＳＫ１３出土遺物（�１０７６
陶器），ＳＤ３出土遺物（�１０７７～�１０８０陶器，�１０８１・�１０８２磁器）



８７

　�１０５７～�１０６２は，玩具・人形の類。いずれも型作り。�１０５７～�１０５９は軟質施釉陶器。

�１０５７・�１０５８は土瓶の蓋と身。身には白泥のイッチン描きで装飾したのち，透明釉を施

す。�１０５９は釜で，内面および鍔から上部に緑釉を施している。�１０６０は，直径６．１�をは

かる特大の泥メンコ。�１０６１・�１０６２は人形。�１０６１は前面と後面を別々に型どりして接

合する。�１０６２は布袋を模した人形で，底面を除いて透明釉を施した軟質施釉陶である。

底部に「□三戌　浅井」の墨書をもつ。幕末で，３年が戌年になるのは，嘉永のみであり，

嘉永３年（１８５０年）の紀年を記したものと理解できる。

　ＳＤ２出土遺物（�１０６３～�１０６７）　 　いずれも陶器。�１０６３は無文の平椀で，底裏に

「林」の墨書をもつ。�１０６４は見込みに鉄絵をもつ小皿，�１０６５は型押し成形で，緑褐色

の釉を施した皿。�１０６６は白泥を薄く刷毛塗りした，灰釉土瓶。�１０６７は灯明受皿。

　ＳＤ１４出土遺物（�１０６８～�１０７４）　 　�１０６８～�１０７０は陶器で，�１０６８は椀。底裏に

判読不明の墨書をもつ。�１０６９は灯明皿，�１０７０は灯明受皿。�１０７１は軟質施釉陶で，型

作り。緑色と黄色を用いて，柚子を表現した柚子味噌入れの蓋である。�１０７２・�１０７３は

磁器で，�１０７２は蓋，�１０７３は椀。�１０７４は瓦質焜炉の脚部。

　ＳＦ２整地土出土遺物（�１０７５）　 　陶器の椀。見込みおよび胴部に「小」の文字を鉄

錆で表現した，いわゆる「御小納戸茶碗」である。

　ＳＫ１３出土遺物（�１０７６）　 　陶器のカンテラ。内面および胴上部に灰釉を施す。

　ＳＤ３出土遺物（�１０７７～１０８２）　 　�１０７７～�１０８０は陶器で，�１０７７・�１０７８は灯明

受皿，�１０７９は土瓶蓋，�１０８０は筒形椀。�１０８１・�１０８２は磁器染付の椀。

　刻　印　瓦（�１０８３～�１０８６）　 　ＳＸ２から出土した刻印瓦。いずれも桟瓦で，刻印は

頭部側の端面に押捺されている。�１０８３・�１０８４は丸囲みに「作」，�１０８５は「京都／大

仏／東政治郎／□師」，�１０８６は四角囲みに「ハ」の銘をもつ。

幕　末　の　遺　跡

図６６　ＳＸ２出土刻印瓦（�１０８３～�１０８６）　 原寸大　



　９　近代の遺跡

　�　遺　　構（図版１１，図６７）

　表土除去後，京都帝国大学時代に作られた水路，道路，建物状遺構などを検出した。

　水　　路　　ＳＤ１は，最終的にヒューム管を用いて，発掘調査直前まで利用されてい

た水路。Ｙ＝２１２０のラインを南北にはしり，Ｘ＝１５７７の地点で西へ折れ，約３０�西へは

しった後，南へ折れて調査区外へと続いていた。南北方向の部分の側壁は，横板を杭列で

とめる構造からなり，西方向へ折れた部分から先の側壁は，石組みで構築されていた（図

版１１－１～３）。石組み部分で，検出面からの深さ１．１�をはかる。大学構内の施設変遷を

描いた「京都大学略図」（施設・環境部蔵，以下「略図」）との比較から，大正４年以降利
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図６７　近代の遺構　縮尺１/５００
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用されたことが判明した。水路の間に通されたヒューム管には「昭和４３年製」の記載があ

り，昭和４２年の略図には記されていた水路や道路ＳＦ１（後述），官舎が昭和４５年の略図

からは消えていることから，この頃，調査区周辺の大規模な整地をおこない，それにとも

ないそれまでの水路にヒューム管を通して地中に埋設したものと考えることができる。

　ＳＤ１以前に機能していた水路がＳＤ８である。ＳＤ８は調査区東辺を南北にはしり，

Ｘ＝１５８０付近でそのまま南へのびる水路と西へ折れ，ＳＤ１へと接続している水路に分か

れている。南へのびる水路は，次に説明する池ＳＧ１へと流入していた。側壁は横板を杭

で固定する構造である。明治３０年に作成された最初の略図（図７０）に記載されている水路

で，大正４年に１２�西側のＳＤ１南北部分へ付け替えられて廃絶した。

　池ＳＧ１は調査区南東隅で検出した。東北隅にＳＤ８に接続する取水口をもち，北西隅

に，ＳＤ１へと接続する排水口をもつ（図版１１－５）。大部分が調査区外となるため，規

模ははっきりしないが，東西は１６�前後であろう。北壁には杭列がみられる。埋土は粘質

土。明治３０年～明治３８年作成の略図には記載され，明治３９年作成の略図には描かれていな

いので，明治３８－３９年の間に，調水機能を失い埋め立てられたのであろう。

　道　　路　　調査区西端で，南北にはしる道路ＳＦ１をみつけた。コンクリート製の道

路で，両端に側溝をもつ。側溝を含む道路幅４．２�（図５２）。道路の東側には石垣を築き，

その東側には３．６�前後の等間隔で，根石をもつ柱穴が道路に平行してみられるため，塀状

の施設で区画していたのであろう。

　建物状遺構　　調査区北辺でみつかったＳＸ５は，Ｌ字形に折れ曲がる土坑で，その周

囲から根石をもつ柱穴がみつかっている。戦前，この地には第三高等学校の官舎がおか

れ，戦後も昭和４４年ごろまで官舎として利用されており，その一部である可能性がある。

　�　出土遺物（図版２７，図６８）

　帝国大学時代に関連する遺物のうち，特徴的なものを図示して，解説を加えておく。�

１０８７・�１０９１・�１０９７・�１０９９～�１１０２がＳＤ１，�１０９２・�１０９４・�１０９５がＳＤ８，他は

攪乱から出土。

　�１０８７・�１０８８は，汽車土瓶。いずれも角形の鋳込み作りである。�１０８７は陶器で，「尾

張瀬戸　古藤製」の銘をもつ。昭和初期の瀬戸焼。�１０８７は，磁質であるが，黒褐色の斑

粒が表面に浮き出ている粗悪な胎土を用い，かつ型の劣化のため，文字が判然としない部

分が多い。「国民精神総動員」と「会津焼」および「空瓶ハオ持カヘリカ　又ハ腰掛下ヘ」

の文字がかろうじて判読できる。国民精神総動員運動の始まった１９３７年以降，戦時下の会

近　代　の　遺　跡
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図６８　近代の遺物（�１０８７～�１０９２・�１１０３陶器，�１０９３～�１１０２磁器）
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津本郷焼の製品であろう。

　�１０８９～�１０９２は，陶器のボトル。いずれも褐色を呈する。�１０９０は，胴部下端付近に，

円形の刻印がある。中心に「Ｍ」，周囲に「☆MARUZENINK☆TOKYO」の文字を配する

（図版２７）。丸善製のインク瓶。�１０９１・�１０９２は胴部下端に同じ刻印をもつ（図版２７）。そ

の内容は，「LOVATT＆LOVATT／NOTTS．／LANGLEY MILL」である。東京都汐留遺

跡で同型品が出土しており，「LOVATT＆LOVATT」は製陶所名，「NOTTS．」は，英国

Nottingham（shire）の略，「LANGLEY MILL」はNottingham地域内の地名で，１８９５年以

降の製品とのことである〔東京都埋蔵文化財センター２００３　p.１１１〕。

　�１０９３～�１１０２は，磁器染付椀。このうち，�１０９３～�１１００は，口縁直下に横走する直

線文と見込みに「大学」を図案化した意匠で飾っている。底裏銘は，生産者の商標をいれ

ている�１０９３～�１０９６（耕山製・萬珠堂製・文斎・松好精製）と注文主側の銘をいれてい

る�１０９７～�１１００（機械・物理・ＴとＳの組み合わせ）に大別できる。生産者名は，いず

れも地元京都の窯元。�１１０１は端反の椀で，見込みと高台脇に「総長」と記している。底

裏銘の「萬珠」は窯元銘である。�１１０２の椀は，図案化された大学マークを胴部に２カ所

描く。底裏銘の「本」は，「本部」の省略とみられ，注文主側の銘である。�１１０３は陶器土

瓶。外面は胴下半まで白化粧し底部周りを除いて，透明釉を施す。

　１０　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の帝国大学成立期にいたるま

で，多種多様な遺構・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～弥生前期の遺跡　　弥生前期末の洪水層である黄色砂に覆われる形で，弥生前期

の旧地表を確認した。流路跡状の窪地が北から南へ蛇行しつつはしっているが，全体に起

伏の乏しい平坦な地形で，扇状地末端の前面に広がる低地部の様相を示していた。遺構は

みつからなかったが，第８層の白色砂礫から縄文後期初頭～前葉，第７層の褐色土から後

期中葉，第６層の黒灰色土から中期末～弥生前期の遺物が出土した。後期前葉まで安定し

ていなかったこの地点が中葉以降，安定化に向かったと想定できる。

　遺物のなかでは，褐色土から出土した後期中葉（北白川上層式３期）の土器が注目でき

る。北白川上層式は，大学構内の多くの地点で確認されているが，北部構内では１期，病

院構内では２期の土器が主体を占めており，本部構内から総合人間学部構内では，本調査
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区例も含めて，３期からその直後の土器が比較的目立っている。このように北白川上層式

という比較的限定された時期において，細別された時期の出土量が地点ごとに異なるの

は，集団のその地点に対する働きかけの違いを反映していよう。さらに調査が進めば，こ

の時期の縄文集団の活動の実態や動態などを細かく復元することができると期待する。

　古代の土地利用　　遺構として，弧状にめぐる溝や性格不明の落ち込み，土坑を検出し

た。弧状にめぐる溝は，外径１２�前後の円形の周溝に復元できる。時期を特定できる遺物

は出土していないが，終末期古墳の周濠の可能性が高い。

　土坑出土資料は，７世紀から８世紀までの遺物が主体を占める。中世の包含層に混在し

ていた資料も，この時代に属している。本地点から東約２５０�のＡＴ２７区では，８世紀の竪

穴住居２棟〔五十川１９８１〕，南東約１００�のＡＲ２４区では，８世紀の掘立柱建物２棟（本年

報　第３章）が検出されている。遺構密度は希薄なものの，より東側に中心地をもつ古代

の遺跡が本調査区まで及んでいたと考えてもよいだろう。

　中世の遺跡　　遺構の密度がもっとも高かった時期であり，この地において活発な活動

がおこなわれたことをうかがわせる。１期（１２世紀後葉～１３世紀），２期（１４世紀），３期

（１５世紀以降）に大別して説明したが，１期の遺構・遺物が主体を占め，時代が下るにつ

れ活動痕跡が希薄になってゆく傾向がある。遺構は，井戸，溝，土坑など多彩であるが，

井戸の廃絶後に埋納遺構や土坑墓が作られていることは注目しうる。日常的な生活空間か

ら，埋納あるいは墓といった非日常的空間に変遷している状況は，北東２５０�に位置するＡ

Ｗ２５区の調査〔千葉ほか１９９７〕でも確認されており，土地利用形態が固定的でなかったこ

とを想定させる。

　１２世紀後葉～１３世紀に盛期が認められるという状況は，本部構内のほかの調査地点と共

通しており，同様の性格をもった一連の遺跡として理解することができる。こうしたあり

方が藤原北家勧修寺家の吉田氏の動向とほぼ一致することから，この地周辺の中世遺跡を

吉田氏の邸宅の一部と従来想定してきたが，文献の検討から中世吉田地域には吉田氏以外

にも貴族の邸宅や堂舎が林立していた状況が明らかになってきた（本年報　吉江論文）。今

回の調査成果は従来の想定に矛盾するものではないが，遺跡を残した主体者については，

さらに幅広く検討する必要があろう。

　遺物では，埋納容器に転用された鉄製容器（鉄鍋２・鉄瓶１）と井戸から出土した鉄製

轡が特筆される。轡は，伝世品としてしか今まで知られていない型式のものであり，鉄製

容器も出土例のきわめて少ないものである。変遷を考える上で，重要な資料となろう。
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　近世の土地利用　　１６～１７世紀にかけて，遺構・遺物がきわめて希薄となる。この地で

活発な活動の痕跡が再び認められるようになるのは，１８世紀以降である。調査区南東辺を

白川道がはしり，その北側で，野壺・小溝・柱穴など耕作に関連する遺構を検出した。大

学構内のほかの調査地点同様，江戸中期以降この地が都市近郊農村の耕作地へと変転した

ことを示している。

　白川道の変遷　　京と近江坂本を結ぶ街道として「山中越え」などと呼ぶ道筋に現在で

も名残を残す，いわゆる白川道がみつかった。従来の調査では，近世後半の白川道がＡＲ

１９区〔森下１９９２〕，ＡＷ２７区〔五十川ほか１９９２〕，ＡＷ２８区〔岡田・吉野１９８０〕，ＡＸ２８区

〔五十川１９８３〕，中世後半の白川道がＡＸ３０区〔清水１９８９〕で検出されているが，今回は

中世と近世の白川道を同一地点で見つけることができた。

　堆積の状況と出土遺物から，中世の道は１２～１３世紀，近世の道は１８～１９世紀前半に活発

に利用されていることが判明し，未確認期である１４～１７世紀にも道は存続しており，１８世

紀前後に道を普請したさいに失われたと推定した。近世の白川道については，轍の複雑な

切り合いにみられる車輌の頻繁な往来，最終路面では轍がみられず，幹線道路としての機

能の衰退を推測させること，南側に側溝をもつことなど，従来の調査成果とほぼ同様の所

見を得ることができた。一方，中世の白川道については，ＡＸ３０区の白川道が中世後半で

あるのに対して，今回は中世前半に年代比定できた。明瞭な轍がみられなかったことも異

なっている。今回の調査で，白川道の整備が中世前半にまで遡ることが明らかになったこ

とは重要であろう。

　この地周辺では古代の遺跡が希薄なのにたいして，１２世紀中葉以降になると中世遺跡が

目立つようになること，また近世では１８世紀以降に耕地の開発が進んだことが遺構の変遷

から読み取れるが，上に記した白川道の変遷を重ねあわせると，街道の整備がこの地周辺

の開発にとって，大きな役割を果たしたとも想定できるだろう。

　尾張藩邸　　文久２年（１８６２），白川道を寸断して現在の本部構内西半に，尾張藩邸が

設置された。過去の調査では，四周をめぐる堀の一部などをみつけていたが，今回の調査

では，西を画する堀，水路，廃棄土坑などをみつけることができた。

　藩邸内部を描いた「吉田御屋敷惣図」には，四周に空堀がめぐり，多数の長屋が置かれ

るとともに，屋敷中央を東門付近から西走し，西辺で南に折れ，再び西走して藩邸南西隅

に抜ける水路が描かれている（図６９）。ＳＤ３は西側を画する堀，ＳＤ２・ＳＤ１４は藩邸

内の水路に比定してよい。ただし，水路については遺構と「惣図」が完全には一致してい
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ないことも注意を要するだろう。「惣図」にみられる袋状の折れ曲がりは調査では確認され

ず，一方，ＳＤ２は東へと折れ曲がるが，これに対応する水路は，「惣図」に描かれていな

い。

９４

京都大学本部構内ＡＴ２１区の発掘調査

図６９　尾張藩吉田邸屋敷図（「吉田御屋敷惣図」名古屋市蓬左文庫蔵より作図）
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　こうした不一致が生じる理由として，２つの可能性が考えられる。ひとつは「惣図」に

正確な水路の位置が描かれなかった可能性であり，もうひとつは，水路の使用年代である。

後者については，ＳＤ２，ＳＤ１４からは明治時代に下る遺物はまったく出土せず，幕末ま

での遺物で占められることから幕末の水路と判断した。ただし，のちの大学の水路もほぼ

近くをはしっていることから，藩邸接収後，大学設置以前にも水路が機能していたことが

推定できる。この時期に比定できる水路が調査では不明であったが，部分的な補修や付け

替えをしつつ藩邸の水路は接収後も維持されたと考えることもできる。「惣図」と一致しな

い部分は，そうした改修を受けている可能性も考えておきたい。

　この水路の水はどこから引かれたのであろうか。尾張藩邸が白川道を寸断して設置され

たことは上に記した。白川道には，南側に側溝を伴なっており，この側溝を流れる水を藩

邸内へと引いたと想定することができる。必要に応じてこの水を用い，また不用となった
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図７０　明治３０年の京都大学本部構内（「京都帝国大学構内略図」施設・環境部蔵より作図）
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水をこの水路へと集め，南西隅からふたたび白川道沿いの側溝へ排水したのであろう。

　廃棄土坑から出土した遺物は，藩邸内で用いられ，藩邸の接収によって不用となって廃

棄された器物であろう。「戊辰十二月」の紀年銘をもつ遺物も含まれており，幕末期の陶磁

器類の様相をしる重要な資料になるとともに，磁器の少なさや火鉢の多さなどが藩邸に由

来するものか，廃棄の特殊性なのか，今後検討する必要があるだろう。

　近代の遺跡　　明治３年（１８７０）２月に尾張藩邸が接収されると，この地は再び田畑の

広がる耕作地となった。こののどかな農村風景を一変させる契機となったのが，大阪に設

立された第三高等中学校の京都移転（明治２０年）と，それに引き続く京都帝国大学の設立

（明治３０年）であった。

　図７０は京都帝国大学設立当初の本部構内の建物配置図で，第三高等中学校の建物が引き

続き利用されている。水路が本部構内を西走し，南西隅へ抜けること，南西隅の手前で池

状の落ち込みが設けられていること，南西隅から北上して構内に入る道路が存在していた

こともわかる。調査でみつかった水路ＳＤ１（東西部分）・ＳＤ８，池ＳＧ１，道路ＳＦ

１をこれらに対応させることができる。

　そして，年度別に作成された「京都大学略図」から，ＳＧ１は明治３７年から３８年のあい

だに機能を失ったこと，大正３年から４年のあいだにＳＤ８から，西１２�の地点のＳＤ１

（南北部分）に付け替えがおこなわれたことが判明する。ＳＤ１は排水路として使われ続

け，１９７０年ごろ，調査区周辺の大規模な整地に伴なって，ヒューム管を通して地中に埋設

されて発掘調査直前まで機能していたのである。

　こうした水路が尾張藩邸内に設けられた水路とほぼ似たような位置をはしっていること

は注目できる（図６９・７０比較参照）。先述したように，藩邸内に設けられた水路は白川道

沿いの側溝の迂回路としての機能を持ち合わせていた。藩邸接収後も水路はその機能を維

持し，大学設置後も受け継がれたことであろう。

　

　今回の調査にあたり，鉄製容器について五十川伸矢氏（京都橘大学），馬具について鈴

木一有氏（浜松市教育委員会），中世土器について小森俊寛氏（京都市埋蔵文化財研究所）

に有益なご教示をいただき，また森下章司氏（当時，文学研究科，現，大手前大学）には

馬具のＸ線撮影をおこなっていただいた。末尾ながら記して，お礼申し上げます。

９６

京都大学本部構内ＡＴ２１区の発掘調査




