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第 6章 昭和52 年度京都大学構内遺跡調査の成果

樋口隆康宇野隆夫

昭和52 年度の調奄によっていくつかの新しい知見を得たが，ここでそれをまとめ今後の

調査と研究の方1&Jを考えることにする。

縄文時代 理学部合同建物予定地の試掘調査により，北部構内に大量の値物遺体の残

存する地点が判明した（図版 l -42f) 。縄文中～後期と晩期の土器を出土する 2 屑からコン

テブ約20 杯分の士会採集し現在，種子，葉，材，花粉の分析を行なっている。分析の結果

によって当時の相生や気候を考えるとともに，自然環境に対する人聞の活動の影響を考え

うる可能性があさ）。 また北部構内各所で、行なった試掘・立合調査と， 過去の発掘調査の成

果を基にして，縄文時代から弥生時代にかけての地形復原を行なった（泉「京都大学北部

構内の地形復原」本年報 pp.43 ～48 〕。 これらの成果を合わせて環境復原を行ない，遺物

や遺構の比較研究や遺跡の理解に役立てる必要がある。

弥生時代 教養部エレベーター予定地 AQ23 区試掘調査（図版 1 46a ）で，黄砂田直下

の黒褐色土層から弥生土器が出土した（第32 図VOl ～05 ）。 VOl ～03 は聾で， VOl は口縁端

部に刻み， V 02 は口縁部直下に 4 条の箆摘き沈線支， V03 は同じく 5 条の箆拍き沈線文を施

している。これらは畿内第 I様式新段階に相当しよう。この土器と共伴して器壁が厚い鉢

形の土器V 01 ・05 が出土した。 V05 は胎士に砂粒を含み， 色調は表面が明褐色で内部が黒

禍色，焼成はかなり良い。仁l縁端部に水平の而取りを行ない，外面に二枚只による条痕，内
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第32 図京都大学構内逃助出土の弥生土器
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面に指撫でを施している。 V04 は胎土と色調は V05 とほぼ同じであるが，作りが粗雑で、外

面に条痕がない。これらの土器は縄文土器の系統を直接ひくものである可能性がある。吉

田キャンパスにおける従来の調査でも細丈土器の手法を残す弥生土器の存在が注意されて

いた〔京大埋文年報77 p.23 〕が， 今回， 畿内第 I様式土器と共作ーしたことは，京都盆地に

おける弥生時代開始の問題を考える上で一つの手掛かりとすることができょう。また理学

部合同建物予定地試掘調査では無頚査と底部破片が出土し（第32 図IV15 ・16 〕，京大病院遺

跡AF14 区では査の肩部破片が出土している（第32 図H01 ）。これらの弥生土器は小量で細

片が多く遺構も発見していないが，北部と教養部と病院の各構内で弥生前期から同中期初

頭の土器が出土する例がかなりあり，吉田キャンパスから岡崎付近にかけて弥生時代の一

つの中心地が存在したと推測している。吉田キャンパスの白川の扇状地を中心とする地域

では， 弥生中期初頭には厚い黄砂層の堆積が始まり， 弥生中・後期の遺物が出土する例は

少ない。鴨川，高野川の扇状地砂磯層の中からも弥生土器が出土するがまれである。

古噴～奈良時代 吉田キャンパスの黄砂層が堆積する地域では黄砂層の直上に黒色土

が堆積し古墳時代後期以後を中心とする造物が出土する。北部構内電気管埋設工事の立

合調査では， 7 世紀前半頃の須恵器の杯と査が出土し黒色士が堆積する年代の一点を示

すく第21 図IV06 ・07 ）。京大農学部遺跡BE33 区ではこれよりやや遡る須恵器が出土している

〔京大埋丈年報77 図版39 〕。京大病院遺跡 AF14 区では砂磯屑の中から奈良時代の須恵器杯

が出土し，京大医学部遺跡 A018 区でも奈良時代の額恵器杯が出土している。この時期の

造物の出土は少ないが平安京造営前の京都盆地研究の貴重な資料となるものである。

平安時代 京大病院遺跡 AF14 区で川 SX02 の護岸跡を検出した（第 7 岡，図版7-3 ・4）。

護岸のために貼り付けた粘土内から平安中期の土師器が出土し高野川系の礁が堆積する

ことは，六勝寺の造営をはじめとする平安後期の大規模な鴨川以東の開発を考える上で重

要な意味をもっ。また SX02 が高野川もしくはその支流である可能性が強I, ；ことは，鴨川

と高野川の流路問題を考える手掛かりとなろう。北部構内電気管埋設工事でも，平安中期

の遺物（第21 図IV09 ）を出土するピットを検出している。京大病院遺跡 AF14 区では SX02

が埋没した後に掘削した平安後期の井戸群が出土した（図版 8 1～4〕。井戸には，井筒を

据えた l::V こ朝顔形に石を組み上げるもの，井筒を据え円筒形に石を組み上げるもの，井筒を

据えるだけのもの，板を組み合わせた方形の井筒を据えるもの，素掘りのものなどがある。

京大病院遺跡 AF14 区は昭和51 年度に発掘調査を実施した京大病院遺跡 AE15 区の北に隣

接する。 AE15 区では瓦の出土が多く井戸が少ないのに対して AF14 区では瓦の出土が少
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なく井戸が多いとし、う差兵がある。京大病院遺跡全体が白河北殿比定地の北に隣接するこ

とと合わせて遺跡の性格を検討する必要がある。また教養部エレベーター予定地AN23 区

試掘調査では平安後期のJi]与を検出した（以！版 1- 46b ）。 溝の断面は整った逆台形で泌さ約

lm, 方向はほぼ真東丙:Jjf 白jで， わずかに東に振る。調査区域が狭いためその性格は明ら

かでないが， 昭和50 年度に教長音J!AM24 ドーから瓦溜が出土していることと合わせて， 福

勝院の北を限る溝，もしくは白河条坊と関連する溝である nf 能性を考えている。平安後期

は以上のように遺構の数も多く造物も士師器，瓦！器，陶磁器，瓦，石製品などがかなりま

とまって出土している。

鎌倉～室町時代 医学部某健医学研究室実験主予定地の試掘調査で，平面形が楕円

の土墳を検出し内部から備前のすり鉢と常滑の輩の底部が出土した。土横内からは礁が

出土し積み上げてあった可能性もある。同予定地の試掘調査の結果に基づいて，京大医

学部遺跡 A018 区を発掘調査し昭和52 年12 月28 日の時点では室町時代の帯，土器溜，井

戸，集石等を検出した。発掘区域の中心付近に幅約3m ，深さ約0.6m の東西方向の溝があ

り，その付近から巴丈軒丸瓦，珠文帯のある十二葉菊花丈軒丸瓦，剣頭丈軒平瓦などが出

土している。剣頭文軒平瓦には平安後期のものではなく，菊花文軒丸瓦とセットになるも

のがある。瓦はほとんど小型で，土器溜や集石はこの溝の南に多い。また京大病院遺跡A

Fl4 区では南北方向の溝 SD05 から室町後期の遺物がまとまって出土した。

江戸時代 京大病院遺跡 AH17 ［又と同 AF14 区で江戸後期を中心とする遺構を検出し

た（図版 1 34 ・39 ）。京大病院遺跡 AH17 区には三時期の遺構があり， 最下層は江戸中期

頃に遡る可能性がある。遺構は，井戸，集石，柵列があり，遺物は伊万里，唐津，備前，

京焼，信楽，産地不明の陶磁器，土師探， 土製品などが出土した。最下層の井戸 SEl で

は完形の地蔵菩薩塑像が出土している。京大病院遺跡 AF14 区では洪水による礁層をはさ

み江戸後期と江戸末～明治時代の耕作土層を検出した。下層の耕作土層に伴なう野井戸と

野査から，伊万里，京焼，産地不明の鉄紬の陶器，土師器，土製品のまとまった資料が出

土している（第16 図）。また耕作土を掘り込む東西方向の，方形のピット列があり，スパン約

2.5m である。京大病院遺跡 AH17 区から検出した柵列と同様のもので，畑に伴なう耕作遺

構と考えている。また北部構内の試掘調査や京大医学部遺跡 A018 区の発掘調査では近世

の水田耕土を検出している。この畑地と水田の関係は明治20 年測図の仮製 2万分の 1 の地

図と一致する。吉田キャンパスでは室町末から江戸前期にかけての遺構や遺物が少ないが，

この時期に吉田キャンパスのかなりの地域が田畑化するようである。京大病院遺跡 AF14
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区上層の耕作土は京都大学の土地購入時（明治29年〉頃まで耕されていたと推定している。

古田キャンパス以外で、は和歌山県瀬戸遺跡の発掘調査を行ブ£った（第22 悶）。同遺跡では

縄丈後・晩期の土器，石器，骨角器が出土し，縄文晩期の士域から人骨がIH土した〔図版13 ）。

人骨は抜荷のある成人女性で，大腿骨付近から子安H が出土し少し離れた地点に石が置

かれていた。晩期の埋葬として貴重な資料である。出土した土器も吉田キャンパス出土の

縄文土器と合わせて近畿地方の縄文後・晩期の土器編年を進めるための資料とすることが

できる。また，環境復原の一環として，貝層から採集した只の同定研究を行なっている。

弥生時代の遺物としては畿内第 l様式の査の口縁部と畿内第 N・V 様式の土器が出土した

（第31 図Vl33 ～38 ）。 このほかに目良式B 額に相当する製塩土器が出土している（第31 閃VI

53・54〕。 また古頃！時代rjt ～後期の須恵器と土師器が出土し耳石状の遺構を検出した〔図

版14-1 ）。なお土器に関しては，産地を同定するため胎土分析を行なう予定である。

以上のように京大吉田キャンパスには遺物を包含していない黄砂層が堆積する時期を除

くと，縄文時代から近世，近代に五るまで，ほぼ全期間にわたってl遺跡が存在する。これ

らの個々の遺跡における個別研究の成果を総合して，吉田キャンパスの過去から現代に至

る環境や，土地利用の歴史を復原することも必要であろう。また計同キャンパス全体の遺

跡を理解するためには，吉田キャンパス以外の遺跡との比較研究が欠かせない。縄文時代

の研究においても吉田キャンパスの細丈遺跡とともに和歌山県瀬戸遺跡の調査を行なった

ことによって，より多くの生II見を得ることができた。また吉田キャンパスにおける土地利

用の変遷L 鴨川以東の他遺跡との関連や，京都盆地全体の中で、位置づけることによって

理解を深めることができる。また陶磁器をはじめとして，遠隔地から運ばれた遺物も多く，

産地における遺跡と比較すれは流通や消費の問題を考えることが可能であろう。

そのためにも今後，相互に関連する遺跡の調査と研究を行なう機関や研究者間の交流が

より一回，盛んになることが望まれる。

〔詮〕

(1 ）晩期の土器をlU土する層で，とちの突が多いとし、う知見を千！？ているが，分析を完了してから総合

的に考察を加えたい。

(2) 口縁端部に水平の面取りを行ない，内而の調整が机いため， fr澗iの破片ーである可能性もある。




