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第 ２ 章　京都大学病院構内ＡＨ18区の発掘調査

笹川尚紀　　千葉　豊

　 １　調査の概要

　本調査区は，京都大学病院東構内の中央やや西寄りに位置し，聖護院川原町遺跡に含ま

れる（図版 １，図 １－436）。ここに，Ⅱ期病棟およびiPS等臨床試験センター棟の新営が

計画されたため，遺跡がすでに壊されていると想定しうる範囲をのぞいて，発掘調査をお

こなった。調査期間は2016年 ２ 月15日から ４月15日まで，調査面積は480㎡である。

　本調査区の周辺では，南西に近接する34地点において，中世前期の溝，近世の井戸・集

石・溝，近代の柵列などがみつかっている〔泉1978〕。また，南に位置する338地点からは，

中世の井戸，近世の溝・石垣・集石・井戸・土坑などが検出されている〔冨井・笹川2010〕。

　かかる成果をふまえたうえで，それらの時代における土地利用の推移について明らかに

するために，発掘調査を実施した。その結果，中世の土取り穴，近世の土坑・土取り穴・

溝，近代の土坑・井戸などを確認するとともに，整理箱31箱分の遺物をえるにいたった。

　 ２　層　　　位

　本調査区は，現代における工事にともない，約3/4の面積がすでに攪乱されていた。そ

こで，残存部分において，地層を観察するための畔を東西方向に設定した（図 ２）。

　現地表の標高は約49ｍであり，表土は機械掘削によってとりのぞいた。第 １層の灰褐色

図 1　調査地点の位置（左1/25000，右1/2500）
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土は，近世後半の遺物包含層で，耕作土であるともくされる。

　その下のＳＸ １・ＳＸ ５とＳＸ ２・ＳＸ ６は，第 ３層の黄灰色シルトを採取する目的で

掘られた，近世後期と中世後期の土取り穴であろう。

　第 ２層の灰白色砂は，北の方角からの自然流路の堆積物であると考えられる。近世前半

ごろに溜まったのではないかと推量される。

　第 ４層以下は，シルト・砂・礫から構成される水成の堆積物で，いずれも白川系流路に

よって運搬されてきたものである。このうち，第 ９層～第14層のシルト・砂礫層から，縄

文時代早期の押型文土器とそれに伴なうとおぼしき無文土器が出土した。

図 ２　調査区東西畔の層位　縮尺1/80
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　 ３ 　縄文時代の遺物

　第 ９層～第14層のシルト・砂礫を主体とする層群から出土した早期の土器と歴史時代の

遺構・遺物包含層から混在して出土した中期～晩期の土器について解説する（図 ３）。

　Ⅰ １～Ⅰ18は下層のシルト・砂礫を主体とする層群から出土した。Ⅰ １～Ⅰ ７は山形押

型文を施文している。Ⅰ １・Ⅰ ２は口縁部の破片。Ⅰ ３～Ⅰ ７は体部の破片。いずれも山

形押型文を横位に施文している。器壁の厚みは，Ⅰ ２が ７㎜あるが，ほかは ４～ ５㎜と薄

手の作りである。Ⅰ ８は内面に左下がりの沈線を施している。凸部は丸く調整されいる。

外面は磨滅で判然としないが，楕円押型文が施文されている可能性もある。Ⅰ ９も磨滅し

ているが，体部には楕円押型文を施文している。Ⅰ10～Ⅰ18は無文土器。器壁の厚みは，

７㎜～12㎜。Ⅰ10とⅠ11は口縁端部で，丸く収めている。

　第 ９層～第14層から出土した土器のうち，山形押型文を施文するⅠ １～Ⅰ ７は，神並上

層式～黄島式直前段階に，楕円押型文を施文するⅠ ８とⅠ ９は黄島式に型式比定すること

ができよう。無文土器の編年的位置づけに関しては，黄島式に伴なうという通説に対して，

出土状況の検討などから最近議論があるが〔兵頭2008〕，吉田二本松町遺跡で黄島式に伴

なうような形で無文土器が出土している事例〔千葉・阪口2005〕を勘案すれば，今回の無

文土器も押型文土器（黄島式）に伴出しているとみるのが自然であろう。

　比叡山西南麓では，押型文土器を出土する遺跡が複数発見されており，北白川廃寺下層

遺跡では山形文を主体とする黄島式直前段階の住居跡も見つかっている〔網1994〕。先述

した吉田二本松町遺跡では黄島式に比定できる押型文土器がまとまって出土している。

　病院構内ではＡＨ19区から山形押型文土器が １点見つかっていたが，歴史時代の包含層

から出土したものであった〔千葉1991〕。今回出土した押型文土器は，出土状況と磨滅の

状況から判断して，より東あるいは北で展開していた押型文期の遺跡からの流れ込みであ

ると理解してよいだろう。それとともに，下層の砂礫を中心とする堆積物から出土したこ

とから，下層に堆積する砂礫の年代の一端を知る材料ともなった。

　Ⅰ19・Ⅰ20は中世の土取り穴ＳＸ ６の埋土より混在して出土。Ⅰ19は口縁端よりやや下

がった位置を沈線が横走する。中期末に属するか。Ⅰ20は無文土器で，内外面を撫でて仕

上げている。口縁端部は丸く収めている。後期の無文粗製土器。

　Ⅰ21は近世の包含層より出土した凸帯文土器。口縁端部に接するように，断面三角形の

凸帯が貼り付く。凸帯には軽い刻みが加えられている。晩期末の長原式である。
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図 3 	 下層砂礫出土縄文土器（Ⅰ １～Ⅰ18早期），ＳＸ ６出土縄文土器（Ⅰ19中期，Ⅰ20後期），灰褐
色土出土縄文土器（Ⅰ21晩期）
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　 ４ 　中世の遺跡

　⑴ 遺　　構（図版 ２，図 ４）

　この時期の遺構としては，ＳＸ ２とＳＸ ６を検出した。これらの遺構は，第 ３層の黄灰

色シルトを採取するための土取り穴であると考えられる。

　それら土取りの時分にかんしては，ＳＸ ２からＦ１類とＦ３類の土師器皿，ＳＸ ６から

Ｆ１類とＦ２類の土師器皿が出土しているので，中世後期，より具体的に述べると，16世紀

代に求められると推測される。ＳＸ ６よりもＳＸ ２の方が先行するものの，時期的に大き

なへだたりはなかったのではないかと思われる。

　ちなみに，ＳＸ ２やＳＸ ６の埋土には，茶褐色土・褐灰色土・黄灰色シルトなどにくわ

えて，黒褐色土が混ざり合っていた。また，それら ２つの遺構からは，古代の遺物がいく

つかとりあげられている。したがって，これら事柄を勘案すると，古代の遺物包含層であ

る黒褐色土が，このあたりにおいて広がっていた可能性が存しているといえる。

　⑵ 遺　　物（図版 ３，図 ５・ ６）

　ＳＸ ２出土遺物（Ⅰ22～Ⅰ36）　　Ⅰ22～Ⅰ32は土師器皿。Ⅰ22は「て」字状口縁手法

のＢ２類。Ⅰ23～Ⅰ26は ２ 段撫で手法のＣ３類。Ⅰ23～Ⅰ25は口径9.5～10㎝，Ⅰ26は口径

13㎝である。Ⅰ27・Ⅰ28は １ 段撫で手法で，前者は素縁のＤ３類，後者は端部面取りのＤ４

類。Ⅰ27は口径10㎝，Ⅰ28は口径16㎝である。Ⅰ29～Ⅰ32は １ 段撫で手法で，Ⅰ29はＥ３類，

Ⅰ30はＦ１類，Ⅰ31・Ⅰ32はＦ３類。いずれも小片で，口径は不明である。Ⅰ29は口縁端部

中世の遺跡

図 ４　中世の遺構　縮尺1/400
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0 20㎝

図 ５ 	 ＳＸ ２ 出土遺物（Ⅰ22～Ⅰ32土師器，Ⅰ33瓦器，Ⅰ34灰釉陶器，Ⅰ35・Ⅰ36白磁），ＳＸ ６出
土遺物⑴（Ⅰ37～Ⅰ56土師器）
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中世の遺跡

図 ６ 	 ＳＸ ６ 出土遺物⑵（Ⅰ57～Ⅰ67土師器，Ⅰ68・Ⅰ69黒色土器，Ⅰ70瓦器，Ⅰ71～Ⅰ73須恵器，
Ⅰ74・Ⅰ75緑釉陶器，Ⅰ76・Ⅰ77灰釉陶器，Ⅰ78・Ⅰ79陶器，Ⅰ80青磁，Ⅰ81～Ⅰ84白磁，Ⅰ
85土製品，Ⅰ86・Ⅰ87瓦）
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に煤がわずかに付着している。

　Ⅰ33は楠葉型の瓦器椀。体部はゆるやかに内湾し，端部はやや尖り気味となる。外面に

篦磨き，内面に圏線篦磨きが認められる。

　Ⅰ34は灰釉陶器の椀ないしは皿。底部内面に灰釉が施され，貼り付け高台を有する。

　Ⅰ35は口縁部を玉縁とする白磁椀。Ⅰ36は白磁皿。口縁部が横方向に屈折する。

　ＳＸ ６出土遺物（Ⅰ37～Ⅰ87）　　Ⅰ37～Ⅰ63は土師器皿。Ⅰ37はＢ４類，Ⅰ38はＣ３類，

Ⅰ39・Ⅰ40はＣ４類，Ⅰ41～Ⅰ44はＤ２類，Ⅰ45～Ⅰ52はＤ３類，Ⅰ53・Ⅰ54は乙訓在地形，

Ⅰ55～Ⅰ60はＥ１類，Ⅰ61はＦ１類，Ⅰ62・Ⅰ63はＦ２類である。Ⅰ64は土師器受皿。Ⅰ65

は灰白色を呈する土師器くぼみ底小椀。Ⅰ66は灰白色の土師器皿で，口縁部が外反し，端

部を内側へつまんでいる。Ⅰ67は土師器羽釜。口径は24㎝である。

　Ⅰ68・Ⅰ69は黒色土器椀。いずれも内面のみを黒色に仕上げるＡ類にあたる。前者は内

面に緻密な篦磨きがみうけられる。後者は断面三角形の貼り付け高台を有する。どちらも

口径は15㎝である。

　Ⅰ70は器種不明の瓦器の底部片。底径11㎝前後で，脚部は外側へ開いている。

　Ⅰ71は須恵器壺。底部外面に回転糸切り痕が認められる。Ⅰ72・Ⅰ73は須恵器片口鉢。

前者は口縁部が強く外反し，その端部はつまみあげられている。

　Ⅰ74・Ⅰ75は緑釉陶器椀。Ⅰ76・Ⅰ77は灰釉陶器の椀ないしは皿。

　Ⅰ78・Ⅰ79は古瀬戸。前者は折縁中皿。後者は底部の破片で，外面を露胎とし，低い高

台を削り出している。

　Ⅰ80は青磁椀。Ⅰ81～Ⅰ84は白磁椀・皿。Ⅰ81・Ⅰ84は口縁部が玉縁となる。Ⅰ82は見

込みに段が存し，外面は露胎で，高く直立する高台を有している。

　Ⅰ85は土錘。長さ ２㎝，幅0.5㎝で，直径0.3～0.4㎝の孔をもつ。

　Ⅰ86は軒平瓦。斜格子文のなかに菱形文を配する。瓦当折り曲げ式で，凹面に布目痕が

残されている。Ⅰ87は丸瓦。凸面には縦方向の縄叩き，凹面には布目の痕跡が認められる。

　 ５　近世・近代の遺跡

　⑴ 遺　　構（図版 ２，図 ７）

　近世の遺構　　この時期の遺構としては，土坑・土取り穴・小穴・溝があげられる。

　ＳＸ ３は，第 １層の灰褐色土を掘削したのち，検出された。現代において掘りうがたれ

ているがゆえに，その平面形を把握することができない。底部の標高は約46.95ｍで，検
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出面からの深さは約43.5㎝をはかる。第 ３層の黄灰色シルトが掘りぬかれており，かつ遺

物が多くみつかっていることからすると，ＳＸ ３は，不要物を廃棄するための土坑とみな

すのが妥当であろう。

　ＳＸ ４は，土取り穴ＳＸ １の下部で確認された。検出面からの深さは約15㎝をはかる。

その埋土は細かな石で，土取り穴であるＳＸ １やＳＸ ５の埋土とは異なっていることから

すると，ＳＸ ４は，土取り穴の一部ではなく，平面楕円形を呈する土坑と判断するのが穏

当であろう。

　ＳＸ １とＳＸ ５は，灰褐色土を掘削したのちにみつかった土取り穴。第 ３層の黄灰色シ

ルトを採取するために掘られたもので，前者は後者よりも時期的にややさかのぼる。

　以上の土坑ＳＸ ３・ＳＸ ４，土取り穴ＳＸ １・ＳＸ ５は，出土遺物をふまえると，いず

れも江戸時代後期のものであると想定される。

　ＳＤ １は，灰褐色土の上面で確認された南北溝。幅は １ｍから1.2ｍくらい，深さは40

㎝から50㎝くらいをはかる。

　その埋土は ３つの層に分けられ，一番下の層には灰白色砂が混じり，またまん中の層で

はそれが筋状に入っているのがみうけられた。それゆえに，水が流れていたことは，まず

否定しえないといえる。

　出土遺物などから，幕末ごろに掘られ，そののちしばらくのあいだ，耕作のために用い

つづけられていたのが察せられる。

　近代の遺構　　ＳＫ １は土坑で，その西側は現代の掘削によって破壊されていた。ただ

図 ７　近世・近代の遺構　縮尺1/400
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し，東西畔で観察したところ，平面で不定形となるのが判然となった。出土遺物は瓦が多

く，それらを捨てるために掘られたと推量される。

　ＳＥ １は井戸で，井筒は漆喰によって作られている。その底はあまりにも深いがゆえに，

井筒上面から約 ３ｍのところで掘りあげを断念した。なお，そのときの標高は約44.4ｍを

かぞえる。

　埋土には，20個を越えると思われる湯たんぽの多量の破片など，京都帝国大学附属病院

関連の遺物が含まれていた。よって，それが使用していた井戸であったとみなしてよかろ

う。

　ちなみに，ＳＥ １からは，円筒に円板が付き，その中心部分を穿孔させる用途不詳の遺

物が出土している。それには「PATENTED	AUG.14,1900」とみえ，つまるところ，明治

33年 ８ 月14日に特許をとった製品（の一部）であったことが知られる。くわえて，この遺

物には，煤が厚く付着していることからすると，京都帝国大学附属病院において使われて

いたのが推測される。

　これら事柄を勘案すると，それがＳＥ １に捨てられたのは，明治33年 ８ 月14日からひさ

しくしてのちであり，ひいては，そこからの出土遺物の過半もまた，おおよそ同じ時期に

廃棄されるにいたったのではないかという点がくみとれよう。

　⑵ 遺　　物（図版 ３，図 ８～23）

　ＳＸ 3出土遺物（Ⅰ88～Ⅰ117）　　Ⅰ88は古代の土師器甕。口縁部内外面に横撫でを

施し，その端部を内側へ折り返している。

　Ⅰ89～Ⅰ94は土師器皿。口径 ９～10㎝で，いずれも見込みに圏線を有する。Ⅰ92・Ⅰ93

は口縁端部に煤が付着している。Ⅰ94は煤によって全体が黒ずんでいる。Ⅰ95は土師器。

口縁部を外側に折り曲げ，体部外面中ほどを突出させる。Ⅰ96は土師器焙烙。口径22㎝で，

口縁部と体部の境に段をもつ。体部外面は煤によって黒変している。Ⅰ97は内面に布目痕

を有する焼塩壺の蓋。Ⅰ98は土師器のいわゆるつぼつぼ。Ⅰ99は軟質施釉陶器の玩具。舟

形で，内面中央に突起が存する。

　Ⅰ100～Ⅰ103は陶器椀。Ⅰ101は京・信楽系で，銹絵をもち，透明の釉がかけられている。

また，上絵が剝がれ落ちた痕跡が認められる。Ⅰ102は体部外面にくぼみが存する。Ⅰ103

は腰折形。Ⅰ104は軟質施釉陶器で，ままごと道具のすり鉢。

　Ⅰ105は青磁椀。輪高台で畳付を露胎とする。Ⅰ106～Ⅰ114は磁器染付の盃・椀の類。

Ⅰ107は口縁端部内側の釉を剝ぎとっているので，蓋をもつ可能性がある。Ⅰ112は見込み
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図 8 	 ＳＸ ３ 出土遺物（Ⅰ88～Ⅰ98土師器，Ⅰ99～Ⅰ104陶器，Ⅰ105青磁，Ⅰ106～Ⅰ115磁器，Ⅰ
116青銅製品，Ⅰ117石製品），ＳＸ ４出土遺物（Ⅰ118磁器）　Ⅰ116縮尺1/2
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を蛇の目釉剝ぎし，畳付を露胎とする。これとⅠ114はいわゆるくらわんか茶椀である。

Ⅰ115は磁器染付の仏飯。畳付の釉を剝ぎとっている。Ⅰ116は青銅製の鋲。

　Ⅰ117は石製の硯。裏面に刻書が存し，右端に ５字ほど，左端に ３字がみうけられる。

前者の １・ ２文字目は「応」であろうか。

　ＳＸ ４出土遺物（Ⅰ118）　　Ⅰ118は磁器染付の蓋。「福寿」「寿福」という吉祥句が，

向かい合って ２つずつ存する。

　ＳＸ 1出土遺物（Ⅰ119～Ⅰ145）　　Ⅰ119～Ⅰ122は中世の土師器。Ⅰ119はＤ３類，Ⅰ

120はＥ１類，Ⅰ121はＦ１類の皿である。Ⅰ122は受皿。Ⅰ123は焼塩壺の身。

　Ⅰ124～Ⅰ126は陶器椀・皿。Ⅰ126は腰折形。Ⅰ127は灰釉を施す陶器灯明皿。口径12㎝

で，灯芯のすべりを防ぐ沈線を見込みに刻んでいる。Ⅰ128～Ⅰ130は陶器鍋の底部片。Ⅰ

131は蓮月焼の小片。急須の蓋とみられ，把手の一部が残存している。内面の刻書は「蓮月」

の可能性がある。Ⅰ132は陶器鍋の蓋か。白泥を用いていっちん描きしている。

　Ⅰ133・Ⅰ134は磁器染付の椀。後者には草花文が描かれている。Ⅰ135は磁器染付の蓋。

　Ⅰ136～Ⅰ138は泥面子。Ⅰ139・Ⅰ140は土製品。前者は灰白色の精良な胎土で作られた

箱庭道具。塔の屋根をかたどったものであろう。後者は人形の類で，仏坐像と思われる。

　Ⅰ141～Ⅰ143は青銅製の鋲。Ⅰ144・Ⅰ145は銭貨で，寛永通宝である。

　ＳＸ ５出土遺物（Ⅰ146～Ⅰ149）　　Ⅰ146は陶器。Ⅰ147は磁器染付の猪口。見込みに

五弁花を描く。Ⅰ148は泥面子。Ⅰ149は青銅製の鋲。

　小穴出土遺物（Ⅰ150～Ⅰ153）　　Ⅰ150は土師器皿。Ⅰ151は陶器の瓶の類。口縁端部

外側を肥厚させる。Ⅰ152は陶器鍋の蓋。呉須で文様を描き，透明の釉をかけている。Ⅰ

153は銅版刷りによる文様を有する磁器染付の筒形椀。明治時代の製品である。

　ＳＤ 1出土遺物（Ⅰ154～Ⅰ190）　　Ⅰ154は土師器皿。口径は7.5㎝である。

　Ⅰ155～Ⅰ164は陶器。Ⅰ155は京・信楽系の煎茶椀。 ２羽の鶴の銹絵をもち，切高台の

まわりをのぞいて透明釉が施されている。Ⅰ156は蓋物の蓋。Ⅰ157は土瓶の蓋で，白泥を

用いていっちん描きしたのち，透明の釉がかけられている。Ⅰ158は焼締め焼成で，器種

は不明である。端部においてほぼ等間隔に ４ヵ所の切り込みを有する。Ⅰ159は瓶の類。

外面は無釉で，内面に施釉している。底部に横位で刻印銘が存する。Ⅰ160は鉄釉を施す

秉燭。Ⅰ161は蓮月焼。無釉焼締めで刻書しており，把手の剝落した跡が残る。蓋物の蓋

になるとみられる。Ⅰ162は口径22㎝の鉢。体部は丸みをもって立ちあがり，口縁部がや

や外反する。内面および体部外面には，鉄釉で文様を描いており，後者のそれは蛸唐草文
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図 ９ 	 ＳＸ １ 出土遺物（Ⅰ119～Ⅰ123土師器，Ⅰ124～Ⅰ132陶器，Ⅰ133～Ⅰ135磁器，Ⅰ136～Ⅰ140
土製品，Ⅰ141～Ⅰ143青銅製品，Ⅰ144・Ⅰ145銭貨），ＳＸ５出土遺物（Ⅰ146陶器，Ⅰ147磁器，
Ⅰ148土製品，Ⅰ149青銅製品）　Ⅰ131・Ⅰ136～Ⅰ145，Ⅰ148・Ⅰ149縮尺1/2
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0 20㎝

図10	 小穴出土遺物（Ⅰ150土師器，Ⅰ151・Ⅰ152陶器，Ⅰ153磁器），ＳＤ １出土遺物⑴（Ⅰ154土師
器，Ⅰ155～Ⅰ164陶器，Ⅰ165・Ⅰ166白磁，Ⅰ167～Ⅰ172磁器）　Ⅰ159の拓本・Ⅰ161縮尺1/2
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0 20㎝

図11	 ＳＤ １ 出土遺物⑵（Ⅰ173～Ⅰ179磁器，Ⅰ180白磁，Ⅰ181～Ⅰ188土製品，Ⅰ189陶器，Ⅰ190
石製品）　Ⅰ181～Ⅰ188縮尺1/2
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である。また，前者の文様は白化粧したのちに入れられている。Ⅰ163は鉄釉を施す仏花瓶。

Ⅰ164は火鉢。体部は面をもち，円盤状の高台には半球状の足が付く。

　Ⅰ165は白磁盃。体部外面に凸線をもつ。Ⅰ166は白磁そり皿。瀬戸・美濃系で，木型打

ち込みにより成形されている。Ⅰ167～Ⅰ174は磁器染付の盃・椀。Ⅰ168・Ⅰ169は瀬戸・

美濃系で，口縁部に鉄錆を施している。Ⅰ172には蟹が描かれている。Ⅰ175・Ⅰ176は磁

器染付の皿。後者は口縁部が外反し，蛇の目凹形高台を有する。Ⅰ177は磁器染付の筒形

の猪口で，焼継ぎがおこなわれている。底部外面に「成化年製」銘がみうけられる。Ⅰ

178・Ⅰ179は磁器染付の蓋。Ⅰ180は白磁の紅皿。

　Ⅰ181～Ⅰ185は泥面子。Ⅰ186・Ⅰ187は土人形の類で，前者は狐，後者は狛犬をかたど

っている。Ⅰ188は墨痕が認められる土製品。半分ずつ型作りされたものの一方で，つな

ぎ合わせたのちに，その部分で割れてしまっている。Ⅰ189は軟質施釉陶器で，外面に透

明釉と緑釉を薄く施している。ままごと道具であろう。Ⅰ190は砥石。両面ともに複数の

筋が刻まれており，よく使い込まれている様子がみてとれる。

　ＳＫ 1出土遺物（Ⅰ191～Ⅰ227）　　Ⅰ191・Ⅰ192は土師器皿。口径7.5㎝で，どちら

も口縁端部に煤が付着している。Ⅰ193は土師器焙烙。型作り成形で，体部外面には離れ

砂がくっついている。

　Ⅰ194～Ⅰ201は陶器。Ⅰ194は京・信楽系の煎茶椀。 ２羽の鶴の銹絵が存し，切高台の

まわりをのぞいて透明の釉がかけられている。Ⅰ195は皿。見込みに菊花文を型押しし，

輪高台とその内側を露胎とする。Ⅰ196～Ⅰ198は蓋。Ⅰ198は土鍋のそれで，白泥を用い

ていっちん描きしている。Ⅰ199・Ⅰ200は土瓶。前者は無釉焼締め焼成で，球形の胴部に

直線的な注口が付く。後者はそろばん玉形の体部に短い注口をもち，弦を通す耳が ２つ存

する。 ３つの足を添える底部は露胎とされ，煤が厚く付着している。Ⅰ201はいわゆる通

い徳利。胴部には釉がかからない長方形の部分があって，そこに墨で文字を書き入れてい

る。 １字目は「河」，最後の字は「治」であろう。

　Ⅰ202は瀬戸・美濃系の磁器染付の椀。Ⅰ203は花文などを描く上絵磁器の椀。赤を基調

に，金・青・緑などの色釉が用いられている。Ⅰ204は蛇の目凹形高台の磁器染付の皿。

Ⅰ205は上絵磁器の蓋。

　Ⅰ206は回転台を用いて整形されている土師器皿。見込みに圏線を有する。ままごと道

具であろう。Ⅰ207は土人形の類で，狐をかたどったもの。首から上を欠損する。型合わ

せで成形され，中が空洞になっている。
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図1２　ＳＫ １出土遺物⑴（Ⅰ191～Ⅰ193土師器，Ⅰ194～Ⅰ201陶器，Ⅰ202～Ⅰ205磁器）
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図13　ＳＫ １出土遺物⑵（Ⅰ206土師器，Ⅰ207土製品，Ⅰ208木製品，Ⅰ209～Ⅰ211瓦）
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図1４　ＳＫ １出土遺物⑶（Ⅰ212～Ⅰ215瓦）
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図1５　ＳＫ １出土遺物⑷（Ⅰ216～Ⅰ219瓦）
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図1６　ＳＫ １出土遺物⑸（Ⅰ220・Ⅰ221瓦）
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図1７　ＳＫ１出土遺物⑹（Ⅰ222～Ⅰ227瓦）
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　Ⅰ208は把手の付いた漆が塗布されている木製品。簞笥の引出しの一部であろう。

　Ⅰ209は凸型均整唐草文の軒平瓦。瓦当裏面に横撫で，平瓦部両面に撫でを施す。釘穴

は端部において中心線と側縁の中間付近に １つ認められるので，向かって左側の欠損部分

にもう １つ存していたことが推断される。

　Ⅰ210は四角形で囲まれた「住瓦庄」という刻印をもつ瓦。軒平瓦ないしは平袖角瓦の

いずれかの破片と思われる。「住瓦庄」は「住吉の瓦屋の庄兵衛」を省略したもので〔山

路1996〕，現在の大阪市住吉区において作られた瓦である。

　Ⅰ211は玉縁をもつ丸瓦。凸面に三方を直線で囲まれた「住瓦庄」の刻印を有する。側

縁は面取りし，凸面は磨いて仕上げている。凹面には布目痕および直線状の11本の平行刻

線が存する。

　Ⅰ212は丸瓦。側縁は面取りし，凸面は磨いて仕上げている。凹面には棒状工具による

刺突痕がみうけられる。

　Ⅰ213～Ⅰ219は平行刻線をもつ瓦。Ⅰ213は熨斗瓦，それ以外は平瓦である。Ⅰ213・Ⅰ

214は凹面に，それらのほかは凸面に平行刻線が施されている。波状のもの，直線状のそ

れを斜めに交差させたもの，直線状と波線状のそれをともに用いたものが認められる。

　Ⅰ220・Ⅰ221は右桟瓦。前者の最大幅は約28.5㎝で，凹面の大半が浅黄橙色を呈する。

後者の法量は，最大幅約28㎝，全長約28.5㎝で，尻側桟部に切り込みをもつ。凹面側は丁

寧に磨いて仕上げられている。

　Ⅰ222～Ⅰ226は端面に刻印銘を有する瓦。Ⅰ223は右桟瓦で，円形にカタカナの「ト」

ないしはうらないの「卜」のどちらかの刻印が存する。そのほかのものは桟瓦もしくは平

瓦。Ⅰ224は四角形に「五」の刻印銘をもつ。Ⅰ226は四角形に「昆太」あるいは「日比太」

で，その上寄りの押捺の位置から，上端が欠けてしまったと思われる。

　Ⅰ227は棟端瓦。外面および外縁は丁寧に撫でて仕上げられている。裏面は粗い撫でを

施し，箱状にくぼむ。また，山形の把手を有している。

　ＳＥ 1出土遺物（Ⅰ228～Ⅰ235）　　Ⅰ228～Ⅰ232は陶器の筒形の湯たんぽ。そのよう

な形の湯たんぽは，明治時代に西欧からもたらされ，その中期以降，各地の窯場で多量に

作製されたとされる〔伊藤紀之2010〕。いずれも ２種類の釉を重ねがけし，個々の大半は

白色ないしは灰白色を呈している。ここでは，墨書・朱書があるもののみを掲出した。

　Ⅰ228は完形で，筒部上面に「破損品」と墨書する。そうした書き入れからすると，壊

れたものとしてあつかわれていたことになる。なお，「品」の近く，筒部の隅のあたりに
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図18　ＳＥ １出土遺物⑴（Ⅰ228～Ⅰ230陶器）　縮尺1/6
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図1９	 ＳＥ １ 出土遺物⑵（Ⅰ231・Ⅰ232陶器，Ⅰ233・Ⅰ234磁器，Ⅰ235煉瓦）　Ⅰ231・Ⅰ232縮尺
1/6



28

京都大学病院構内ＡＨ18区の発掘調査

煤が付着している。Ⅰ229・Ⅰ230は筒部が轆轤によって成形され， ２つの側部は貼り付け

られている。前者には，湯を入れるところから離れた側部において墨書がみうけられ， １

字目は「病」である。 ２字目にかんしては，下部が消えているけれども，「壹」とみなして，

まずまちがいあるまい。要するに，「病壱」と判断される。いっぽう，後者には，湯を流

し込む部分の近くの側部に「病三」という朱書が存する。Ⅰ231・Ⅰ232はほぼ完形で，ど

ちらも湯を入れるところの近くの側部において朱書をもつものの，その内容を確定するこ

とはかなわないといえる。

　Ⅰ233は磁器乳鉢。内面および底部外面を露胎とする。体部外面に「京都帝国大学薬局」

と紺色で記されている。Ⅰ234は用途不明の磁器。台・卓などに接する部分を無釉とする。

　Ⅰ235は煉瓦。平の面に楕円形で囲まれた「十□
〔九ヵ〕

」という刻印がみえる。

　灰褐色土出土遺物（Ⅰ236～Ⅰ308）　　Ⅰ236～Ⅰ239は土師器皿。Ⅰ238・Ⅰ239は見込

みに圏線をもつ。Ⅰ240～Ⅰ242は土師器焙烙。

　Ⅰ243～Ⅰ258は陶器。Ⅰ243～Ⅰ249は灰釉を施す灯明受皿および皿。Ⅰ245・Ⅰ247～Ⅰ

249は口縁端部に煤が付着している。また，Ⅰ247・Ⅰ249は見込みに目跡が １つ存する。

Ⅰ250は外面を露胎とする皿。口縁部を外側に折り曲げ，玉縁状にする。口径は15㎝である。

Ⅰ251は煎茶椀。Ⅰ252・Ⅰ253は椀。いずれも内面から体部外面上半にかけて白化粧を施

したのち，呉須で文様を描いている。Ⅰ254は呉器手の椀。Ⅰ255は鉄釉を施す甕。Ⅰ256

は筒形の底部片。高台に半円形のくぼみを ２ヵ所有する。外面には黒釉がかけられている。

底部に小孔を穿った痕跡がみられるので，植木鉢ではないかと考えられる。Ⅰ257は壺。

胴部外面に「醤油」「町」「今出川下ル」と記されている。Ⅰ258は灰釉を施す台付の灯明

受皿。底部外面に回転糸切り痕が認められる。

　Ⅰ259は淡路系の磁器蓮華。竜の文様を木型で打ち込み，緑釉を全面にかけている。Ⅰ

260・Ⅰ261は陶器蓋。前者は急須のそれで，穿孔が存する。Ⅰ262は土製の焜炉の口縁部片。

外面に雷文がみえる。Ⅰ263は軟質施釉陶器。「楽」の刻印がある。

　Ⅰ264は青磁の底部片。畳付に方形で囲まれた「朱山」という刻印がみうけられる。Ⅰ

265・Ⅰ266は白磁の盃。体部外面に凸線がめぐる。

　Ⅰ267は磁器染付の皿。Ⅰ268～Ⅰ273は磁器染付の椀。Ⅰ271は見込みに「□□年製」と

みえる。Ⅰ272は外面に蛸唐草を施し，口禿とする。Ⅰ274・Ⅰ275は磁器染付の筒形の椀。

Ⅰ276・Ⅰ277は磁器染付の鉢。前者は蛇の目凹形高台をもつ。Ⅰ278は磁器染付の蓋。Ⅰ

279～Ⅰ281は磁器染付の段重。Ⅰ280は化学コバルトを用い，型紙摺りで文様を描いている。



近世・近代の遺跡

29

図２0	 灰褐色土出土遺物⑴（Ⅰ236～Ⅰ242土師器，Ⅰ243～Ⅰ258・Ⅰ260～Ⅰ263陶器，Ⅰ264青磁，
Ⅰ265・Ⅰ266白磁，Ⅰ259・Ⅰ267磁器）　Ⅰ263・Ⅰ264縮尺1/2
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図２1　灰褐色土出土遺物⑵（Ⅰ268～Ⅰ281磁器，Ⅰ282～Ⅰ288土製品）　Ⅰ282～Ⅰ288縮尺1/2
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図２２	 灰褐色土出土遺物⑶（Ⅰ289～Ⅰ298・Ⅰ303～Ⅰ305土製品，Ⅰ299～Ⅰ301陶器，Ⅰ306～Ⅰ308
石製品）　Ⅰ289～Ⅰ305縮尺1/2
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図２3	 表土・攪乱出土遺物（Ⅰ309～Ⅰ313陶器，Ⅰ314～Ⅰ321磁器，Ⅰ322～Ⅰ328土製品，Ⅰ329石
製品，Ⅰ330～Ⅰ333瓦）　Ⅰ322～Ⅰ328縮尺1/2
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　Ⅰ282～Ⅰ295は泥面子。Ⅰ296～Ⅰ301はままごと道具の類。Ⅰ299・Ⅰ300は軟質施釉陶

器の蓋で，前者は全面に緑釉が，後者は外面に透明釉が施されている。Ⅰ301も軟質施釉

陶器で，竈をかたどったものであろう。Ⅰ302は方形を呈する土製品。繧繝縁畳の上に座

る武士が型押しされている。Ⅰ303～Ⅰ305は，土製品で人形の類。Ⅰ303は鳩笛。Ⅰ304は

何かの上に乗っている童子をかたどったもの。Ⅰ305は瓦質で，まわしがみえることから，

力士が何かをしている様子をあらわしているものと思われる。

　Ⅰ306～Ⅰ308は石製品。Ⅰ306は印判。印面に「卯」，側面に「山中卯」と刻まれている。

「卯」は名前の一部であろう。Ⅰ307はかんざし。Ⅰ308は砥石。

　表土・攪乱出土遺物（Ⅰ309～Ⅰ333）　　Ⅰ309は灰釉がかけられている陶器灯明受皿。

口縁端部に煤が付着している。Ⅰ310・Ⅰ311は灰釉を施す台付の陶器灯明受皿。後者の底

部外面には回転糸切り痕が認められる。Ⅰ312は陶器蓋。白泥を用いたいっちん描きがな

されている。Ⅰ313は陶器おろし金。多数の小突起がある面には，飴釉がかけられている。

　Ⅰ314～Ⅰ320は京都帝国大学附属病院関係の遺物で，すべて磁器。Ⅰ314は皿と思われ，

外面に円形の「医院」の意匠，口縁部内面に二重線を緑色の釉で施している。Ⅰ315は見

込みに藍色で円形の「医院」のマークがあらわされている。また，輪高台の内側に楕円形

で囲まれた「草珠」という刻印が認められる。Ⅰ316は体部外面に「帝国大学模範薬局」

とみえる。また，体部外面から口縁部内面にかけて透明釉がかけられている。おそらく乳

鉢であろう。Ⅰ317～Ⅰ320は丼鉢の蓋および丼鉢。Ⅰ317とⅠ318・Ⅰ319は，同一の染付

の文様などから，組になるのがわかる。Ⅰ320は体部外面に緑色の「京」，口縁部外面に二

重線がめぐるのがみうけられる。Ⅰ321は磁器染付の筒形の椀。口縁端部を口禿とする。

　Ⅰ322～Ⅰ325は泥面子。Ⅰ326～Ⅰ328は土製品の玩具。Ⅰ328は蔵をかたどったもの。

Ⅰ329は石製の硯。

　Ⅰ330～Ⅰ333は刻印銘をもつ瓦。Ⅰ330・Ⅰ332・Ⅰ333は，それぞれ四角形ないしは楕

円形で囲まれた「五」「安」「太」という刻印を有する。Ⅰ331は頭部側平部に切り込みを

もつ右桟瓦。凸面に直線状の平行刻線が認められる。切り込み近くの頭部側端面に，井桁

状のもので囲まれた「瓦」という刻印銘が存する。

　 ６　小　　　結

　今回の発掘調査では，縄文時代から近代にいたる遺構や遺物がみつかり，病院構内にお

ける土地利用の変遷の一端について明らかにすることができた。下層の砂礫層から出土し
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た縄文早期の土器の意義にかんしては，第 ３節のなかですでにふれているので，ここでは，

中世以降の遺構や遺物のいくつかに焦点をあてて，さらに考察を深めていくことにしたい。

　⑴ 中世・近世の土取り穴

　中世・近世の遺構のなかから，とりわけ土取り穴についてとりあげておきたい。

　本調査区からは，中世後期および江戸時代後期のものとおぼしきＳＸ ２・ＳＸ ６，ＳＸ

１・ＳＸ ５という土取り穴が検出されている。それらはすべて，第 ３層の黄灰色シルトを

採取するために掘られたものである。ただし，現代の工事にともなう掘削によって，いず

れもその範囲を確定することができない。

　本調査区の近辺に目を向けるに，病院東構内の北部に位置する154・155地点より，ＳＸ

１～ＳＸ11という江戸時代中期の大規模な土取り穴がみつかっている。それらは黄灰色シ

ルト，青灰色シルトあるいは黒灰色粘土を手に入れるために掘られたものである〔五十川

ほか1989，五十川1991〕。

　このような成果と本調査区で確認された土取り穴のことをふまえると，病院東構内の北

半においては，少なくとも江戸時代中期から後期にかけて，断続的にシルトや粘土を採掘

する作業がおこなわれていた可能性が考えられる。

　なお，それぞれの時期において掘り出された黄灰色シルトの使途の究明にかんしては，

文献史料の仔細な探索および検討が不可欠となることから，時間の都合上，後日に期した

いと思う。

　⑵ 「住瓦庄」の刻印銘瓦

　近代の土坑であるＳＫ １から，「住瓦庄」という刻印銘をもつ瓦が ２点出土している。

　ここで，「住瓦庄」について，ややくわしく説明するに，それは「住吉の瓦屋の庄兵衛」

を略したものにあたる。その瓦屋は，もともと現在の大阪市住吉区，住吉大社の東方にお

いて「摂州瓦屋庄兵衛」と称し，いぶし瓦を製作していた。すると，江戸時代末期から「住

瓦庄」ととなえるようになり，明治時代初頭には，それが商号として定まるにいたった。

その製品は，大坂（阪）はいうまでもなく，京都の神社や寺院にたいしても売りさばかれ

ていたという〔山路1996〕。

　このような事柄にもとづくと，幕末以降，ある時分に住吉から京都へと運ばれ，しばら

くのあいだ使用されたのち，ＳＫ １に捨てられるにおよんだと考えられよう。

　そこで，留意すべきは，京都大学北部構内の南西隅，208地点から「住瓦庄」という刻

印銘を有する右桟瓦が ２点みつかっている点である。それらは，土佐藩の白川邸の南を画
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する堀ＳＤ １から出土しており〔浜崎ほか1995〕，そこから多量にとりあげられた瓦と同様，

白川邸の建物に葺かれていたのは，まずまちがいないといえよう。

　土佐藩の白川邸は，慶応 ２年（1866）の冬ごろに，摂津の住吉陣屋の建物を移築しても

うけられたものである〔笹川2018〕。要するに，土佐藩が造営した住吉陣屋では，「住瓦庄」

の瓦が用いられており，それらが白川村の地所へと搬入されたことになる。

　如上の点をふまえると，ＳＫ １から出土した先の ２点の瓦は，土佐藩の白川邸において

使われていた可能性が残されているといえる。そして，さらに敷衍すると，白川邸がなく

なったのち，他所における建物で葺かれるにおよんだとも憶測されよう。

　よく知られているように，幕末には，白川村・吉田村・聖護院村・岡崎村のあたりに多

くの藩邸が設置されるにいたった。もとより，それらの建物には，たくさんの瓦が用いら

れていたに相違あるまい。だからこそ，明治時代のはじめに諸藩邸がとり壊されたのち，

それらがどのようにあつかわれたのか，こうした点について，できるかぎり検討していく

ことが求められているといえる。

　前にふれた，208地点のＳＤ １から出土した多量の瓦にかんしては，白川邸の廃絶にと

もなって投棄されたものであったのは，おそらくあやまりあるまい。むろん，そのほかの

藩邸でも，さような措置がとられた点は，否定することができない。けれども，諸般の事

情から，ちがう場所に移されて再利用されたものもまた，少なからず存していたのではな

かろうか。

　残念ながら，ＳＫ １からとりあげられた「住瓦庄」という刻印銘をもつ ２点の瓦，およ

びそれら以外の多くの瓦が，土佐藩の白川邸のものであったのか，決め手に欠ける。しか

しながら，諸藩邸における瓦のゆくえを気にかけるきっかけをあたえてくれた点で，それ

らは大きな意義を有するものであるといえよう。

　⑶ ＳＥ １の出土遺物について

　近代の井戸であるＳＥ １からは，湯たんぽや乳鉢・煉瓦にくわえて，用途不明のものな

ど，あまたの遺物がとりあげられている。先に説明したように，それらは京都帝国大学附

属病院に関係するもので，明治33年（1900） ８ 月14日からかなりのときをへて捨てられる

にいたった蓋然性が高い。

　ここで，京都帝国大学附属病院の建物に着目するに，本調査区が位置している地区には，

南から第 ２・第 ４・第 ６・第 ８という，東西に長い ４棟の病舎が存していた。そして，そ

の東側の地区には，南から第 １・第 ３・第 ５・第 ７という，同様・同数の病舎がもうけら
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れていた。

　それらのうち，第 １・第 ２病舎が明治32年，第 ８病舎が明治35年，残りの病舎が明治34

年に竣工している。察するに，ＳＥ １はこのころ，すなわち明治30年代前半に設置された

のであろう。そののち，昭和13年（1938）に第 ２・第 ４・第 ６・第 ８病舎が，昭和11年に

第 ３・第 ５・第 ７病舎が作りかえられるにおよんだ。また，昭和15年には，第 １病舎の一

部が病院西構内に移し建てられている〔宮本1977〕。

　こうした点をおさえたうえで，Ⅰ229・Ⅰ230の墨書・朱書に目を転じるに，前者の「病

壱」は第 １病舎，後者の「病三」は第 ３病舎のことを指すと考えられる。したがって，こ

れらの湯たんぽは，それぞれの病舎において使われていたとみなして大過なかろう。

　「病壱」，すなわち第 １病舎をのぞくもろもろの建物は，昭和10年代前期において改築

がおこなわれている。かような大がかりな工事の過程で，おのおのの病舎における湯たん

ぽなどが処分され，その結果，ＳＥ １が廃絶してしまった可能性が残されているのではな

かろうか。Ⅰ229の「病壱」の湯たんぽにかんしては，Ⅰ228の「破損品」という墨書にも

とづくと，そうであったがゆえに，ほかのものといっしょに投棄されるにおよんだとも推

量される。

　もとより，以上に述べきたったことは，憶測の域を出るものではない。さような理解が

妥当であるかどうかは，今後の発掘調査の成果をふまえたうえで，慎重に考察をめぐらせ

ていくことが肝要になるといえよう。

　本章は，第 ２節を千葉・笹川，第 ３節を千葉，残りの部分を笹川が執筆した。発掘調査

と遺物の整理作業は，千葉と笹川が担当し，長尾玲が補佐した。また，磯谷敦子・西田陽

子・岩永玲・髙野紗奈江・柴田晶子の助力をえた。




