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第 1章 昭和53 年度京都大学構内遺跡調査の大要と成果

樋口隆康亀井節失

1 調査の大要

本年度の調査は，以下の方針の下に実施した。まず，京都大学吉田キャンパスで，近い

将来に建物を新営する予定地を試掘調査し，来年度に工事が予定されている地区について

は，過去の予備調査によって本格的調査が必要であると判断した地区の発掘調査をおこな

うこととした。また，本年度の埋設官工事予定地については，過去の調査資料が少ない地

点について試掘調査をい管路掘削方法の指導をする。吉田キャンパス外の附属施設では，

周知の遺跡に近い場所での建物新営工事について，原因部局と施設部との協力によって，

工事開始時に機械で試し掘りをし，立合調査をお乙なうこととした。

その結果，昭和53 年度にお乙なった京都大学構内の埋蔵文化財関係調査は，以下の16 件

である。立合調査については，昭和53 年 12 月末日現在実施済みのもののみ伝記した。なお，

理学部琵琶湖古環境実験施設新営工事の立合調査は，滋賀県高島郡高島町教育委員会と合

同でおこなった。

試掘調査工学部電気工学科等校舎新営予定地（木部構内遺跡 AW28 区）（第 61;,: ，凶版 l-5la ～d)

環境保全センタ一重金属処理装置室新営予定地（AY25 ！五） GR; 6 主主，図版 l-52a•b)

病院凶構内福気管理、設予定地（京大病院遺跡） （第 6 章，図版 l-53a ～f)

発掘調査理学部宇田物理学科等校色、新営予定地（理学部遺跡 BE29 区） （第 3章，図版 1-54)

農学部農林生物学科硝子温室改築予定地（農学部遺跡 BG32 区）（第 4 章，~］版 1-55)

Jill 学部物理学科校舎新営予定地（農学部遺跡 BG31 区） （実施中，図版 1 56) 

工学部イオン工学実験施設新営予定地（本部構内遺跡AW28 区）（実施予定， !XI版 1-57)

立合調査医学部基健医学校舎新蛍工:cj1 （医学部遺跡 AN18 区）

理学郎附属必琶湖古段境実験施設新営工事（滋賀県高局間J)

農学部附属高原牧場出会等新営工事（京都府丹波町）

宇治地区研究所実験研究棟新営工事（京都府宇治市）

東南アジア研究センター建物新営工事（AKlO 区）

施設部給水センター詰物新営工事（AY22 区）

北部構内ガ、ス管埋設工事（農学部遺跡）

教養部構内ガス管思設工事（教養部遺跡）

病院西構内電気管理設工事（京大病院遺跡）

医学部構内電気符埋設工事（医学部遺跡）
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（第 1章，図版 1 62) 

（第 1章，図版 1-63)

（第 1 章，図版 1-64)
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工学部電気工学科等校舎新営予定地の試掘調査では，中世の「白川道J路面を枚出できた。

そのため，工学部と施設部との協議の結果，建物工事を 2 期に分けることにし，本年度は

「白川近jからはずれるイオン工学実験施設新営予定地（第 1期工事分）だけを発掘調査の対

象とした。また，理工学部宇市物理学科等校舎（合同建物）新宮予定地の発掘調査では，平安

後期頃の火葬塚を検出したため，京都大学構内遺跡調査会は，調：育会各委員と学外研究者

の助言を得て，逮捕の保存について巾間報告を作成し，京都大学埋蔵文化財研究センター

に提出した。乙の中間報告をもとに，センターは運営協議会を開催し，火葬塚の現地保存

を希望するとととし，その乙とについて理学部と本部事務局の協力を要請した。その結果，

建物新営は設計変更され，遺構をそのまま保存するという決定がなされ，とりあえず火葬

塚を穿孔ビニーJレシートで被い砂で埋め戻す乙とになった。そのため，最初に合同建物の

中に予定されていた理学部物理学科校舎を，別の地区に建設する ζ とになり，その予定地

について昭和53 年11 月 1 日から急拠発掘調査を実施することになった。

以上のような結果から，発掘調査と試掘調査，および概要報告の作成は京都大学構内遺

跡調査会に委託された。このようにして本年度に実施した調交の報告とともに，昭和52 年

度lζ 実施した医学部基礎医学校舎新営予定地の発掘調査（医学部遺跡 A018 区，第 2 章），

白河北殿跡比定地 AA18 区の試掘調査（第 5章），教養部エレベータ一新営予定地の試掘剥

査（教養部遺跡 AQ23 ・AN23 区，第 6辛），本部構内排水ポンプ新営 f 定地の試掘調査（本

部構内遺跡 AT27 区，第 6主主）の報告をもとにして，本年報の第 1部を作成した。

京都大学埋蔵文化財研究センターと京都大学構内遺跡調査会の規約と構成，調査面積と

期間などについては本文末の要項に一括しである。京都大学吉田キャンパスの地区割と土

器の種類を示す用語については『京都大学構内遺跡調査研究年報一昭和52 年度 』を参照

されたい〔京大埋文研78 a 〕。

2 調査の成果

昭和53 年度の調査によって，いくつかの新しい知見を得たが，詳細は第 2 章以下で述べ

るとい本節では，それらを各時代ごとに整理して本年度の成果の全体像を明らかにする

ことを目的とした。

縄文時代 北部構内では BE29 区（第 3 章）と， BG32 IX（第 4章）の発掘調査，ならび

に現在発掘中の BG31 区の調査によって， 農学部遺跡のひろがりが部’認できたといえよ

う。縄文中・後期では， DE29 区が川の中にあたり， BG32 区の中央が旧微高地から後背

低地にかけての北斜面を示し， BG::il 区の南東｜伺が前記北西斜面であったことが判明した。
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BE29 区の川は， 晩J~J!C:流路を西へ変えたらしく， BG32 区から BE29 区まで，その時期

の堆積物として暗灰色ないし黒褐色の土が見られる。

遺物については， BG32 [X SK2 出土の一括遺物が，中期末のまとまった資料である O

BE29 区では， 中期から晩期の土器が少量あり， 医学部電気管理、設工事の立合調査（図

版 1 64 ）でも， 後期］中葉の土器が少量出土しているが，両者とも他の地点から流れ込んで

きたものであると考えられる。かつて， I室岡謙二郎現京都大学名誉教授が縄文土器を採集

した教養部構内の地点（図版 1-7 ）の西約10m で，ガス管埋設工事の立合調査（図版 1 62) 

をおこなったが，地表下 1. 2m までの聞に表土居と黄砂屈を検出しただけで，縄文時代の

遺跡は確認できなかった。昭和52 年度に実施した BG31 区の試掘調査〔京大埋文研 78a

pp. 18 ～19 〕で出土した植物遺体の調査と花粉分析の結果によると， 中期には比較的安定

した常緑広葉樹林がひろがっていたが，晩期には草地が多くなり，森林がやや荒れた状態

になっていたことが判明した。さらに，この樹林の中 l乙落葉広葉樹であるトチが生えてい

たという結果が出ている。詳細についてはJllJmtとして報告する。そのほか今年度も縄文時

代から平安時代までの花粉分析をおこない，環境復原の基礎資料を得た（第7章）。

弥生時代 理学部遺跡 BE29 区の黄砂上面で弥生中期の方形周溝墓 4 基と，それらを

区画する 2本の講を検出した（第 3~~）。方形周溝墓からは中JりJ前葉，溝からは中期中葉か

ら後葉頃の遺物が出土している。北部横内中央の東西道路付近にあった｜日徴高地〔泉78 〕の

末端から方形周溝墓群を切り離すように， 2 本の溝はつくられている。追分地蔵遺跡 BA

30 区（図版 1-6 ）では，比較的まとまった前期末の遺物が出土しており，集落が近くにあ

ったと予想できるが，「t1期の遺物は，今回の調査によって得られたもの以外には出土した

ことがなく，北部構内lて当時の集落があったかどうかは今後の課題として残されている。

一方医学部電気管埋設工事の立合調査（図版 1-64 ）で， 後期の査と要が数十片， 白河北殿

跡比定地の試掘調査（第 5章）で，同じく後期の藍 1片が出土した。教養部遺跡 AQ23 区の

遺物整理で， 前期末畿内第 I様式（新）と東海地方の水神平 llI 式が共存することが判明し

（第 6章 1 ), BE29 区の中期の士器は琵出湖地方と j互い内容をもつことも明らかになった。

中期前葉の京都市深草遺跡の土器や，京都市岡崎遺跡の後期の土器についても同様のこと

が指摘されており〔円勝寺発掘調査団71〕，京都盆地の土器様式の変遷と，畿内と琵琶湖地

方との関係を今後の調査によって明らかにする必要があると考えられる。

古墳時代と奈良時代 本年度の発掘調査では，医学部遺跡 A018 区で， 7世紀前半の

須恵器杯と奈良時代の須恵器葦・杯が出土しているだけで，新たな知見は得られなかった。
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平安時代 前期の遺構は，理学部遺跡 BE29 区（第 3章）で土坑，本部情内遺跡 AT27

区（第 6章 2 ）で幅 9.8m の南北方向の道路面と東西の側溝を検出した。中期の遺構は BE

29 区と農学部遺跡 BG32 区（第 4章）で識やJニ坑を検出した。後期の遺構は， BE29 区で

火葬塚， BG32 区で土坑，医学部遺跡 A018 区（第 2 主主）で井戸，柵，土，；；号溜などを検出し

た。前・中期の遺構はこれまで検出した例が少なく，今回の調査結果は鴨束の開発を考え

るうえで基礎的な資料となるものであろう。火葬塚とは，火葬をおこなった地に方形の講

をめぐらせて造作した塚である。上部が削平されているとはいえ，火葬J家の全絡を知ると

で，乙の時期の遺構としては唯一の貴重な発掘資料でもあり，現地で保存することに決定

された。乙の付近に比定されている「神楽凶吉田寺」と合わせて，平安時代の葬地のひとつ

であった神楽同（吉田 111 ）周辺の景観を復原するうえで，重要な構築物であることはいうま

でもない（第 3章）。造物としては， AT27 区道路側溝出土の 9 世紀後葉の須恵器， BG32 

医瀧出土の10 世紀後葉～11 世紀初頭の一括遺物が重要で，昭和52 年度におこなった上器編

年〔宇野78 〕に追加すべき資料である。後期の遺物は，ほとんどの調査で得ることができた

がラ A018 区井戸出土の 7個体の大警が生産地との関係を示す良い資料である。すべて完

形lζ 佐原可能で，そのうちわけは，常滑大空 4点，箆削り丸底の須恵賀大翠 2 点，格子叩

き須恵質大主主 1点である。

以上のほかに，発掘調査の成果により，京都大学構内の遺構と六勝寺関係の遺構とを比

較し， I＼＼鳥井〈の最観形成についての研究をおこなった（岡山「京都大学構内遺跡と京・白河」本

年－m第 8主主）。 また平安時代の文献資料と遺跡から鴨束の開発についての研究をおこなっ

た（宇野「l拘束の開発J木年報第 9章）。

鎌倉時代と室町時代 医学部遺跡 A018 区で，鎌命時代の建物，＋1m，井戸，土器溜，

瓦泊と，室町時代の土塁状遺構，検出長40m の溝，石段状の遺儲，土抗，土器溜などを発

掘した（第 2 主主）。本部構内遺跡AW28 区では鎌倉時代から室町時代に至る「白川道」路両と

その北1ll0 Iこ小川を検出した（第 6'.'iti: 3）。 また， 病院西構内電気管埋設工事の立合調査（図

版］－63 ）で疎中の灰色シJレトブロックから鎌倉前期］頃の土器片を採集した。 A018 区の鎌

倉時代の遺構と室町時代の遺構とは方位が異なっていて，京都大学構内の遺跡群の大別と，

遺跡昨の拡大，縮小を考察するために役立つ資料である（第 7 ・8 章）。遺物は A018 区の

土器溜と瓦溜から出土した一括遺物が，京都大学構内から出土した鎌倉・室町時代の土器
(2) 

と瓦の編年基準となる資料である。また備前焼E期末のすり鉢がN字状口縁の常滑聾や土

師器へソ皿とともに出土している。備前焼 I • II 期の陶器も京都へ搬入されている可能性が
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あり，各種陶磁器の生産地同定について再検討する必要がある。北部構内ガス官埋設工事

の立合調査（図版 1 61) BG36 区では室町後期の石仏 2体と石卒塔婆 1 基が出土した。

江戸時代 北部構内で，水田耕土とそれに伴う柵や溝を検出した地点、は， BG32 区北

半， BG31 区西北部， BE29 区で，旧徴高地上にある BG32 区南半と BG31 区東南部にはそ

のような堆積や遺構はなかった。 BG31 区東南部では溝や土坑が検出され，水田とは異な

った土地利用が推測できたが，明治20 年測図の「京阪地方仮製 2 万分の 1地形図京都』によ

ると当地は茶畑だったことが判る。本部構内では， AT27 区で土坑と野壷，畑土を検出し，

一方医学部構内では A018 区で， 7J<.FJJ 耕土と柵と溝を検出した。遺物は， AT27 区の土坑

と野蚕出土の江戸末期から明治時代にかけての土師器と陶磁器が良好な資料である。

BE29 区， BG31 医では，水田を埋めて畑が作られたととが判ったが，その年代は明治・

大正時代である。また環境保全センター予定地の試掘調査（第 6章 4）では，金相学実験炉

を置くためのレンガ造りの土台が出土した。花商岩の切石で縁取りし，整然とレンガが敷

きつめであり，明治から大正にかけての仕事の救密さが窺えた。

吉田キャンパス外の立合調査 京都府船井郡丹波町富田蒲生野所在の農学部附属高原

牧場は，付近に 7基よりなる蒲生野古墳群と古墳時代の散布地があったため，宿舎等新営

工事の立合調査をおこなった。地表から 2.5m まで掘り下げたが，地表下に腐植土が厚く

堆積し，以下砂磯層とシノレト層が続き，遺物は発見できなかった。滋賀県高島郡高島町大

字永田字大源8番地先所在の琵琶湖古環境実験施設は，付近に「伝三矢千軒」湖底遺跡や高

島郡条里の遺跡があったため，施設新営工事の立合調査をおこなった。地表から 3.0m ま

で掘り下げたが，地表下 1. 5m までコンクリート塊を含む盛土、それ以下には粘土，シJレ

ト，砂の堆積があり， ζれらの中からヨシ類などの植物遺体を多量に発見したが，遺物は

出土しなかった。宇治rlf五ケ庄所在の宇治地区は，北に二子塚古1児市lζ 瓦塚古墳と窯跡

があったため，研究所実験研究棟新営工事の立合調査をおこなった。地表から 4.0m まで

掘り Fげたが，最下層が砂1深，その上に青灰色粘土，黒色粘質土が堆積していて遺物は出

土しなかった。

地形 北部構内と本部構内と教養部構内には，独特の色調をした黄砂層が広く堆積し

ている。 ζの黄砂層が堆積を始めた年代は，北部構内と教養部の資料から！生前期末とみ

て間違いない。本年度の理学部遺跡 BE29 区の発掘調査で， ζ の黄砂層土面から弥生中期

前葉の方形周溝墓を検出した。したがって，黄砂層の堆積は旧河道周辺を除いて，弥生中

期前葉頃l乙堆積を終えたと考えることができる。さらに本部構内では，施設部給水センタ
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し7こがっ系の堆積であり，55 m 
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この段差は高

野川の侵蝕による段を基礎に，江戸時代に造成されたものであって，ヌ~部構内には盛土が

ほとんどないことを明らかにできた。現地形で観察できる段もしくは急傾斜地は，北部構

内西側と教養部構内中央に認める乙とができ，弥生時代以後に高野川の侵蝕がこのあたり

まで及んでいたととを推測できる。

再び段が作られる。現在，本部構内は東大路の路面より l. 5～2.5m 高いが，

吉田キャンパス内には遺跡が存続以上のように，縄文時代から近世，近代に王るまで，

していたという実体が，昨年度の調査結果よりもさらに明確にできたことは一つの大きな

このような成果をもとに，地形や植物遺体・花粉の分析結果と検出した成果といえよう。

それぞれの時代における人間の生活とこの土地とのかかわりを明らか遺構とを合わせて，

吉田キャンパス外の遺跡との比較をおこない，他の地方とにしていく必要がある。 一方，

とくに，相丈・弥生時代の琵琶湖西岸地方との交流の交流の変還を研究する必要がある。

については注志を要するであろう。半友時代以後の遺跡については，本年報の第 2 部で述

鴨束の開発を平安京の展開の中に位置付ける税J江から，遺跡を総体的lこ把蛭べるように，

した。今後さらに徹子百な検討を加えていく予定である。

〔i主〕

医学部遺跡AOIS 区については，昭和54 年度におとなう予定の第 2次調査と合わせて正式な報告）
 

l
 

（
 
書を作成する。

真壁忠彦、．真壁陵子両氏の御教示による。(2) 




