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第4章京都大学本部構内AX30区の発掘調査

清水芳裕

1 調査の経過

調査区は吉田山の西麓，京都大学本部構内の東北部に位置する（図版 1-168）。工学部媒

体統合実験研究棟の新営計画にともない，従来の調査から周辺のAW28区（57地点〕やAX

28区（90地点）で，近世白川遣の遺構や中世の遺構群が明らかにされているため，予定地内

全域の発掘調査をおこなったものである。

調査面積は330m'である。古代から近世にいたる時期の遺構が残っており，古代の土坑，

中世の道路遺構，近世の溝状遺構群などが検出された。とくに中世後半の道が発見された

ことにより，これまで本部構内の 5ケ所で明らかになっていた近世のそれとともに，古代

以降，文献に志賀越，山中越，今道越，白川道などの名であらわれる道に関して，新たな

資料を得ることとなった。

2 層位（図27)

調査区の現地表面は標高約61mで北東から南西に緩やかに下がる。基本的な層位は西半

部では上から表土（第 I層），灰褐色土（第2層），茶褐色土（第3層），灰褐色砂質土（第4
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1 表 土 3 茶褐色土 5 暗黒色砂質土 7 黄灰色砂質土 9 白色砂
2 灰褐色土 4 灰褐色砂質土 6 赤褐色土 8 黒褐色砂質土

図27 調査区西壁の層位縮尺1/80
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京都大学本部構内AX30区の発掘調査

層），暗黒色砂質土（第5層），赤褐色土（第6層），黄灰色砂質土（第7層），黒褐色砂質土

（第8層），白色砂（第9層）の順であるO また東半部では第2・3層の間に黄褐色土，暗褐

色土，黒褐色土の 3層が加わり，その結果，遺物包含層は東に厚く堆積するO

3 遺 構（図版14，図28)

表土下の灰掲色土は砂礁をほとんど含まず，耕作土と考えられ，近世末の土師器，陶磁

器，泥面子などが出土する。東半部の茶褐色土上面で、は西に低い段を境とする南北の溝と

これに直交し互いに約2mの間隔をもって平行する 5列の溝が検出された。同様の遺構は

北部構内BD30区の調査でも検出されており， 南北の溝に対して直交する約1.2mの間隔

をもった溝が連なるものである〔浜崎83a〕。これらは畑の畝に関係する溝と考えられる。

このほか近世の溝SD8が調査区西北端で検出され，多くの陶磁器が出土した。

道路SF Iは北東一南西方向で検出された。この遺構は13世紀ごろの土師器を含む黒褐

色土の上面に構築されており，また15世紀ごろを中心とする土師器や中国製陶磁器を含む

茶褐色土がこれを覆っている。道路の路面は2面存在し，古い路面 1は黒褐色土の上面を

田く叩きしめて作られているO 道路幅は約4.5mで，両側に幅約30～80cmの側溝SD9・
S D10が設けられ，道路と周囲との明瞭な境を作り出している。この路面 lには上端で幅

約15～50cmの轍が平行して数列検出された（図版14-2）。さらにこの路面 Iを覆って，径約
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図28 道路SF I 縮尺1/200
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遺構

10～20cmの磯を全面に敷きつめ，粗い砂質土でこれらを叩きしめた路面2が作られている

（図版14-1)。この上面は礁が全面に露出した状態で， この面では轍の痕跡はみられない

が，道路が使用された当時は砂質土によってより平坦な路面であったと考えられる。した

がって，小規模な道路の修復は不明であるが，少なくとも大がかりな改修がなされている。

しかし，道路の位置や規模にはほとんど変化がなく，従来の路面の修復にとどまり，側溝

も両路面に存続して機能していたものであることが明らかとなった。

このほか，灰褐色土を掘り込む南北の韓SDl，赤褐色土を掘り込み粘質土が埋積した

最大幅約lmで東西にはしる溝SDl3などの溝を検出した。調査区北半では大規模な砂取

り穴を，また，南半では土師器薬2個体だけを含む径約 lm，検出面からの深さ約0.8m

の土坑SK2を検出した。

さて，京都大学では，これまでの発掘調査や立合調査によって，白川道に関する遺構は，

本地点以外で5ケ所確認されている。その結果白川道に関する位置や構造が具体的に知ら

れるようになった。その位置関係を近世吉田社周辺の絵図をもとに現本部構内の建物配置

との関係から復原したものが図29である。A～Eはいすやれも近世の道路遺構で， C～E地点

では近世後半の路面〔岡田・吉野80，五十川83，京大遺跡調査会88a〕，さらに， A, B地

図29 近世吉田村北部の復原図と白川道の検出地点縮尺1/5000
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京都大学本部構内AX30区の発掘調査

点ではこれらと同じ道路の断面が工事にともなう立合調査で検出されている。今回発見さ

れた道路は中世に遡るもので，さらに既発見地点から復原できる近世の道路の位置からは

約20m南へずれることが明らかになった。このことから文献にあらわれる中世から近世の

一連の道は，その位置を少しずつ異にしながら存続しつづけたことがわかる。その要因は，

この一帯の地が吉田社の社領であった中世から，吉田村をはじめとする村落が形成されは

じめ，それを中心に周辺が田畑化されていった近世へと土地の利用が変化したことに対応

しているものと考えられる。

4 遺 物（図版15，図30～32)

出土した遺物は中世後半と近世のものが大部分を占め，このほかに若干の古代の遺物が

みられる。 lVl•1V2 は，ともに S K2出土の土師器護である。 1V1はロ縁が緩やかに内

湾し，口縁端には内傾した面取りをもっ。胴部内外面には刷毛目調整を，口縁部には横撫

で、の調整を施す0 1V 2では内外面に刷毛目調整を施したのちに，外面の下半部を部分的に

削る。 1V3～1V 6は，砂取り穴の埋土から出土した遺物で、ある。 1V3～1V 5は土師器皿で

ある0 1V 4は「て」字状口縁手法Bs類， 1V5はl段撫で、手法Ds類にあたる。 IV6は瓦器

椀で内面は丁寧な箆磨きで調整し，暗文を施す。比較的浅い器形で器壁は厚い。

1V 7～町30は黒褐色土からの出土遺物である。 1V7 ～1V27は土師器肌。 1V7•1V8•1V

13 • lV20～1V22 • 1V26は1段撫で、手法D1類， 1V9～N 12• lV14• 1Vl5• lV24• lVおは l

段撫で、手法D2類， 1Vl9・町27は1段撫で、手法Ds類， 1Vl6～1V18は 1段撫で手法D4類にあ

たる。町28・町29は土師器の受皿， lV30は玉縁日縁の白磁椀である。この黒褐色土の出土

遺物には， 2段撫で手法を用いた土師器皿がほとんどなく，さらに大型の皿では口径14佃

前後のものが多く，約13c皿のものが少量加わり，小型の血では口径8～9cmのものが主体

を占める。このような点から黒褐色土出土遺物は中世京都I期古段階～中段階にあたるも

のといえる。

lV31～1V34は道路SF 1の2枚の路面をはさむ砂醸層から出土したものである。 lV31は

1段撫で面取り手法Fs類の土師器皿。 1V32は白磁皿で内面見込みに圏線を施し，全面に施

軸ののち，底部の紬を掻き取る。 1V33• 1V34は青磁椀で，底部は厚く比較的高台は小さい。

1V33は蓮弁の舗が明瞭でなく，見込みに圏線をもっ。 1V34は内面見込みに型押しの花文を

施す。 lV31の土師器皿の形態などから SF 1の路面2の下限年代は中世京都E期後半と考

えられる。
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遺物
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図30 SK2出土遺物（NI• N 2土師器〉，砂取り穴埋土出土遺物（N3～N5土師器， N6瓦器），
黒褐色土出土遺物（N7～N29土師器， N30白磁）

N35 • N36はSF lの路面2の出土遺物である。 N35は口縁端部が上下に発達した常滑

産の陶器蜜。 N36は白磁椀の底部。高台は削り出しで外面は露胎である。 N37はSF Iの

側溝SD9出土の土師器高杯の脚部で、ある。脚部の径は小さく，面取りは明瞭でない。
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図31 SF 1；砂傑層出土遺物（N31土師器， N32白磁， N33• N34青磁）， SF 1路面l出土遺物

(N35陶器， N36白磁）， SD9出土遺物（N37土師器）， 茶褐色土出土遺物（N38～N44
土師器， N45須恵器， N46瓦器， N47～N49白磁， wso～N53青磁），陪褐色土出土遺物

(N54・N55土師器）， SD l出土遺物（N56磁器），灰褐色土出土遺物（N57・N58土師器，

N60～N64陶器， IV59• N65磁器）
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図32 SD 8出土遺物（W66～W72• W74・N75・N79・wso・wsz・W83磁器，

W73・N76• N77・N81・W86～wss陶器， N78• N84 • wss土師器）

、主一

J

JV38～JV53は道路SF2の路面 1を覆う茶褐色土出土遺物である。 JV38～JV42は土師器

皿。 JV41• JV40・JV39• JV 42はそれぞれ l段撫で手法のD3類・ D4類・ E1類・ f3類にあ

たる。 JV43・JV44は灰白色の土師器椀O lV45は須恵器すり鉢。 JV46は瓦器椀で内面に暗文

を施すo JV47 • lV48は白磁椀， lV49は白磁皿， JV50は雷文帯蓮弁文青磁椀で、雷文はややく

ずれており，この種の青磁椀の中では比較的新しい時期に属する0 JV51～]V53は口縁が外

反する無文の青磁椀である。 l段撫で、手法F3類の土師器皿JV42などが混在する点からみて

道路SF lは中世後半の遺構であることがわかる。

JV54 • JV 55は暗褐色土出土遺物。ともに土師器皿でJV54はl段撫で手法f3類， ]V55は

同手法f4類にあたる。

]V56はSD l出土の磁器染付の向付。 JV57～JV65は灰褐色土出土遺物である。 ]V57は土
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師器鉢。体部の器壁は非常に薄く，外面には離型材として用いた雲母を含む細粒が付着し

ており型作りであることがわかる。また外面に煤が付着しており，一般に焔熔とよばれる

ものであろう。 N58は土師器皿。 N59は磁器染付の皿で外面に青磁粕を施す。 N60は陶器

の蓋で、上半部に同心円の沈線をめぐらせ，全体に淡黄色の軸を施す。 N6Iは陶器鉢。黒色

紬を施L内面の口縁より下は露胎である。 N62は陶器の燈明受皿で内面上部に燈明皿を受

ける突起をもっ。 N63は磁器の燈明血。内面に黄褐色の紬を施L，粕には貫入が目立つo

N64は陶器壷。外面に濃淡2種の緑色粕を施L，口縁上部から内面は露胎である。

N65は磁器の小型椀で外面には鉄絵で屋形船を描いている。 N66は磁器染付の向付， N

67～N70・N72• N74・N75• N83は磁器染付の椀。 N69• N74は濃いコバルト色を呈し

明治以後に下がるものであろう。 N67は口銭を施す。 N7Iは赤色の上絵付けの太い線で区

画を設け，茶褐色と青色の上絵付けの花文を描いた小型の磁器椀。 N73は高古焼の椀。上

半には聴瞳目を残し，下半には箆押しの凹部を残す。外面には桜花を描き，内面には白色

軸を施す。外面下部に「桜花」の押印がみられる。

N76は陶器の燈明皿。内面には淡黄色の触がかかり口縁部外面に煤が付着する。 N77は

陶器の燈明受皿。内面に淡黄灰色の紬を施し，立ち上がり部の上端には粕を欠く。 N78は

土師器皿。 N79は輪花形の磁器染付鉢で口鋳を施す。 NBOは紙型を用いて施文をおこなっ

た磁器染付の皿で，外面にはC字形と紡錘形の文様を口縁：にめぐらせ，ほかに議議文，飛

鶴文が加わる。内面には口縁に接して理瑠文をめぐらせる。 NBIは陶器の蓋で「飛び飽」

を一段めぐらせその上部に桜花の文様を付して，淡緑色の紬を施す。 NB2は磁器染付の椀

蓋。町84は土師器焼き塩壷。 NB5は口縁部に蓋受けの構造をもち外面には魚子状の凹みが

付され，内面には指押え痕が残る用途不明の土師器で、ある。 N86は陶器土瓶の口縁部で，

由化粧の上に暗縁色の透明粧を施す。蓋受けと内面は露胎で，肩部に凹線がめぐる。 NBB

はゆきひら蓋で薄い黒色紬を施す。 SDB出土資料のうち， N69• N74のような純度の高

いコパルト軸を用いた染付や， NBOのように紙型による施文法を用いたものがあることか

ら，この遺構の下限は19世紀後半であろう。

5 小結

土坑SK2から出土した6・7世紀ごろのものと考えられる土師器謹は， 1980年度の本

部構内AT27区で検出された8世紀後半にあたる 2棟の竪穴住居跡〔五十川8IJなどとと

もに平安遷都以前の鴨東地域の歴史の一端を知る資料となった。
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小 結

また今回の調査では古代から近世にわたって文献の上にしばしばあらわれる京と近江を

結ぶ道のうち，中世後半の遺構が発見され，従来から本部構内で知られている近世の白川

道との位置関係の比較をするための新たな資料を得ることができた。中世後半の道に関す

る文献の記録もいくつか存在する。 15世紀には神楽岡，山中，坂本に関所が設けられ，有

力寺社，荘園領主による関銭の徴収に対し，馬借が関の撤廃を要求して坂本からしばしば

京に乱入したことが，『看開御記』などの貴族の日記にあらわされている。また．室町後期

には，山中路は上洛のための軍事的要路とみなされ，安土に居城していた織田信長がしば

しば道路の普請を吉田や白川の住民達に命じたことが吉田社の神官吉田兼見の記した『兼

見卿記』にみられる。

古代以来京への重要な幹線としての役割をはたした，この道は北白川扇状地からさらに

西へ延びる扇状地末端部の小規模な尾根状の地形を選択して設けられ，道路の保全上非常

に有利な位置に設けられている。このような地形の上を時代によりその位置をわずかに変

えながら道路が維持されてきたことがわかる。従来から明らかになっていた近世の道と今

回の中世の道の位置関係もそのことを示している。今後さらにそれ以前の道路遺構が周辺

で検出されることが十分考えられる。こうした蓄積がなされれば，道とその周辺村落の景

観や土地利用の変化，あるいる道路構築にかかわる土木技術の変遷などを検討する上で貴

重な資料となるであろう。

〔注〕

『着開御記』応永25年(1418)6月25日・永享5年（1433)7月24日の条，『大乗院寺社雑事記』
文正元年（1466)12月20日・文明4年（1472)9月9日の条など。

2 『兼見卿記』天正3年(1575)2月15日・同年同月26日・同年3月3日の条。
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