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第 3章京都大学本部構内AW28 区の発掘調査

岡田保良 吉野治雄

調査に至る経過

昭和 53 年，工学部イオン工学実験施設および電気工学科研究室等の新営が計画会れたた

め，同年 7 月，その予定地すなわち本部構内電気系教室の敷地内に， 4 ケ所の試掘坑を設

けて，遺跡確認のための試掘調査を行った。そのうち 1 ケ所の試掘坑TP3 C第12 図〕にお

いて，中世末頃の遺物を伴う古道の路面を検出した〔京大埋文研79〕。

この試掘調査の結果，建物新営予定地の発掘調査を 2 期lこ分けて児施することになり，

昭和 53 年度中に，イオン工学実験施設にあてられる敷地の調査を完了し，その他の建物予

定地については，昭和 55 年度に発掘調査を行うことになった。なお，調査に先立って，解

体された電気系教室建物は，明治35 年lこ増築された部分で，この敷地を含めて，本部構内

全体は明治20 年lこ第三高等中学校の用地となり，後lζ 京都大学開設の地となって現在に至

っている。

以ドの報告は，そのJ'j'q 期分の発掘調査の成果をまとめたものである。調査面積は 480

m2 ，昭和 54 年 1月16 日lζ 発掘を開始し，同年3 月末日に現場作業を終了している。

第12 図調 査 区 の 位 置
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22 京都大学ヌミ$，！$＼＇内 AW28 区の発掘調査

2 麿位

調査j也は，北京から南西にかけて緩く降る白川水系の沖積地上に立地する。現地表の標

高は，東北部で60.2m ，西南部で59.8m をはかる。

居位の状況は，後述する近世の道路遺構 SF 1 をはさんで，北と南でかなり異った堆積

を訴す〔図版 8-1 ～ 3 ，節目図〕。すなわち，北半では基本的に，上から表土（第 1 層〉，暗

灰色土（第 2 居〕，黒褐色砂質土（第 8 居〕，茶掲色砂質土（第 9居〉，暗茶褐色土（第10 層〉，

談茶褐色土（第11 層〉，灰黄色砂質土（第12 層〕となる。一方，南半では，表土，陪灰色土以

下， w灰色細砂（第 3 層）， 明灰色粘質土（第 4 層），暗灰色粘質土〔第 5 層〕，黄褐色土（第

6 居〕，灰褐色土（第 7 層〉となって第12 層に至る。ただし， 1芹SD 1 と道 SFl との間では，

第 5 層を除去するとただちに第12 層が現われ， ζ の上回において， E 町前期の土坑や江戸

cJJ ～後期の多数の野査を検出している。

第 1層は，第三高等中学校が創設される明治20 年以降の整地層または撹乱を受けた土層

で， X=l735 ライン付近は，排水管埋設による撹舌L, X 二 1737 ～1740 および X=l744 ～

1748 それぞれに沿う撹乱は，旧建物基礎のぬき跡である。

第 2 層は，明治20 年頃まで耕作されていた畑土，第 3 層は，第 4 層上面から掘りとまれ

た溝 SDl を埋める砂疎の直上に帯状lこ堆積し，南へ下る小さな段を形成する細砂で， 遺

物はほとんどない。第 4 層は粘質に富む水田耕土である。第 5 層は第 4 居ほど粘質ではな

いが同様の水町耕土で，とれら 2 層からは，江戸後期の陶磁器が多く出土する。

第 6 層は，腐食宜をほとんど合まず，整地のために盛られたとみなしうる土層で，ごく

わずかに陶磁器を包含する。第 7 層は，室町後期を主とし，近世陶磁器若干を包合する。

第 6 ・7 層ともに，溝 SD 1南側の一隅にのみ検山できるにすぎないため，未だ年代を定

めるには至っていない。なお，東壁lこ沿うサブトレンチの南端において，第 7 層の下位に

うすい氾濫砂疎層を介して， SFl と同様の路面の堆桔の一端を確認している。 これが昭

和 53 年度の試掘で検出した遺構に杭くものであることはまちがいない。

第 8 層からは，室町前期以前の土師器がわずかに出土しているが，第 9 層以下からは遺

物が出土していない。

ここで道 SF 1と居位との関係をみてみると，この路面は，第10 層まで削平地支が行われ

てはじめて形成されたものであり，その南路肩lこは第 5 層がかぶる。さらに，第 4 層が耕

作される時期と併行して，一部第 5 層上面 lこまで及んで，路面上lこ土砂の堆積が継続した

と考えている。
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4 明灰色粘質士 8 黒褐色砂質土 12 灰黄色砂質土

第13 図東監の居位

3 遺構

江戸後期の遺構群として，近世の白川道 SF 1，講 SD1 ～SD3 ，野壷 SE 1～SE24 ，土坑

SK2 があり，室町前期頃の遺構として，土坑 SK3 ～SK6 がある（図版 9 1 ・2，第一14 図）。

ζれらのほかに，野壷 SEl の一部を壊して掘られ，移しい向磁器片を投棄した明治期の

土坑 SKl がある。なお，調査区北半にみられる不定形の大小の凹地は， いずれも人為的

な痕跡をみとめがたし、。以下，白川道を中心lと名遺構の概略を記す。
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道 SFU 土，第12 図の地点A から地点B lこ至る通称「白川遊」の一部である。 ζ の道

は，元来北 lと高く南に低い緩い傾斜のある土地を切り通し， i立の北側には1＇~:i さ lm程度の

崖面を伴い，南側は更に削平して落差 0.5m 前後の肩部を造り山すように普請されている。

その当初， 道幅は約 4.5m で，その上面には少なくとも 9対以 Eの錯綜した轍が亥I］まれて

いる〔図版10 2）。 1対の間隔は平均して 1.2m 科度とみなしうる。ただし， これら多数

の轍は，道の両端と Lj 」央の 3 筋に沿って集中しており，中央の撤は，往還兼用となること

もあるらしい。

轍跡lこi土砂牒が堅く詰まり，更にその一上に薄く幾重にも面をなして土砂が堆積し，その

厚さは 0.2 ～0.3m k達する〔図版10-1 ）。ある時期には，路面！ょに小礁を一面l乙撒いてっ

き回めるという舗装に類する国も認めている。また，との道がはじめて普請された後，南

側には陪灰色の耕土〔第 5 層〉が盛られるが，路面は次第にとの耕土の上lこかぶさるように

雨へ拡がり，廃絶直前には幅 6 m 近くになっていた。ただし，後述する野査の切り合い関

係からみて，第 5 層のttl；土が盛られる以叫にも，道は時とともに南へ拡がるか，ずれてい

くf頃向があったようである。

この道が廃絶されるのは，第三高等中学校の用地がこの地をとりとんだ時点と考えるの

が長も有力であるが，それについては，文久年間に設置されたという尾張徳川藷京屋敷が

囲いとんだ範囲を考慮する必要がある。また，はじめて普詰された時期については，轍な

ど道 SFl から直接出土した遺物はわずかな細片のみで，年代を定めるには至らないが，

後述する溝 SDl 下層や，野壷群の推定年代から推して， 17 ～181.it 紀頃としたい。ただし，

調査区の東南隅第12 居上面で， SF 1 tζ先行する路面をわずかに確認しており， 昭和 55 年

度に予定している東側隣接地の発掘調査をまって，新旧 2 つの道について再考することに

なろう。

溝 道 SFl の南側lこ平行して，東北東から西南西に流れる講 SDI がある。明瞭な掘

りこみは，第 5 層上面からであるが（溝 SDI 上層，第13 図入底面の北側にも南側にも，第 5

居より下位に流路の痕跡があり（溝 SDI 下層〕，道昔前が行われた頃にはすでにこの流路

があった可能性がつよい。下層からは，洪式通宝 1点（第16 図II37 ）が出土しており，初期

の流路が，渡来銭の流通が禁止される寛文10(1670 〕年前後を大きく降ることは考えにくい。

また上層からは大量の陶磁器片に混って，椀色のガラス片や丈久 3 (1863 〕年初鋳の文久永

宝（第16 図II43 ）が出土しており，かつ明治期の貨幣が出土していないことから，この溝が

埋まったのは明治維新の前後とするのが妥当であろう。その後， 海 SDI は第 3屈で漬わ
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れるが，その上一山には， ごく小規模ではあるが IJ ！高 0,6m ，深さ 0.15m 程度のj走路が，まっ

たく同じ位置に存在する。

溝 SD2 ・SD3 は，ともに道 SF 1 の路肩に捜して設けられていた小清で，次に述べる野

長群と同時に，ある時期に削平を受けたらしい。

野査 SEl のみ第 4 層上iliiで検出しており，仙のSE2 ～SE24 はすべて第 5 屈の下，

第12 層上面で検 l中！した。 SEl は，径 2.2m の円形掘形に，漆喰で径 1.2m の底と壁を築く o

SE2 ～SE24 では， j奈喰をまったく用いず，代りに木組の壁をもっていた痕跡をとどめる

例が多い。みな円形で，その直径は 1.2m から 1.9m まであって一定していない。多数の野

査が同じ場所で何度も作り直されているが，北にずらして作り直すということがまった

くない。また，道 SF 1 にかかる野査は SE23 を除いてほかになく，さらに， SE19 ・SE20

の 2 例以外lζ 講 SD1 にかかる野査もない。これらのことは，野壷群の配置が， つねに道

SFl と活SD1 とに制約され， かつ道は，野査群をわずかずつでも南へ押しゃるように路

面の拡がりを続けたとみるべきであろう。

これら23 基の野壷群の埋土からは，陶磁器の細片が小量出土しただけで，その年代を定

めることはむづかしいが， SE3 から古い時期の寛永通宝が出土している（第16 図Il38 〕。道

SFl が普請された時期あるいは溝SD 1 下層の年代を示唆するようである。

土坑 第 2 層上面で SKl ，第12 層上面で SK2 ～SK6 を検出した。 SK2 は講SD2

の延長上にある落ちとみで， 遺物はほとんどないが，道 SF 1 の初期に併行する頃の遺構

であろう。 SK3 ～SK6 は， 白川道とは直接関係のない室町前期！の遺構群である。 SK3

は，上部 lと集石を有する土坑で，深さ 1. 7m ，束丙幅 2.5m をはかる（図版11 1 ・2 〕。他

の土坑に比べて瓦を多く出土しており，埋めるときに意図的に瓦疎を投棄したものであろ

うか。 SK4 は深さ 2.6m に達する大きな落ちこみで，庄はほぼ丑直に立ちあがる（図版

11 3 〕。 SK5 も同様の形状で，深さ 2.0m0 SK4 と連なる可能性が強いが， SK3 との切

りあい関係、は確認できなかった。 ζれらが長く連なることになれば，非常時に備えた仮設

的な掘となる可能性がある。次回の調査をまって再考したし、。

4 遺物

近世後半の遺物を中心に，整理知56 ばい分が山土した。 ζ こでは，室町前期以前の土器

を出土した SK3 ～SK6, 2 居に分居できる江戸中期以降の講 SD1 上・下各層出土の主

要遺物を中心lとその概略を記す（図版12 ，第15 ・16 図〉。

土坑SK3 ～SK6 ζれらの土坑のうち， SK3 から比較的まとまって瓦が出土して
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いるほかは，出土する土器の十肯成は互いによく似ている。 II 1 はSK 3, II 9 はSK5 から，

II 2 ～ II 8, IIlO ・II ll は SK4 から出土した。

II 1～II 6 は土師器皿。 II 1 ・II 5 が乳白色， II 2 （土赤褐色， II 3 ・II 4 ・II 6 は淡褐

色を呈する。 II 7 は瓦器土鍋。短く）享い口縁部をもち， fl~面には植位の刷毛口をとどめる。

II 8 は土日1Tj 'ti~高杯の軸上端部で，杯部との継ぎ~を撫でつけた痕がのとる。とれら 8 点の

うち，土師器皿 II 6 は，休部外面lこ1段の撫でを施し，口縁端部を面取りぎみに撫でると

いう，より占い特徴をもつが，イ也はみな宝町前期頃の製品とみなしうる。

II 9 は明緑色の紬がかかるやや軟質の緑柚椀， II10 は低く外反する高台をもっ灰勅椀ま

たは皿である。上記の土器群とは年代を大きく異にするが，土坑群が掘られた頃lこは，よ

り古い時期jの包含層があったものと考えている。

II ll （土，内面露胎の百一白磁で，上国 lこ放射状の彫文を有する。桁瓶の蓋となるものであ

ろうか。

活 SDl ド層 II 12 ～II 15 は土日Iii器皿。 II 13 ・II 14 は口径 10cm, II 15 は llcm でいず

れも見込み周縁 lこ閏線を支ljみζ む。 II 16 ・II 17 は灯明に用いられた京焼の皿で，口径は各

々8.1cm と12. 3cm0 外面から底部にかけては施柚されない。

II 18 ～II 21 は，伊万屯tJ't 染付。 ζ のうちII 18 ～Il20 の 3 点は，和iがかなりまlj落している。

ζの層から出土する染付にはこうした例が多い。

溝 SDl 上層 II22 は土師器小皿。 口縁外面lと撫でを施し，っくりはよし、。 II23 ～ II

26 は，京焼の灯明皿。 2 型式各々大小を掲げたが， II 25 ・II26 のような欠きこみをもっ輪

状の突起をノ白ーする例は， F居 lこなく， この上層に多く出土する。 II 27 は，中央に灯芯を通

す筒状の突起を有する鉄和1XJfiJJI旦である。

鐙！
1137 II38 

夢。⑬
－曾

。 5cm 

第16 図銭笠 ，和鏡



遺物・小結

II28 ～II 34 は染付。出土する器産は多様で，高足杯II32f¥ こは赤絵が施されている。

II35 は備前焼すり鉢。表面は赤褐色で，卸し日は 8 条単位で密 lと重ねて施される。

29 

II 36 は土師質の無柚陶器。器高l乙比して，口径は 24.5cm と大きい。 ζの器産は少なか

らず小片で出土しているが，火にかけた痕跡をもっ例が多い。

ζの SD 1 上層からは， 14 箱ほどの陶磁器類を出土しているが， II36 のような用途がよ

く判らない陶器や灯明皿 II 25 ～II27 は，下層ではまったくみられない資料である。

そのほか，活 SDl やその周辺からは，洪武通宝 1点，寛永通宝 5 点，天保通宝 1点，

文久永宝 2 点，不明 2 点の計11 点の銭貨を採集している（第16 図〕。寛永通宝 5 点のうち，

野壷 SE3 出土の 1点（II38 〕は径 2.4cm, II39 ～II 41 は2.3cm の径である。また， II 45 は

羽根の浮彫のある白銅製の鏡である。溝 SDl 上層から出土した。

II46 （図版12 〕は， 明治時代の土坑 SKl から出土したチャート製の火打石である。ほか

にも 8 点採集している。

5 小結

今回の調査による主要な成果は，埋没していた白川道を，明確な道路遺構として発掘し

たととである。しかも ζの遺構自体は，昨夏の試掘調査によって推定していた位置から，

北へlOm ばかりはなれて検出したものである。試掘を終えた時点で，路面が近世初頭を降

る時期のものではないことに一つの問題点を指摘しておいたが〔京大埋文研79 〕，江戸時代

には，今回発見の道 SF 1 が新道として普請しなおされていたことが判明したわけである。

なお，試掘時lこ検出した旧道の延長は，調査区の東南隅をわずかにかすめて通じているよ

うであるが， その路面の標高は， SF 1 より約 Im 低い。 この旧道の上面を，洪水による

と考えられる砂牒屑が覆っていることと，より高い位置に SF 1 を普請していることから，

旧道を作り替える要因としては，たび重なる水害を避ける目的を考慮せねばならない。

さて， ζ の白Ji I道の普請と災害l乙関して， j[r 世初頭の文献に興味深い記載がある。吉田

神社の神官吉田兼見の日記『兼見卿記』と，同社内神竜院に住した兼見の弟党舜が書き綴

った『舜旧記』 lこ，身近な記事として「IU r~J1路」すなわち白川浩の ζ とや水害のととが散

見される。

まず天正 3 (1575 〕年 2 月，織田信長が吉田，白川等の郷民たちに命じて「山「ド路六百間

分」を普請させている（兼見卿記〕。 ζのとき道幅は「賢三間」とした。ととろが天iF6 年 5

月，「屋敷之内・少路以下無正駄，浄土寺之者於山中路流死，白川在家廿間計流損」（兼見

卿記〉という大洪水があり，信長の輩下がζの年の 9月に山中路の改修を命じている。降



30 京都大学本部構内AW28 区の発掘調査

って慶長13 年 4 月lこも「神宮寺乾方之土井，昨日之大雨崩，路次巳下散々損了J （舜i日記〕

という水害があった。

ζれらの記事以外にも，水害の記録は毎年のように書きとめられており， 当時「山中

路Jもしばしば被害をこうむっている。

天iE 3 年には，確かに新遣が普請されているが， これを今回の遺構 SFl にあてること

はできない。むしろ東南隅でわずかに確認できた！日道の方がそれにあたる可能性がつよい。

ただ旧道の廃絶と新道の普請の年代が同じころになるのかという点については，次年度の

調査の課題lこしたい。

なおこの白川近の歴史は，決して信長の時代に始まるのではなく，『京都の歴史 1』や

『大津市史 1』では，平安京成立以前から近江と山城盆地とを結ぶ主要路の一つにあげて

いる。しかし現在のととろ，発掘の上からその徴証は得ていない。

また，白川道SFl の廃絶lこ関して，明治維新前後の絵図・地図類を検討してみると，今

回の調査範囲は，尾張藩邸の東二むにはずれる可能性がつよく，したがって第三日寺中学校

が創設される頃までは道路として機能していたと考えるべきであろう。

〔注〕

(1) 『京都大学建築八十年のあゆみ 京都大学歴史的建造物調査報告』〔京都大学工学部建築学教室建築

史研究室編77 〕では， l日尾張藩邸跡地が，現京大本部構内に相当するとの指摘がある。

(2) 『史料集集』『兼見卿記ー』（元亀 1年6刀～天i£9,f9 月）と同『舜｜口記ー～三』（天正11 年1月～

慶長17 年12 月）による。

(3) 名古屋蓬左文庫蔵「尾張藩吉田屋敷之絵図」，慶応 4'f2 月lrJ 「改正京町御絵図細見大成」， および

「上京元三十四組新市街計阿送路之図＿J （『京都府百年の資本l第 7巻』所収の明治22{f 9月臨時府会資

料）などによる。




