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序

　埋蔵文化財研究センターが大学敷地内に残る遺跡の発掘調査を開始して，３０年目をむか

えようとしている。この間に，先史時代から近世にいたる長い時代の歴史を刻んだ豊富な

資料を収集し，その調査の成果を，年次報告書および発掘調査報告書として刊行して，吉

田キャンパスを中心とする北白川一帯の地域史に，新たな情報を加えながら歴史の復元を

試みてきた。

　本年報は，２００１年度に埋蔵文化財研究センターがおこなった，大学敷地内の遺跡調査の

報告と，それに関連する研究成果をまとめた紀要とからなっている。第�部で報告する２

件の発掘調査は，吉田キャンパスのほぼ中央にあたる，本部構内の共通管理棟および吉田

南構内の全学共通教育棟の新営にともなって実施したものである。これらの成果として第

２章では，中世から近世にわたって利用された白川道の遺構の時代的な変遷，幕末の尾張

藩邸をとりまく水路や堀の位置関係などの資料について，第３章では，平安時代の経塚や

中世吉田社に関連する遺構などの内容を中心に報告している。このほかに第４章では，立

合調査をおこなった７地点の遺跡のうち，主要な３件についてその概要を報告したもので

ある。これらの資料を整理するにあたっては，学内・学外の多くの研究分野の方々から，

ご協力とご指導をいただいた。また第Ⅱ部の紀要では，過去の発掘調査の報告で考察が深

められていなかった資料を，あらためて詳細に検討した２つの論文と，考古資料を取りま

く時代背景を，文献史料の面から考察した論文とからなっている。ご高覧いただきご批判

下さるようお願いしたい。

　おわりに，これらの調査を進める上でご指導ご助言をいただいた，学内学外の関係者お

よび調査機関，とりわけ発掘にあたって多くのご協力を賜った，施設・環境部，総合人間

学部の関係各位には，ここに厚くお礼申し上げる次第である。

　　２００６年３月

 京都大学埋蔵文化財研究センター長　　　　　

 上　原　真　人　
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例　　　言

１　本年報は，京都大学構内で２００１年４月１日から２００２年３月３１日までに発掘，整理作業

をおこなった埋蔵文化財調査と保存の報告，および京都大学埋蔵文化財研究センター

における研究成果をまとめたものである。

２　国土座標にしたがって一辺５０�の方形の地区割りをして，遺跡の位置を表示した。

３　層位と遺構の位置については，国土座標第�座標系（日本測地系，ｘ＝－１０８，０００　

ｙ＝－２０，０００）が（Ｘ＝２，０００　Ｙ＝２，０００）となる京都大学構内座標により表示した。

４　遺構の略号は，奈良文化財研究所の方式にしたがって，井戸：ＳＥ，土坑：ＳＫのよ

うに表示し，各調査ごとに通し番号を１から付した。

５　遺物には，遺跡の調査名を示すローマ数字と，調査ごとの通し番号を１から付した。

　　この遺物番号は，本文，実測図，写真を通じて表示を統一した。

　　�：京都大学本部構内ＡＴ２１区の発掘調査

　　�：京都大学吉田南構内ＡＲ２４区の発掘調査

　　（例　�１：京都大学本部構内ＡＴ２１区出土遺物１番）

６　原則として，遺物の実測図は縮尺１/４，遺物の写真は約１/２に統一した。他の縮尺のも

のは，それぞれに縮尺を明記した。

７　参考文献は，本文中に〔著者名　発表年〕の形式で表わし，巻末に一括した。

８　古代・中世土師器の型式分類は，とくにことわりがない場合，『京都大学埋蔵文化財調

査報告�』（１９８１年）にしたがっている。

９　本文の執筆者名は各章の初めに列記した。また，遺物の撮影はそれぞれ報告者が担当

した。

１０　編集は，吉江崇が担当し，清水芳裕，千葉豊，伊藤淳史，冨井眞，阪口英毅，梶原義

実，磯谷敦子，北尾敬子，柴垣理恵子が協力した。
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第１章　２００１年度京都大学構内遺跡調査の概要

上原真人　　清水芳裕　　吉江　崇　

　１　調査の経過

　京都大学埋蔵文化財研究センターでは，吉田キャンパスおよび附属施設の敷地内におけ

る建物新営やその他掘削工事に際して，予定地の埋蔵文化財調査を，既知の遺跡との関係

や過去の調査結果により，発掘，試掘，立合にわけて実施している。２００１年度には，以下

の発掘調査２件，立合調査７件，資料整理１件を実施した。

発掘調査　（医病）基幹・環境整備（駐車場等）工事（病院構内ＡＥ１９区）（整理中，図版１－２７８）

　　　　　全学共通教育棟新営予定地（吉田南構内ＡＲ２４区）（第３章，図版１－２８８）

立合調査　本部構内ガス管入替工事（本部構内ＡＸ３０区）（第１章，図版１－２８９）

　　　　　再生医科学研究所研究実験棟新営その他工事（病院構内ＡＦ１２区）（第４章，図版１－２９０）

　　　　　（南部）総合研究実験棟新営工事（病院構内ＡＦ１３区）（第４章，図版１－２９１）

　　　　　総合人間学部Ｅ号館エレベーター取設工事（吉田南構内ＡＭ２４区）（第１章，図版１－２９２）

　　　　　全学教育棟その他工事（その２）（本部構内ＡＴ２５区）（第４章，図版１－２９３）

　　　　　学生部馬場�舎新設工事（北部構内ＢＨ２９区）（第１章，図版１－２９４）

　　　　　北部構内宿舎とりこわし工事（北部構内ＢＪ３５区）（第１章，図版１－２９５）

資料整理　共通管理棟新営予定地（本部構内ＡＴ２１区）（第２章，図版１－２７７）

　２　調査の成果

　前節で掲げた調査のうち，これまでに整理をおえたものについて，その成果を略述する。

なお，本部構内ＡＴ２１区，吉田南構内ＡＲ２４区の発掘調査の成果については第２章，第３

章において，病院構内ＡＦ１２区・ＡＦ１３区，本部構内ＡＴ２５区の立合調査の成果について

は第４章において，それぞれ詳述している。

　縄文・弥生時代の遺跡　　ＡＴ２１区の調査では，この地が縄文後期中葉以降に安定した

状況が明らかになった。遺物では，北白川上層式３期の土器の出土が注目される。吉田

キャンパス全体でみるならば，北部構内では１期，病院構内は２期，本部・吉田南構内で

は３期というように，北白川上層式内の細別時期ごとの出土量に偏りが存在しており，こ

のことは土地に対する働きかけが地点ごとで相違したことを反映しているのであろう。



　ＡＲ２４区では，調査地点が弥生前期以前において東から西へと下がる地形変換点にあた

り，一帯が縄文中期末から後期中葉までの間，継続的に利用されていたことがわかった。

微高地上では，弥生前期末の完形に近い土器や石器が多数出土したことから，弥生時代の

居住域と評価できよう。また，伊勢湾東岸域に特徴的な内傾口縁土器がまとまって出土し

たことは，伊勢湾沿岸部との交流関係や土器そのものの性格を考える上で重要である。

　古代の遺跡　　ＡＴ２１区では，終末期古墳の周濠と推定される弧状にめぐる溝を検出し，

ＡＲ２４区では，奈良時代の掘立柱建物２棟を発見した。

　古代の遺跡として注目すべきは，ＡＲ２４区における１２世紀中葉の九州型経筒の出土であ

る。経筒の台座内部と周辺からは，カリウム鉛ガラス系のガラス玉１５０点以上が飾金具と

ともにみつかった。調査地点からは，他にも１１世紀以降，鎌倉時代にいたるまでの瓦が大

量に出土しており，平安後期以降の活発な土地利用を考える上で興味深いものといえる。

　中世の遺跡　　中世の遺跡に関する特筆すべき成果として，ＡＴ２１区でみつかった中世

から近世にかけての白川道の跡，ＡＲ２４区における中世吉田社関連施設の検出がある。

　白川道は，京都の市街地と近江坂本とを結ぶ重要な交通路であるが，ＡＴ２１区の調査に

よって，１２世紀前葉にはすでに成立しており，なおかつ１１世紀代まで遡る可能性があるこ

と，位置を若干ずらしながらも幕末の尾張藩邸設置まで脈々と機能しつづけたことが明ら

かとなった。また，調査区北半に位置する１４世紀代の方形石組井戸から出土した馬具

（ 轡 ）は，これまで伝世品のみでしか知られていなかった類型に該当するものである。
くつわ

　吉田南構内は，応仁の乱以前の吉田社旧社地に想定されてきたが，このことと合致する

ように，ＡＲ２４区では溝と柵で囲まれた方形区画がみつかった。それらは調査区北半を東

西にはしる大溝とともに１５世紀後葉には廃絶しており，吉田社関連の施設である蓋然性は

高い。周辺における既往の調査に関しても，今回の成果をふまえて総体的に捉えることが

可能となり，検出した方形区画を基軸にして，中世の方形地割を描きだすことができる。

　近世・幕末の遺跡　　過去になされた調査を通じて，吉田キャンパス全域は近世に耕地

化したことが判明していたが，今年度もこうした成果を追認することができた。また，文

久２年（１８６２）から明治３年（１８７０）の間，本部構内西半に尾張藩吉田邸がおかれたこと

がわかっているが，ＡＴ２１区の調査において藩邸南西辺の水路と西を画する堀を，ＡＴ２５

区では南を画する東西方向の堀をみつけることができた。以前の調査で堀の東南角を検出

しており（８９地点），藩邸の東西規模はほぼ明らかとなったものといえる。今後は，いま

だ確定しえていない北限や，藩邸内部の様相についても検討すべき課題となろう。
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第２章　京都大学本部構内ＡＴ２１区の発掘調査

千葉　豊　　阪口英毅　

　１　調査の概要

　本調査区は，京都大学本部構内の西南隅，吉田山西麓の北白川扇状地の扇端に位置し，

吉田本町遺跡の範囲内にある（図版１－２７７）。ここに，共通管理棟の新営が計画されたた

め，これまでの調査成果を勘案して，新営予定地全域の発掘調査をおこなった。調査期間

は，２０００年１０月１日から２００１年３月３０日，調査面積は，２６５４�である。

　本調査区周辺の既往の調査では，弥生時代の土器棺墓（２３８地点），奈良時代の竪穴住居

（７５地点），中世の建物や井戸・溝（７５・２１８・２３８・２４９地点），近世の白川道（５７・９０・

１８１地点）などがみつかっており（図版１），幕末には尾張藩邸がこの地に設置されたこと

が知られている。今回の調査でも，こうした時代の遺構・遺物に留意しつつ，先史時代か

ら現代にいたる遺跡の広がりと土地利用の変遷を明らかにすることを目的とした。

　調査区一帯は，１９６９年頃まで官舎として利用されていて，その後は大規模な建物が建設

されずにいたった場所である。このため，建物基礎や管路で一部破壊されてはいたもの

の，遺跡の保存状況は比較的良好で，幕末の尾張藩邸や大学創建期の水路，中世～近世の

道路遺構，中世の井戸・溝・埋納遺構，縄文後期から弥生前期の遺物包含層などを検出す

ることができた。遺物は縄文時代から近代に及び，整理箱１６３箱を数える。

　特筆すべき成果として，幕末の水路と中世～近世の道路遺構がある。前者は，尾張藩吉

田邸の絵図にみえる水路とほぼ一致しており，尾張藩吉田邸を復元する重要な資料となっ

た。後者の道路遺構は，文献にみえる白川道に相当し，中世前半から幕末までのおよそ７００

年以上にわたる変遷を，何層にもわたる路面の検出から，復元することができた。中世と

近世の白川道を同一地点で明瞭に検出できたのは初めてであり，白川道の歴史的変遷を解

明するうえで，重要な資料となろう。

　発掘調査と資料整理は，千葉豊と阪口英毅が担当し，発掘と整理を通じて，磯谷敦子・

曽根茂・長尾玲・伊瀬敬之・井上智弘・中津香枝・西尾維子・二神一史・松尾奈緒子・下

坂澄子・坂田千尋が補助した。本章のうち，井戸ＳＥ１２出土の馬具を阪口が分担執筆した

ほかは，千葉が記述をおこなった。なお，中世から近世の道路遺構については，連綿と続

く遺構であることを勘案して，独立した節（第７節）をもうけて記述をした。



　２　層　　　位

　現地表面の標高は，調査区北西部で５６．５�，調査区南西部で５５．５�をはかり，北西から

南西へ向けて，ゆるやかに傾斜している。調査区中央，Ｘ＝１５９０のラインに設けた東西畦

の層位を掲げて，本調査区における基本的な堆積状況を説明する（図１）。

　基本的な層位は上から順に，表土（第１層），黒色土（第２層），茶褐色土（第３層），

灰褐色土（第４層），黄色砂（第５層），黒灰色土（第６層），褐色土（第７層），白色砂礫

（第８層）となる。

　第１層の表土は，近代以降の整地土。第２層の黒色土は近世の耕作土であるが，近代以

降の整地によってほとんど失われており，下層の茶褐色土に掘り込まれた部分がかろうじ

て認められた。第３層の茶褐色土は，中世の遺物包含層。１２世紀から１５世紀までの遺物が

出土している。第４層の灰褐色土は，調査区西辺にのみ分布しており，無遺物であった。

下層の黄色砂の上面が安定して，土壌化した堆積物と理解する。後述するように，古代（７

～９世紀）の遺物の出土する遺構が見つかっており，また中世の包含層から古代の遺物が

比較的まとまって出土しているにもかかわらず，この時代の遺物を純粋に包含する堆積物

は，まったく分布していなかった。本来は，第３層と第４層の間に，古代の堆積物が存在

していたものの，中世の開発によって削平されてしまった，と理解する。

　第５層の黄色砂は，吉田キャンパス一帯で広くみられる弥生前期末の洪水性堆積物。３０

～６０�前後の層厚をもつ粗砂（５ａ層）と１０～１５�前後の層厚のある細砂（５ｂ層）に分

離できる。第６層の黒灰色土は腐植土壌で，縄文中期～弥生前期までの遺物が出土してい

る。その上面は弥生前期の旧地表面であり，下層出土遺物との関係から，第６層はおおよ

そ縄文晩期から弥生前期までの堆積物と理解できる。第７層の褐色土は，やや腐植の進ん

だ土壌で，その上面は第６層へと漸移的に変化している。調査区西辺から，摩滅のない縄

文後期中葉の遺物が出土している。第８層の白色砂礫は，流路状堆積物。縄文後期初頭か

ら前葉までの遺物が出土しており，このころの堆積物と判断できる。

　３　縄文・弥生時代の遺跡

　�　縄文時代～弥生時代前期の地形（図版４，図２）

　弥生前期末の洪水層である第５層（黄色砂）を取り除くと，黒色の腐植混じりの土壌

（第６層）があらわれた。その上面は弥生前期の旧地表面であり，図２に１０�間隔の等高

４
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縄文・弥生時代の遺跡

図１　調査区東西畔（Ｘ＝１５９０）の層位　縮尺１/８０



線で，当時の地形を復元した。調査区南東部から南西部の歴史時代の道路遺構が設けられ

た部分については，第５層および第６層は削平によって失われていた。調査区北西部に高

まりがみられ，東側および南側に低くなる地形が読み取れる。また北東部には比高差１�

前後をはかる流路跡状の窪地が北から南へ蛇行しながらはしっている。全体に平坦な地形

であり，扇状地末端の前面に広がる低地部の様相を示している。

　第６層は縄文晩期～弥生前期，第７層は縄文後期中葉を中心とした土壌化した堆積物で，

平坦な堆積をしている。遺構は検出できなかったものの，出土遺物は劣化したものも少な

く，本来の位置をそれほど動いていないと判断する。一方，第７層の下位にみられる白色

砂礫は白川系旧流路の堆積物であり，縄文後期前葉までのこの地点は安定していなかった

とみられる。本層より出土の遺物は，北東側に予想される遺跡からの流入とみられる。

６
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図２　弥生前期の地形　縮尺１/５００
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　�　出土遺物（図版１２・１３，図３～１０）

　白色砂礫出土遺物（�１～�２８）　 　�１は口辺に沈線２条を横走させ，劣化で判然と

しないが，２段右撚り縄文を充�させている。�２は口縁部につく橋状の突起。�３～�

５は沈線文で飾る胴部。�６も胴部資料で，２条沈線間に２段左撚り縄文を充�する。�

７は屈曲によって口縁部を区別している縁帯文土器で，長方形区画文で飾る。口頸部の境

に，沈線を１条施している。�９～�１６は，多条沈線文あるいは条線文で飾る類。�１７は

口縁部に２段右撚り縄文を施す頸部無文の鉢。�１８～�２４は無文土器の口縁部。�２７・�

２８は土器底部。�２７は平底，�２８は底径３�で，中央に向かってくぼむ。

　�１・�２は後期初頭の中津式，�６は後期前葉の縁帯文成立期，�７は前葉の北白川

上層式２期に比定できる。これら以外の資料も，後期初頭から前葉（北白川上層式２期）

図３　白色砂礫出土遺物（�１～�２８縄文後期土器）　 縮尺１/３

縄文・弥生時代の遺跡



までに編年できる。

　褐色土出土遺物（�２９～�３８）　 　�２９～�３４は多条沈線で意匠を描き，縄文を充�す

るもの。�２９は波状口縁の波頂部で，ほかは胴部資料である。縄文原体はすべて，２段左

撚りである。�３５は無文土器の口縁部。�３６・�３７は無文の頸部。�３８ａ～�３８ｃは接合

しないが，同一個体と判断できる資料。球胴となり短く立ち上がると思われる頸部の上

に，橋状の突起をもつ口縁部がとりつく。肥厚した口縁部には押引き刺突を２列巡らせ，

口縁外側端部には刻みを施して，２段左撚り縄文を充�している。刻みは突起にも施され

ている。口辺部には沈線を１条横走させ，口縁端部との間に，条線文を充�する。胴上部

を縄文を充�した７条の横走沈線で区画し，それ以下は渦巻き状の沈線を配して，沈線間

に条線文を充�している。形態と文様意匠からみて，注口土器になると考える。

　これらは，後期中葉の北白川上層式３期ないしはそれに後続する時期に比定できる。

　黒灰色土出土遺物（�３９～�１６４）　 �３９は中期末，北白川Ｃ式。ゆるやかな波状口縁

で，沈線で区画した内部に刺突を充�する。

　�４０～�１０１は後期の土器。�４０～�４３は口辺に２条沈線を施す類で，�４０は２段左撚

り，�４２は２段右撚りの縄文を充�している。後期初頭，中津式から福田Ｋ２式。�４４～

�８４は，３～４条の沈線束で文様意匠を描いたのち縄文を充�する類で，�４４～�５３は口

縁部，�５４～�８４は胴部。縄文原体は２段左撚りが多いが，�４９・�８３は２段右撚りであ

る。中葉の北白川上層式３期。

　�８５～�９３は沈線文，条線文で飾る類。�８６は胴上部を２段左撚り縄文を充�した４条

の沈線束で区画し，斜行する条線文を施している。�９４・�９５は縄文地の土器。縄文原体

は，�９４は２段左撚り，�９５は２段右撚り。�８５～�９５は北白川上層式。

　�９６は口縁内面から外面にかけて，円形刺突を施した浮文を施す。北白川上層式２期。

�９７・�９９は外反する口縁部内面に文様帯をもち，�９７は１条沈線と円形刺突，�９９は２

条の押引沈線文を施している。�９８はバケツ形の深鉢で，ゆるやかな波状口縁を呈する。

口縁部内面には，断面三角形の突帯を貼り付け，胴部には，末端がクランク状に折れ曲が

る横走沈線を６条施して，２段左撚り縄文を充�している。�１００は口縁上面，�１０１は口縁

部内面に，２段左撚り縄文を施す。�９７～�１０１は北白川上層式３期に比定でき，このな

かで�９８は関東系（加曽利Ｂ１式系）の深鉢である。

　�１０２～�１２０は晩期末の突帯文土器。�１０２～�１１２は口縁部資料，�１１３～�１２０は胴部

資料。口縁端部に刻みを施すものはみられない。口縁部からやや下がった位置に大ぶりの

８
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９

Ｄ字刻みを施す�１０２・�１０３以外は，突帯上の刻みは小型のＤ字，Ｖ字刻みかないしは無

刻みで，突帯も口縁端部にとりつく。�１０６は暗褐色を呈し，胎土に角閃石を多量に含んで

いる。�１０２・�１０３は船橋式，それ以外は長原式に比定できる。

　�１２１～�１５０は無文土器の口縁部。直線的に立ち上がるもの，外反するするもの，内湾

図４　褐色土出土遺物（�２９～�３８縄文後期土器）　 縮尺１/３

縄文・弥生時代の遺跡
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図５　黒灰色土出土遺物�（�３９縄文中期土器，�４０～�９５縄文後期土器）　 縮尺１/３
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縄文・弥生時代の遺跡

図６　黒灰色土出土遺物�（�９６～�１０１縄文後期土器，�１０２～�１２０縄文晩期土器）　 縮尺１/３
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図７　黒灰色土出土遺物�（�１２１～�１５１無文土器，�１５２～�１５８土器底部，
�１５９～�１６３弥生前期土器）　 縮尺１/３



１３

するものなどがある。�１５１は無文土器の胴部。これらの多くは，後期の無文土器と思わ

れる。�１５２～�１５８は土器底部。いずれも平底である。

　�１５９～�１６３は弥生前期の土器。�１５９は壺の口縁部で，口縁端面に沈線を１条めぐら

せる。�１６０は甕の口縁部。端面に刻みを施す。�１６１～�１６３は壺の胴部資料。箆描沈線

文で飾るが，�１６２・�１６３は頸部と胴部の境に段差がつく。畿内第�様式。

　�１６４は石鏃。サヌカイト製で，凹基式。先端よりの両側に突起をもつ，いわゆる五角形

鏃である。脚の一部を欠失する。現重量０．７�。

　歴史時代遺物包含層出土遺物（�１６５～�２１１）　 　�１６５～�１８４は縄文後期の土器。�

１６５・�１６６は口縁端部を内外に肥厚させ，�１６５は１条沈線と刻み，�１６６は対向弧線文と

区画文を施している。�１６７～�１７０は，内湾気味に立ち上がる口縁で，�１６７・�１６８は多

条沈線文をめぐらす。�１６９・�１７０は沈線をめぐらした上に２段左撚り縄文を充�してお

り，浅鉢である。�１７１～�１８４は頸～胴部で，沈線文に縄文を充�するもの（�１７１～�

１７３・�１７６），沈線文，条線文を施すもの（�１７４・�１７５・�１７７～�１７９），頸胴部を沈線

文で区画し縄文を加えるもの（�１８１・�１８２），縄文地のもの（�１８３・�１８４）などがあ

る。縄文原体は，�１８３・�１８４が２段右撚りのほかは，２段左撚り。これらは後期前葉～

中葉の北白川上層式に編年される。

　�１８５～�１９６は無文土器の口縁部。多くは後期前葉～中葉のものであろう。�１９７は無

文土器の胴部。外面削って仕上げており，晩期に編年される。

　�１９８～�２０１は縄文晩期末，長原式の突帯文土器。�１９８～�２００は口縁部で，�１９８・

�１９９はＤ字刻み，�２００は無刻みである。�２０１は胴部資料で，小Ｄ字刻み。内面の調整

は，横位の細密条痕である。�２０２・�２０３は土器底部。�２０３は中央がわずかにくぼむ平

底。暗褐色で，胎土に角閃石を多量に含む。

　�２０４～�２１０は弥生前期の土器。�２０４～�２０７は壺の胴部で，�２０４は刻みをもつ３条

の貼付突帯文，�２０５～�２０７は３条沈線文で飾っている。�２０８は甕で，口辺に幅広の沈線

文を１条めぐらせている。�２０９～�２１１は平底となる底部。

縄文・弥生時代の遺跡

図８　黒灰色土出土遺物�（�１６４石鏃）　 原寸大
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図９　歴史時代遺物包含層出土縄文土器（�１６５～�１８４縄文後期土器，�１８５～�１９７無文土器，�
１９８～�２０１縄文晩期土器，�２０２・�２０３土器底部）　 縮尺１/３
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　４　古代の遺跡

　�　遺　　構（図版４，図１１）

　層位の項目で説明したように，古代の遺物を純粋に包含する堆積層は確認されなかった。

中世の遺物を包含する第４層を除去して，第５層上面で検出された遺構のほとんどは埋土

が茶褐色土となる中世の遺構であったが，埋土が黒褐色土や灰褐色土となり，古代の遺物

のみを含む遺構がいくつか見つかった。これらを古代の遺構として説明を加える。

　調査区西辺でみつかったＳＤ２０は，西側にひらく弧状を呈し，幅１．５～４�，検出面から

の深さ０．８�をはかる。両端とも調査区外へと続いており，弧状に続いていたと仮定する

と，外径１２�前後の円形の周溝に復元できる。埋土から，時期を特定できる遺物は出土し

ていないが，ほかの遺構から，７世紀代の遺物が出土していることから，終末期古墳の周濠

図１０　歴史時代遺物包含層出土弥生土器（�２０４～�２１０弥生前期土器）　 縮尺１/３，�２０４は１/４

古　代　の　遺　跡



の可能性が考えられる。

　ＳＨ１は１辺４�前後の平面方形の落ち込み。検出面からの深さ１．２�をはかる。出土

遺物は須恵器小片で時期が特定できなかったが，底面に黒褐色土が堆積しており，古代の

遺構であると判断した。底面で土坑を検出した。住居跡の可能性を考慮して，半截して掘

り下げたが，底面で土坑を検出したほかは，柱穴等を見つけることはできなかった。

　ＳＸ２０は調査区北東辺，ＳＫ４０は調査区西端中央，ＳＫ５３は調査区西端南よりで検出さ

れた小土坑で，７～８世紀の遺物が出土している。ＳＸ３１はＳＫ５３と一部重複する土坑で，

調査区外へと続いている。ＳＫ４６は９世紀の須恵器は出土した小土坑。

　�　遺　　物（図版１４・１５，図１２～１５）

　ＳＫ４０出土遺物（�２１２～�２１４）　 　�２１２は須恵器高杯の杯部，�２１３は脚部。�２１２の
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図１１　古代の遺構　縮尺１/５００
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図１２　ＳＫ４０出土遺物（�２１２・�２１３須恵器，�２１４土師器），ＳＫ５３出土遺物（�２１５・�２１６
土師器），ＳＸ２０出土遺物（�２１７～�２１９土師器），ＳＫ４６出土遺物（�２２０須恵器）

古　代　の　遺　跡



立ち上がりの径１２�，受部の径

１４．６�をはかる。立ち上がりは断

面三角形で，比較的明瞭である。

長脚の�２１３は透孔や沈線をもた

ない。�２１４は土師器甕。内湾す

る口頸部は，内外面とも撫で仕上

げ，胴部は内外面とも刷毛目仕上

げである。

　ＳＫ５３出土遺物（�２１５・�２１６）

　いずれも土師器の甕である。�

２１５は口縁端部を面取り，�２１６は

尖り気味におさめている。口頸部

は，内外面とも横撫で。胴部外面

の調整は刷毛目，内面は�２１５が

刷毛目と指頭圧痕，�２１６が刷毛

目である。

　ＳＸ２０出土遺物（�２１７～�２１９）　 いずれも長胴の土師器甕。�２１７は全体の法量がわか

る資料で，口径２４．２�，器高３７．７�前後をはかる。いずれも口縁端部には，面取りを施し

ている。口頸部外面の調整は，�２１７・�２１９が縦位の刷毛目のち横撫で，�２１８が横撫で，

内面の調整は�２１７が横位の刷毛目，�２１８・�２１９が横撫でである。胴部外面の調整は，

いずれも縦位，斜位の刷毛目，内面の調整は�２１７が最上部のみ口頸部から連続する刷毛

目，それ以下は指頭圧痕，�２１８・�２１９が横位の刷毛目。

　ＳＸ３１出土遺物（�２２１）　 　球胴の土師器甕。口径１７．８�，胴部最大径２９．７�，器高

３４．２�。口頸部はやや内湾し，面取りした口縁端部には浅い沈線がめぐる。口頸部の外面

は刷毛目調整のち撫で，内面は横位の刷毛目，胴部は内外面とも，斜位の刷毛目。

　以上の遺構出土資料のうち，ＳＫ４０出土遺物は須恵器の編年から，７世紀前半代に編年

でき，他の土師器は，おおむね７世紀から８世紀前半までに編年される資料であろう。

　ＳＫ４６出土遺物（�２２０）　 　須恵器の広口壺。灰白色を呈し，焼きがあまい。口縁部が

外傾し，口縁端部を上方へつまみ上げる。底部は，回転糸切り。篠窯跡群の西長尾奥第２

窯跡群第１号窯出土品に類例があり〔岡崎ほか１９８９　図版２７－４３４〕，９世紀前半ごろに編年

１８
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図１３　ＳＸ３１出土遺物（�２２１土師器）
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図１４　中世遺構・遺物包含層出土古代の遺物�（�２２２～�２５５須恵器）

古　代　の　遺　跡



されている。

　中世遺構・遺物包含層出土遺物（�２２２～�２６４）　 　中世の遺構・包含層から出土した

古代の遺物を一括して記述する。７～９世紀の諸時期のものがみられる。

　�２２２～�２５５は須恵器。�２２２は高杯。長脚で脚中央部に沈線を２条めぐらせる。�２２３

～�２２９は杯の蓋。�２２３～�２２５はかえりをもつ類で，乳頭状のつまみがつく。口縁端部

はいずれも丸くおさめる。�２２６～�２２９はかえりをもたない類。�２２６・�２２８は口縁端部

を下方へ折り曲げており，�２２７・�２２９には断面逆台形の扁平なつまみがつく。�２３０は器

高の低い皿。口縁端部は面取る。

　�２３１・�２３２は，高台を設けない杯Ａ。�２３１は底部からの立ち上がりが明瞭で，�２３２

は丸みを帯びている。�２３３～�２４７は高台のつく杯Ｂ。高台は，屈曲部に近い位置に貼り

付けられ，断面四辺形を呈するものが多いが，�２３５・�２３６のように，低平で端面がわず

かにくぼむ高台もある。�２４８・�２５３は鉢。�２５３は体部が丸みをもち，面取りした口縁端

部がわずかにくぼむ。�２４９・�２５０は壺の底部。�２５１・�２５２は長頸壺。�２５４は甕。胴

部外面に叩きを施す。�２５５は円面硯の口縁部であろう。

　�２５６～�２６４は土師器。�２５６は高杯。�２５７・�２５８は高台のつく杯Ｂ。外面箆磨きし，

内面には暗文を施す。�２５９は杯Ａ。体部外面は箆削り。�２６０は外面箆磨き，内面に暗文

を施す鉢。�２６１は口頸部が大きく外反し，端部を内側へつまむ。鍋の類であろう。�２６２

～�２６４は甕。�２６２は復元口径９．６�の小型品で，内外面刷毛目調整し，口頸部外面のみ刷

毛目をなで消している。�２６３は口縁端部内側に稜をもつ。
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図１５　中世遺構・遺物包含層出土古代の遺物�（�２５６～�２６４土師器）
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　５　中世の遺跡

　�　遺　　構（図版４～６，図１６）

　中世の遺構には，道路遺構，井戸，大溝，溝，土坑，集石，柱穴などがある。このうち，

道路遺構ＳＦ３・４については，第７節で詳述する。出土遺物から判断して，各種遺構の

時期は，１２世紀中葉から１５世紀に及ぶが，１３世紀までの遺構が主体を占め，この時期に活

発な活動がこの地でなされたことがうかがえる。記述の便宜上，在地産の土師器椀・皿類

の編年を基準にして，以下のように３時期に大別して説明する。

　中世１期は，２段撫で手法のＣ類と１段撫で手法のＤ類が主体をしめる時期で，１２世紀

後葉～１３世紀。

　中世２期は，１段撫で手法Ｅ類が主体をしめる時期で，おおむね１４世紀代。

　中世３期は，Ｅ類とともに１段撫で手法Ｆ類が出現している時期で，１５世紀以降。

　中世１期の遺構　　道路遺構，井戸，埋納土坑，廃棄土坑，集石，溝などがある。

　ＳＥ７・９・１１・ＳＸ２１は井戸。調査区南西部に位置するＳＥ７は，１辺３．５�前後の

隅丸方形の掘り形をもち，南側は調査区外である。中央部から人頭大の礫がまとまって出

土しており，石組の井戸が崩落した状況を示していた。ＳＥ９とＳＥ１１は調査区北西部に

並列しており，掘り形の切り合いから，ＳＥ９が新しい。いずれも掘り形は，径５�前後

の不整円形を呈し，検出面からの深さは，ＳＥ９で２．５�をはかる。井戸側を構成する礫や

材を確認することはできなかった。素掘り井戸の可能性を指摘しておく。ＳＸ２１はＳＥ１１

の東５�に位置する。１辺３�前後の不整方形の掘り形を呈する。埋土に人頭大の礫を多

量に含んでいたので，石組井戸であった可能性が高い。廃絶後に廃棄場所となっており，

上面から多量の土師器が出土している。

　ＳＸ２４はＳＥ１１廃絶後，その上部に設けられた埋納遺構（図版５）。伏せられた状態で大

型の鉄鍋（�４０２）が出土し，その接地面より２０�前後浮いて三足をもつ鉄瓶（�４００）が

大型鉄鍋の底部に接するような状態で出土した。大型鉄鍋を取り上げると，内部は空洞

で，古瀬戸の深皿（�３９９）で蓋をされた小型鉄鍋（�４０１）が北側にやや傾いた状態で据

えられていた。発掘当初，東日本に発見例の多い鍋被り葬の可能性なども考慮して掘り形

の検出に努めたが，明瞭な掘り形を見つけることはできなかった。三足付き鉄瓶が大型鉄

鍋よりも若干浮いている状況であることを考慮すれば，大型鉄鍋と鉄瓶が入る程度の穴を

掘り，古瀬戸で蓋をした小型鉄鍋を置き，大型鉄鍋を被せた後，大型鉄鍋の底部付近まで
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埋め戻し，傍らに鉄瓶を伏せておき，完全に埋め戻したと想定するのが自然である。特異

な遺構であることから，速報をおこなった〔千葉・阪口２００１〕。

　調査区西南辺でみつかったＳＫ２８は，径６０�前後の小土坑（図版６）。すり鉢状にくぼむ

底面より若干浮いた状態で，完形の古瀬戸卸皿（�５２５）が正位で出土し，その上部から

４分の１ほど，重なり合う状態で，完形の古瀬戸鉢（�５２６）が逆位で出土した。

　調査区北西隅でみつかったＳＫ２９は，深さ２０�をはかる小土坑で，上面に礫を敷き詰め

ている（図１７）。このほか，廃棄土坑や底部に根石をもつ柱穴などが調査区北西部を中心に

多数見つかっている。

　調査区中央で見つかったＳＤ１９は，幅１�，長さ１０�の小溝。ＳＦ３に平行する。

　中世２期の遺構　　井戸，溝，土坑などがある。１期にはほとんどみられなかった調査
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図１６　中世の遺構　縮尺１/５００
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区東半に井戸や溝がみられるようになる。

　調査区東端でみつかった井戸ＳＥ８は，１辺４�前後の方形の掘り形で，東側は調査区外

となる。中央部に円形の落ち込みが観察されたので，井戸側は，円形素掘りか，曲物を設

置していたものと想定できる。調査区東南部に位置するＳＥ１２は，１辺３�前後の方形掘

り形をもつ石組の井戸。

　調査区北東部でみつかったＳＤ１７は，東西方向にはしる溝で，西側はＳＦ３の端でとま

り，東側は攪乱で破壊されているが，調査区外へと続いていた可能性がある。確認長１９�，

幅１～２�。ＳＥ１１の上部で見つかったＳＸ２３は，備前すり鉢を蔵骨器とした土坑墓であ

る。内部から，焼けた骨片や炭化物が出土した。調査区南西隅に位置するＳＸ２５は，上面

から焼土や炭化物が出土した土坑。

　中世３期の遺構　　ＳＤ１５は調査区中央を南北方向にはしる大溝。ＳＦ３をきり，南端

はＳＦ４に達して止まり，北側は調査区外へと続いている。幅２～３�，深さ１．６�。ＳＤ

１６・２１はＳＤ１５の西側を並行してはしる。これらは区画溝とみてよいものである。

　調査区南西部で見つかったＳＥ６は石組の井戸である。井戸側内部から出土した の年

代から判断して，１５世紀代に廃絶されたものと考えられる。
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図１７　土坑墓ＳＸ２３・集石土坑ＳＫ２９　縮尺１／８（ＳＸ２３），１／２０（ＳＫ２９）



　�　中世１期の遺物（図版１６，図１８～２５）

　ＳＸ２１出土遺物（�２６５～�２８９）　 　�２６５～�２７９は橙褐色を呈する土師器皿。２段撫

で手法のＣ４類（�２６５），Ｃ５類（�２６６・�２７２～�２７４）１段撫で手法のＤ２類（�２７６），

Ｄ３類（�２６８・�２６９・�２７９），Ｄ４類（�２６７・�２７０・�２７１・�２７５・�２７７）がみられ

る。小は口径９～９．５�，大は口径１４～１６�。�２８０～�２８２は橙褐色の土師器受皿。

　�２８３は須恵器すり鉢。体部が直線的に外へ開き，口縁端部がわずかに内外に肥厚する。

第�期第２段階〔森田１９９５〕。�２８４・�２８５は瓦器椀。内面の箆磨きは顕著だが，外面の

箆磨きは省略されている。楠葉型�－１期であろう〔森島１９９５〕。�２８６・�２８７は白磁椀。

�２８８は白磁の皿で，見込みを蛇の目釉はぎしている。�２８９は褐釉陶器の壺。

　ＳＸ２１上面出土遺物（�２９０～�３１５）　 　�２９０～�３１０は橙褐色の土師器皿。Ｃ３類（�

３０３），Ｃ４類（�２９２），Ｃ５類（�２９３・�２９６・�２９８・�３０２・�３０６・�３０７），Ｄ３類（�

２９０・�２９１・�２９７・�３０４・�３０８），Ｄ４類（�２９４・�２９５・�２９９～�３０１・�３０５・�３０９・�

３１０）がみられる。小は口径９～１０�，大は口径１４～１６�。

　�３１１は瓦器皿。口径９�。横撫でにより，口縁部が外反する。箆磨きは施さない。�

３１２は瓦器椀。外面の磨きは省力し，内面もまばらな磨きとなる。�３１３・�３１４は白磁椀。

�３１３は口縁直下が突出し，内面には櫛描文を施している。�３１５は鉛釉陶器の盤。ボウル

状の体部に，外へ開く口縁部をもつ。復元口径４２�。内外面全体に緑釉を施し，口縁部内

面の一部に赤褐色の釉をかけている。

　ＳＥ７出土遺物（�３１６～�３２０）　 　�３１６～�３１９は橙褐色の土師器皿。�３１７～�３１９

は２段撫で手法Ｃ３類で，口径１４～１５�。�３１６は１段撫で手法Ｄ１類で，口径７．８�。�３２０

は青磁椀。体部内面がにぶく屈曲し，外面には縦位の櫛描文を施す。

　ＳＫ５８出土遺物（�３２１～�３３０）　 　�３２１～�３３０は橙褐色の土師器皿。Ｃ４類（�３２８・

�３２９），Ｄ２類（�３２３），Ｄ４類（�３２１・�３２２・�３２４～�３２７・�３３０）がみられる。小

は口径８～９�，大は１５�前後である。

　ＳＫ３５出土遺物（�３３１～�３３４）　 　�３３１～�３３３は橙褐色の土師器皿で，�３３２はＣ４

類。�３３１・�３３３はＤ４類。�３３４は橙褐色を呈する土師器受皿。

　ＳＫ５９出土遺物（�３３５～�３４２）　 　�３３５～�３４１は橙褐色で，口径８～１０�の土師器

皿。�３４２は橙褐色で，口径１５�の土師器皿。Ｃ４類（�３３５），Ｄ２類（�３３９），Ｄ３類（�

３３６・�３４０・�３４１），Ｄ４類（�３３７・�３３８・�３４０・�３４２）がある。

　ＳＫ５７出土遺物（�３４３～�３４８）　 　�３４３～�３４７は橙褐色の土師器皿で，口径９～１０
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図１８　ＳＸ２１出土遺物（�２６５～�２８２土師器，�２８３須恵器，�２８４・�２８５瓦器，�２８６～�２８８白
磁，�２８９陶器），ＳＸ２１上面出土遺物（�２９０～�３１０土師器，�３１１・�３１２瓦器，�３１３・
�３１４白磁，�３１５陶器）　



�。�３４８は橙褐色の土師器皿で，口径１５�。Ｄ３類となる�３４５以外は，Ｄ４類。

　ＳＸ１６出土遺物（�３４９～�３８５）　 　�３４９～�３７５は橙褐色を呈する土師器皿。Ｄ２類

（�３４９～�３５４・�３６５～３６８），Ｄ３類（�３５５・�３５６），Ｄ５類（�３５７～�３６４・�３６９～

�３７２・�３７４・�３７５），Ｄ６類（�３７３）がみられるが，１段撫で面取りＤ５類が主体をしめ

る。小は口径８～９�，大は１２～１４�。�３７６～�３８１は灰白色の土師器椀。口径７．５～８．５

�の小と口径１１�の大に分けられる。�３８２～�３８４は土師器受皿。�３８２・�３８４は褐色，

�３８３は灰白色。�３８５は白磁皿。底部外面を露胎とする。

　ＳＸ２４出土遺物（�３８６～�４０２）　 　�３８６～�３９２は土師器の皿。�３８９が灰白色のほか

は橙褐色を呈する。Ｄ２類（�３８９・�３９０），Ｄ３類（�３８８・�３９２），Ｄ５類（�３８７・�

３９１）がある。�３９３は白磁皿。�３９４は白磁椀。見込みに圏線がめぐる。�３９５は瓦器椀。

�３９６は瓦器鍋。�３９７は瓦器羽釜。�３９８は須恵器すり鉢。
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図１９　ＳＥ７出土遺物（�３１６～�３１９土師器，�３２０青磁），ＳＫ５８出土遺物（�３２１～�３３０土師器），
ＳＫ３５出土遺物（�３３１～�３３４土師器），ＳＫ５９出土遺物（�３３５～�３４２土師器），ＳＫ５７出
土遺物（�３４３～�３４８土師器）
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図２０　ＳＸ１６出土遺物（�３４９～�３８４土師器，�３８５白磁），ＳＸ２４出土遺物�（�３８６～�３９２土師
器，�３９３・�３９４白磁，�３９５～�３９７瓦器，�３９８須恵器）



　�３９９は古瀬戸の折縁深皿。口径２４�，器高６�をはかる。直線的な体部に，外へ開く口

縁部がつく。口縁端部はわずかに肥厚する。底部は回転糸切りで，切り離している。底部

外面を除き，ほぼ全面に施釉する。見込みに，４カ所目跡がつく。古瀬戸前期。

　�４００は鉄瓶。本体は口縁部が内湾する形態で，３足と注ぎ口１個と耳２個がつく。耳

に引っかけた鉄製の弦も一部残存していた。注口部はＳ字状に湾曲する。胴部は突線で飾

り，足は獣の顔を表現している。

　�４０１・�４０２は鉄鍋。�４０１は伏せた�４０２の内部の空洞のなかで埋蔵されていたため保

存状態がきわめて良好である。口径２６．２�，器高１４．２�，胴下部の屈曲部径１９．４�をはか

る。胴下部に稜をもち，屈曲する口縁部が外へ開く。口縁端部は三角形状に内面に肥厚す

る。「カマノヘソ」と呼ばれる湯の注ぎ口の痕跡が底部中央の突出部としてみられる。内面
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図２１　ＳＸ２４出土遺物�（�３９９陶器，�４００～�４０２鉄製品）
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図２２　ＳＫ５６出土遺物（�４０３～�４２６土師器），ＳＫ６４出土遺物（�４２７～�４３２土師器），ＳＫ１５出土遺
物（�４３３～�４３８土師器），ＳＫ４５出土遺物（�４３９・�４４０土師器），ＳＫ５２出土遺物（�４４１～�
４４３土師器），ＳＫ４２出土遺物（�４４４～�４５０土師器），ＳＫ４１出土遺物（�４５１～�４５３土師器），
ＳＫ４４出土遺物（�４５４・�４５５土師器），ＳＫ６７出土遺物（�４５６～�４５７土師器）



には底面から胴下部にかけて，黒色の物質が付着している。�４０２は取り上げ直後から劣

化が著しく，正確な法量を計測することができなかった。口径４７�，器高２２�前後。胴部

中央に稜をもち，口縁部が外へ開く。�４０１同様，底部中央が突出する可能性もある。な

お，�４００・�４０１は（財）元興寺文化財研究所に保存処理を委託した。

　ＳＫ５６出土遺物（�４０３～�４２６）　 　�４０３～�４２５は，橙褐色の土師器皿。すべてＤ類

で，素縁のＤ２・Ｄ３類と口縁端部に面取りを施すＤ４・Ｄ５類がある。口径９～１０�の小と

１４～１５�の大の２法量がみられる。�４２６は橙褐色の土師器受皿。

　ＳＫ６４出土遺物（�４２７～�４３２）　 　橙褐色の土師器皿。面取りをするＤ４類が主体。�

４２７は口径８．５�。ほかは口径１２～１５�。

　ＳＸ１５出土遺物（�４３３～�４３８）　 　橙褐色の土師器皿。�４３３がＤ４類のほかは，口縁

端部を面取るＤ５類。口径９�前後と１２～１３�の２法量。

　ＳＫ４５出土遺物（�４３９・�４４０）　 　橙褐色の土師器皿。いずれもＤ４類で，口径は９．５

�と１０�。

　ＳＫ５２出土遺物（�４４１～�４４３）　 　橙褐色の土師器皿で，�４４１・�４４２はＤ４類で，

口径８．６�。�４４３はＤ２類で，口径１４．４�。

　ＳＫ４２出土遺物（�４４４～�４５０）　 　橙褐色の土師器皿で，素縁のＤ２類（�４４４・�４４６

～�４４９）と面取りするＤ５類（�４４５・�４５０）。�４５０は口径１３�で，ほかは８～９�。

　ＳＫ４１出土遺物（�４５１～�４５３）　 　淡褐色の土師器皿。�４５１はＤ２類で，口径７．８�。

�４５２はＤ６類，�４５３はＤ５類で，ともに口径１３．２�。

　ＳＫ４４出土遺物（�４５４・�４５５）　 　�４５４は土師器皿。Ｄ４類で，口径９�。�４５５は，

土師器鉢。外面に粘土紐を積み上げた痕跡を残す。

　ＳＫ６７出土遺物（�４５６・�４５７）　 　淡褐色の土師器小皿。Ｄ２類。

　ＳＥ９出土遺物（�４５８～�４７６）　 　�４５８～�４６４は橙褐色の土師器皿。素縁のＤ２類

（�４６２・�４６４）と口縁端部を面取るＤ４類（�４５８～�４６１・�４６３・�４６４）がある。小

は口径９～１０�，大は１４～１６．５�。�４６５・�４６６は灰白色を呈する土師器椀。�４６５は口径

１１�，�４６６は１２�。�４６７～�４６９は土師器受皿。�４６７・�４６８は灰白色で，口径４．４�と

５�。�４６９は褐色で，口径７．６�。

　�４７０・�４７１は灰釉系陶器椀の底部。高台端部に，籾殻痕が認められる。�４７２・�４７３

は瓦器椀。�４７２は口径７．４�の小型の椀。口縁部が直立する。�４７３は口縁部が横撫でに

より外反し，断面台形の高台がつく。�４７４・�４７５は白磁椀。�４７５は見込みに圏線をも
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図２３　ＳＥ９出土遺物（�４５８～�４６９土師器，�４７０・�４７１陶器，�４７２・�４７３瓦器，�４７４・�
４７５白磁，�４７６須恵器），ＳＥ１１出土遺物（�４７７～�４８２土師器，�４８３～�４８５陶器，�４８６
瓦器），ＳＫ３０出土遺物（�４８７～�４９４土師器）

中　世　の　遺　跡



つ。�４７６は須恵器すり鉢。口縁端部が内側に突出する。

　ＳＥ１１出土遺物（�４７７～�４８６）　 　�４７７～�４８２は橙褐色の土師器皿。素縁手法Ｄ３類

（�４７７・�４８０・�４８１）と面取りするＤ４類（�４７８・�４７９・�４８２）がみられる。口径

は８～１０�の小と１２～１３．５�の大がある。�４８３・�４８４は灰釉系陶器で，�４８３は皿，�４８４

は椀。�４８４の高台端部には籾殻痕が認められる。�４８５は褐釉陶器の四耳壺。�４８６は瓦

器鍋。口縁部は２段に屈曲する。

　ＳＫ３０出土遺物（�４８７～�４９４）　 　橙褐色の土師器皿で，面取りしないＤ２・Ｄ３類か

らなる。口径は８�前後のものと１０～１２�のもの，１５�のものがある。

　ＳＤ１９出土遺物（�４９５～�５０７）　 　�４９５～�５０１は橙褐色の土師器皿。素縁手法Ｄ３類

の�４９６を除いて，面取り手法Ｄ５類である。口径は８～１０�の小と１２～１４�の大がある。

�５０２～�５０４は灰白色の土師器椀。�５０２は口径１８．６�をはかる大型品で，胎土がとくに

精良である。�５０５はミニチュアの瓦器羽釜で，足が�落している。鍔上面を沈線が３条

めぐっている。胴部外面に煤が付着する。�５０６は黄灰色を呈する瓦質の椀。�５０７は灰釉

系陶器の椀。

　ＳＫ３７出土遺物（�５０８～�５１２）　 　�５０８・�５０９は橙褐色の土師器皿で，Ｄ３類とＤ４

類。�５１０は灰白色の土師器椀。�５１１は口径９．６�をはかる瓦器小皿。撫で仕上げで，磨

きは施さない。�５１２は滑石製の製品。欠損部分を除いて，端面は生きている。凸面の大

部分を磨いて仕上げるが，一部磨き残された部分に煤が付着していること，全体の曲率か

らみて石鍋の転用品と理解できる。温石などの用途が想定される。

　ＳＫ３８出土遺物（�５１３）　 　橙褐色の土師器皿。Ｄ３類で，口径８．２�。

　ＳＫ３９出土遺物（�５１４・�５１５）　 　�５１４は橙褐色を呈する土師器受皿。口径９．２�。�

５１５は瓦器羽釜。口径２０�前後の小型品である。口縁端部に面取りを施す。

　ＳＫ３６出土遺物（�５１６～�５１８）　 　�５１６は淡褐色の土師器受皿。�５１７は灰白色の土

師器椀。�５１８は同安窯系青磁の椀。黄緑色の釉が内外面に施され，口縁端部が外反して

いる。口縁直下内面に沈線がめぐっている。

　ＳＫ６６出土遺物（�５１９）　 　常滑焼の甕。口径２４�，器高２９．４�をはかる。口縁端部が

やや肥厚し，上方へつまみ上げられている。押印文はみられない。常滑４型式に比定でき

る〔中野１９９５〕。

　ＳＫ３１出土遺物（�５２０～�５２４）　 　�５２０は口径４．７�をはかる小型の皿。�５２１・�５２２

は土師器皿。�５２１は灰白色，�５２２は橙褐色を呈する。�５２３は灰白色の土師器椀。�５２４
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中　世　の　遺　跡

図２４　ＳＤ１９出土遺物（�４９５～�５０４土師器，�５０５・�５０６瓦器，�５０７陶器），ＳＫ３７出土遺物
（�５０８～�５１０土師器，�５１１瓦器，�５１２石製品），ＳＫ３８出土遺物（�５１３土師器），ＳＫ
３９出土遺物（�５１４土師器，�５１５瓦器），ＳＫ３６出土遺物（�５１６・�５１７土師器，�５１８青
磁），ＳＫ６６出土遺物（�５１９陶器），ＳＫ３１出土遺物（�５２０～�５２３土師器，�５２４白磁）



は白磁の椀。口縁部が玉縁となる。

　ＳＫ２８出土遺物（�５２５・�５２６）　 　�５２５は古瀬戸の卸皿。ほぼ完形品である。口径

１６�，器高４．２�前後をはかる。内湾気味になる胴部から口縁部がやや外反しながら立ち

上がる。口縁端部は面取りされ，内側上方へ立ち上がっている。口縁部の一部をＵ字形に

切り取り，片口が付く。底部外面から胴下半部を除いて，灰釉を施している。底部は回転

糸切りで切り離す。

　�５２６は古瀬戸の鉢。底部の一部を欠損するほかは完形である。口径１９～２０�，器高８．４

�前後をはかる。底部を回転糸切りで切り離したのち高台を付けている。内湾気味に立ち

上がる胴部には，箆状工具で細い蓮弁状の意匠を密に施す。わずかに外反する口縁部は，

端部を面取りし，外面にボタン状の浮文を２２個貼り付けている。４カ所の目跡が見込みに

残る。底部外面から高台周りを除いて，灰釉を施している。

　�５２５は古瀬戸前期後葉～中期前葉と考えられ，�５２６も同時期と判断しておく。

　�　中世２期の遺物（図版１７，図２６～２８）

　ＳＥ８出土遺物（�５２７～�５３９）　 　�５２７・�５２８は橙褐色の土師器皿。ともに１段撫

で素縁手法のＥ１類で，口径は８．８�と９．８�。�５２９～�５３５は灰白色を呈する土師器椀。

�５２９～�５３２は口径６～７�の小椀で，底部がくぼむ。�５３３～�５３５は口径１３～１４�。�

５３６は土師器鉢。口径１７．５�，器高１３．５�前後をはかる。胴中位でわずかに屈曲し，外へ開

く形態をとる。外面は，成形時の輪積みの痕跡を残す。内面は撫でて仕上げるが，胴下半
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図２５　ＳＫ２８出土遺物（�５２５・�５２６陶器）
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中　世　の　遺　跡

図２６　ＳＥ８出土遺物（�５２７～�５３６土師器，�５３７白磁，�５３８陶器，�５３９須恵器），ＳＸ１２出土
遺物（�５４０～�５６２土師器，�５６３瓦器，�５６４白磁）



は撫でが不十分で，輪積み痕が残っている。�５３７は白磁皿。見込みに箆描きで花文状の

意匠を施す。内面の屈曲部に沈線状の段をもつ。�５３８は灰釉系陶器のすり鉢。内面は摩

滅する。�５３９は須恵器甕。胴部外面に，右下がりの平行叩目を施し，頸部には右上がりの

平行叩き目を施したのち，軽く撫でている。

　ＳＸ１２出土遺物（�５４０～�５６４）　 　�５４０～�５４５は橙褐色の土師器皿。Ｄ２類（�５４１），

Ｄ３類（�５４０），Ｅ１類（�５４２），Ｅ３類（�５４３～�５４５）。口径は８～８．５�，１０�，１１．５

�の３法量。�５４０・�５４２は口縁部に煤が付着する。�５４６～�５６０は灰白色の土師器椀。

�５４６～�５５３は口径６～７�の小椀で，底がくぼむものと平底がある。�５５４～�５６０は口

径１０～１３�をはかる椀。�５６１は淡褐色を呈する土師器ミニチュアの羽釜。口径１２�。火

にかけた痕跡は観察されない。�５６２は土師器鉢。外面に輪積みの痕跡を残す。内面は，

撫で仕上げ。�５６３は瓦器鍋。口縁部は外折し端部は肥厚する。�５６４は白磁皿。口縁部，

口禿げとする。

　ＳＸ２５出土遺物（�５６５～�５７４）　 　�５６５は淡褐色の土師器皿。Ｅ３類で，口径１２．８�。

�５６６～�５７４は灰白色の土師器椀。法量に３種類あり，�５６６は口径７�をはかり，くぼみ

底となる小椀である。�５６７・�５６８は口径８．５～９�をはかる中，�５６９～�５７４は１１～１１．５

�をはかる大である。

　ＳＸ２３出土遺物（�５７５）　 　蔵骨器に用いられていた備前すり鉢。灰褐色を呈し，焼成

はややあまい。口径２６．８�，底径１３．８�，器高１４．４�をはかる。体部は内湾気味に立ち上

がり，口縁部には面取りを施している。内面には，４条１単位の櫛描文を１８単位，放射状

に施している。底部内面は，使用により摩滅しており，日用品を蔵骨器に転用したことが

わかる。

　ＳＥ１２出土遺物（�５７６・�５７７）　 　�５７６は備前すり鉢。口径３０．４�，底径１６�，器

高１５�をはかる。体部は内湾気味に立ち上がり，口縁部は面取りし，外側端部がわずかに

突出している。内面には７条１単位の櫛描文を放射状に施している。底部内面から体部下

半にかけて，使用により摩滅している。

　�５７７は鉄製の 轡 である（図版１９）。破片周囲の土砂もまきこんで銹化しており，出土時
くつわ

には数点の鉄銹塊と化していたため，品目の判定も不可能な状況であった。本学文学研究

科（当時）の森下章司氏によるＸ線写真撮影の結果，轡であることが判明したため，（財）

元興寺文化財研究所に保存処理と修復を委託することとなった。その結果，片方の 立聞 を
たちぎき

欠失するほかは，すべての部位がそろっていることが明らかとなった。ただし，取り扱い
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の便宜のため， 喰 （銜）の 啣 部分の折損を接着せず，現状では二つに分割した状態で保管
はみ くくみ

している。

　図化にあたっては，銹化が著しいため現状の銹着状態の実測図の作成は断念し，展開状

態の実測図を復元的に作成した（図２８）。その際，保存処理が実施されたとはいえ，細部

については肉眼観察では不明な点も多いため，（財）元興寺文化財研究所の撮影によるＸ線

写真（図版１９）を参照した。また，Ｘ線写真によっても形態などが判然としない部分につ

いては，伝世品〔日本馬具大観編集委員会１９９１　p.１２５〕などを参考に作図した。

中　世　の　遺　跡

図２７　ＳＸ２５出土遺物（�５６５～�５７４土師器），ＳＸ２３出土遺物（�５７５陶器），ＳＥ１２出土遺物�
（�５７６陶器）



　本轡は杏葉の形態に類似した鏡（ 鏡板 ）をもつ，いわゆる「杏葉轡」である。二連の喰
かがみいた

に鏡を絡ませ， 遊金 を介して 引  手 を連結する構造をとる。
あそびがね ひき て

　喰は，断面隅丸方形の棒材の一端に 啣金 ，もう一端に 喰先鐶 を造り出した部品２点から
くくみがね はみさきかん

なる，二連喰である。一直線にのばした状態で長さ約２２�をはかる。図中で右側の部品は

長さ１０．９�，啣金の径２．１�，喰先鐶の径約３�，間の棒状部の断面径１．１�をはかる。啣

金は棒材の一端を円く曲げることで造り出すが，曲げた部分の先端を啣金と棒状部の境と

なる屈曲部に鍛接せず，隙間を残していることがＸ線写真により判明した。喰先鐶や，ほ

かの部品の円鐶部分も同様の造りである可能性があるが，確認できていない。図中で左側

の部品は長さ１２．６�，啣金の径２．５�，喰先鐶の径約３�，間の棒状部の断面径１．３�をは

かる。喰先鐶に連結する遊金は，断面径０．５�をはかる断面円形の棒材を円く曲げて円鐶

を形成したもので，左右とも径約３�をはかる。遊金には引手が連結する。

　引手は，断面隅丸方形の棒材の一端に遊金と連結する円鐶，もう一端に 引  手  壺 を造り出
ひき て つぼ

す。引手壺は，棒材の一端を円く曲げて造り出した円鐶で，円鐶と棒状部の境となる部分

をほぼ直角に屈折させている。図中で右側の引手は長さ１２．９�，遊金と連結する円鐶の径

約１．５�，引手壺の径約３�，間の棒状部の断面径１．１�をはかる。図中で左側の引手は長

さ１３．５�，遊金とつながる円鐶の径約１．５�，引手壺の径約３�，間の棒状部の断面径０．９

�をはかる。棒状部は左右とも，引手壺の付近では０．３�程度厚みを減じる。

　鏡は本体と立聞を一連で造る。図中で左側の立聞では，棒材を屈曲させることにより，

横断面が長径３．８�，短径２．４�の隅丸方形を呈する立聞壺を造り出す。さらに，折り返し

た棒材をそろえて鍛接することで鏡本体へとつながる棒状部を形成する。棒状部は長さ

３．８�をはかり，断面は長径１．３�，短径０．７�の隅丸方形を呈する。図中で右側の立聞は立

聞壺と棒状部のほとんどを欠失し，棒状部の約１�が残るのみである。棒状部で鍛接され

ていた棒材が二股にわかれ，鏡本体の枠を形成する。枠は鏡本体中央の三葉形の板状部に

沿うかたちで屈曲し，鏡本体の下端中央で結合して板状部へとつながる。枠を形成する棒

材の断面は隅丸方形を呈し，鏡本体の幅が最大となる部分で長径０．７�，短径０．５�をはか

る。枠と板状部がつながる部分には，喰の喰先鐶が絡む。板状部は厚さ０．２�程度をはか

る。銹化のため，透かしなどの装飾の有無は判断しがたい。図中で右側の鏡は残存長７．０

�，最大幅６．２�，本体の厚さ０．７�をはかる。図中で左側の鏡は長さ１１．０�，最大幅６．０

�，本体の厚さ０．７�をはかる。

　杏葉轡の分類については，鈴木一有氏が律令時代における轡の系譜について検討する中
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で，研究史を踏まえて以下のように整理している〔鈴木１９９９　p.６５〕。

　Ａ類　鏡板の下部を蕨手状に巻き上げるもの

　　　Ａ１類　鏡板が円環状をなし，両端が蕨手状に巻き込まれるもの

　　　Ａ２類　鏡板が逆ハート形をなすもの　両端は蕨手状をなすが，新しくなると一連になる

　Ｂ類　鏡板は幅が広く扁平な板状を呈し，三葉形などの装飾が施されたもの

　この検討がなされた時点で，Ｂ類には伝世品は認められるものの，出土品は知られてい

なかった。そのため，鈴木氏はＡ類とＢ類の詳細な前後関係を明らかにすることは難しい

としながらも，絵画資料における出現頻度から導かれた，Ａ類がＢ類に先行するという理

解〔風間１９９９　p.４９〕を系譜的な検討をもとに支持し，Ａ類の成立は９世紀以降，Ｂ類の

成立は１２世紀以降との変遷観を示した〔鈴木１９９９　p.６７〕。

　本轡は，鏡本体の厚さが０．７�とやや厚みをもっている点で上記の分類基準に完全には

一致しないものの，鏡本体の形状を重視するならばＢ類に連なるものと考えられる。加え

て，Ａ類において新しい様相とされる，立聞が別造りではなく鏡本体と一連であるという

特徴を備えることから，Ｂ類の中でも新相を示す資料とも評価しうる。この想定は本轡と

共伴した備前焼が１４世紀代の所産と考えられることとも整合するが，出土品・伝世品をあ
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図２８　ＳＥ１２出土遺物�（�５７７馬具）　 縮尺１/３



わせてもＢ類の実資料はいまだ例が少ないため，詳細な検討をおこなうには今後の類例の

増加が期待される。

　�　中世３期の遺物（図版１７，図２９）

　ＳＤ１５出土遺物（�５７８～�５８７）　 　�５７８は淡褐色の土師器皿。器壁が厚い。１段撫で

素縁手法のＦ１類。�５７９は瓦器鍋。口縁部が内湾する。�５８０は灰釉系陶器の椀。�５８１・

�５８２は古瀬戸の椀と皿。�５８３は古瀬戸の瓶子。�５８４は施釉陶器の四耳壺。胎土は灰褐

色を呈し，緑灰色の釉を施して，把手の部分には暗褐色の釉を流している。�５８５は白磁

椀。口縁端部が外側へ折れ曲がる。�５８６は青磁椀の底部。高台中位に稜をもうけて，節

状の高台とする。高台中位から底部外面を露胎とする。�５８７は青磁皿。体部下半から底

部には施釉しない。見込みに，櫛目で文様を描いている。

　ＳＤ１６出土遺物（�５８８～�６０２）　 　�５８８・�５８９は灰白色の土師器小椀。口径７�。�

５９０～�５９６は，灰白色～橙色の土師器の椀皿類。�５９７・�５９８は古瀬戸の卸皿。口縁端部

内側が三角形に突出する。�５９８は口縁部の一部を外側へ押し出して片口を作り出してい

る。�５９９は古瀬戸の折縁皿。口縁部内側が段状に肥厚する。外面の施釉は，体部上半ま

でである。�６００は古瀬戸の底部。底部は回転糸切り。�６０１は青白磁合子の蓋。�６０２は

瓦器羽釜。体部は外傾して立ち上がる。口径２２�。

　ＳＤ２１出土遺物（�６０３～�６０７）　 　�６０３は口径７．２�をはかる灰白色のくぼみ底小椀。

�６０４は灰白色の椀。口径１１．５�。�６０５は灰白色，�６０６は橙色の土師器皿。ともにＦ２類

で，口径は１１．５�と１４�。�６０７は瓦器鍋。口縁部が外側へ屈曲し，受部は，ほとんど萎縮

している。

　ＳＫ２３出土遺物（�６０８～�６１３）　 　�６０８～�６１２は灰白色の土師器皿。Ｆ２類（�６０８・

�６１０・�６１１）とＦ３類（�６０９・�６１２）。口径は�６０８が１０�で，ほかは１２～１４�である。

�６１３は灰白色の土師器椀。口径１２．８�。

　�　包含層出土遺物（図版１７，図３０）

　在地産土師器は省略し，他地域産の特徴的な遺物を掲げて説明を加えておく。�６１４は

饅頭形の緑釉円塔。鍔は欠失し，底面も�落。伏鉢は扁平な半球状となる。軟質焼成で，

釉調は淡黄緑色。京都大学構内では過去４例出土しており〔古賀１９９９　pp.８０-８１〕，大治３

年（１１２８），法勝寺の法会のさい供養された１８万基の円塔との関連が考えられている。

　�６１５・�６１６は灰釉系陶器。�６１５は，口径８�をはかる小皿。�６１６は，口径１４．７�を

はかる椀。高台に籾殻圧痕をもつ。�６１７・�６１８は古瀬戸。�６１７は口径４�，胴部最大径
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図２９　ＳＤ１５出土遺物（�５７８土師器，�５７９瓦器，�５８０～�５８４陶器，�５８５白磁，�５８６・�５８７
青磁），ＳＤ１６出土遺物（�５８８～�５９６土師器，�５９７～�６００陶器，�６０１青白磁，�６０２瓦器），
ＳＤ２１出土遺物（�６０３～�６０６土師器，�６０７瓦器），ＳＫ２３出土遺物（�６０８～�６１３土師器）



９．４�，器高７．４�をはかる。合子ないしは小型の壺であろう。胴上部に櫛描波状文がめぐ

る。底部は回転糸切り。ほぼ完形で出土し，内部には棒状の鉄製品が納められていた。�

６１８は卸皿。底部から体部へ丸みをもって立ち上がり，口縁端部は面をもって内側上方へ

立ち上がる。底部は回転糸切りで，内面に目跡が３カ所ある。底部外面～胴下部を除い

て，灰釉を施す。古瀬戸中期。

　�６１９～�６２５は備前すり鉢。口縁端部がほとんど拡張せず還元焼成の�６１９から，内外

にわずかに拡張するもの（�６２０～�６２２），縁帯状に発達したもの（�６２３～�６２５）まで，

おおよそ１３～１４世紀までの各時期のものが認められる。
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図３０　茶褐色土出土遺物（�６１４～�６２５陶器，�６２６白磁，�６２７土師器）



４３

　�６２６は白磁の四耳壺。�６２７は土師質の羽釜。体部は直線的に立ち上がり，口縁部を内

側へ屈曲させ，端部は折り曲げて肥厚させる。鍔の突出は短い。大和型の土釜であり，京

都大学構内では出土例をほとんどみない。

　中世の遺構や遺物包含層から，古代～中世の貨幣が７点出土しているので，表１に銭種

などを掲げた。唐代の貨幣が１点あるほかは，あとはいずれも北宋の貨幣である。　

　�　瓦　 　類（図版２０，図３１～３９）

　遺構および包含層出土の瓦 類をここでまとめて報告する。年代・系統などは，上原真

人の成果〔上原１９７８・１９９５・１９９７〕，平安博物館編『平安京古瓦図録』（１９７７年）をおもに

参考にした。なお，出土遺構を示したもの以外は，包含層出土品である。

　軒　丸　瓦　　�６２８・�６２９は同笵の宝相華文軒丸瓦。外区には珠文を施す。瓦当裏面には

指頭圧痕を残す。�６３０～�６３４は蓮華文軒丸瓦。�６３０は単弁の蓮華文で，瓦当裏面には指頭圧

痕が残る。１２世紀中葉の中央官衙系製品。�６３１は楕円形の瓦当面をもつ。単弁の蓮華文で，弁

端は外区との圏線をかね，ふくらみはほとんど表現されない。笵の打ち込みは浅い。１２世紀代

の中央官衙系の製品。�６３２は単弁推定９葉蓮華文。中房は無文。瓦当裏面には指頭圧痕を残

す。�６３３は弁の外郭線の切れ込みが１個置きと２個置きの部分があり，複弁とも単弁とも

つかない蓮華文。瓦当裏面は撫で。�６３４は中房を１段突出させ，陽刻の「卍」を配した複弁８

葉蓮華文。外区に圏線を施し，珠文を１２個めぐらす。１３世紀前半に流行した型式。

　�６３５～�６４２は巴文軒丸瓦。�６３５は外区に二重の圏文と鋸歯文を配した右巻三巴文。瓦

当周縁には縄叩き目がつき，瓦当裏面には指頭圧痕が残る。ＳＤ２５出土。�６３６は外区に２４個
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表１　古代～中世の出土銭貨一覧

備考重さ（�）厚さ（�）D（�）C（�）B（�）A（�）書初鋳銭種層位・遺構地区番号

１/３周縁欠
１/３欠
１/２欠

 ２.５
（３.４）
（１.５）
（１.４）
 ３.０
 ３.２
 ２.６

１.４５-１.６５
１.４５-１.６５
１.２５-１.３５
１.３５-１.５０
１.４５-１.５０
１.４５-１.６０
１.２０-１.４０

１９.５０
－
１９.７５
－
１９.３０
１９.０５
１９.４５

１９.５５
２０.２０
－
－
１９.００
１９.２５
１９.４５

２４.００
－
２１.７５
－
２４.５５
２４.０５
２５.００

２３.８０
２５.６０
－
－
２４.４５
２４.１０
２５.０５

篆
真
篆
篆

６２１
１００９
１０１７
１０５４
１０６４
１０６８
１１０１

開元通寶
祥符通寶
天禧通寶
至和□□
治平元寶
熙寧元寶
聖宋元寶

茶褐色土
SF２-７面以下４回目
黒色土
茶褐色土上面清掃
茶褐色土上面清掃
巨大落ち込み
SD１５

AT２２c２
畔２の西
AT２１c４
AT２２d３
AT２１d５
AT２２b１
AU２２a１

１
２
３
４
５
６
７

�　書：使用書体，「真」は真書体，「篆」は篆書体，無記入は真書体ないしは楷書体を
あらわす。

�　計測は，兵庫県埋蔵銭調査会の方式〔永井編１９９４　第１０図〕にしたがった。
Ａ・Ｂは外縁外径，Ｃ・Ｄは外縁内径である。
厚さは，４箇所計測し，最大値と最小値を表示した。
重さは，電子天秤を用いて計測した。



の珠文をもつ左巻三巴文。ＳＥ６出土。瓦当裏面は撫で。�６３７・�６３８は外区に珠文をもつ右

巻三巴文。瓦当裏面に指頭圧痕が残る。�６３７はＳＥ８，�６３８はＳＥ１１出土。�６３９～�６４１は

右巻三巴文。�６４１は巴の頭部が連続する。瓦当裏面は，�６３９が撫で，�６４０・�６４１が指頭圧

痕。�６３９はＳＦ３，�６４０はＳＤ１５，�６４１はＳＫ３４出土。�６４２は左巻三巴文。ＳＥ６出土。

これら巴文軒丸瓦のうち，面径が１４�前後となる�６３６・�６３９は中央官衙系�期（１２世紀後

半），ほかは大覚寺御所第�期瓦群（１３世紀後半～１４世紀初頭）に対比できる。

　軒　平　瓦　　�６４４は宝相華文軒平瓦。半截の宝相華文３個を上下に交互に配している。

瓦当部は折り曲げ式で成形し，頸部は別の粘土で補強している。凹面には布目圧痕を残し，

瓦当裏面から凸部にかけては撫で成形。瓦当面にも布目圧痕が一部残っている。黄灰色。

　�６４５～�６５４は唐草文軒平瓦。�６４５・�６４８・�６４９は同文ないしは類似した文様をもつ。

青灰色の須恵質の焼成で，凹面は布目圧痕，凸面は縄叩き目を残し，瓦当外周には箆削り

を施す。中心飾りに三葉文をおき，巻の強い蕨手文を左右に配する。�６４６は折り曲げ式

で瓦当部を成形しており，瓦当面にも布目圧痕が残る。�６４７は繊細な唐草文が横方向に

伸びる。凹面に布目圧痕はみられない。�６５０は凹面に布目圧痕，凸面に縦方向の糸切り

痕が残る。瓦当外周は横方向に箆削り成形する。黄褐色を呈する。ＳＤ１６出土。�６５１は

凹面に細かな布目圧痕を残し，凸面は撫で成形。瓦当外周は箆削り成形するが，上部は削

りの及ぶ範囲が広い。瓦当部は貼り付け技法による成形とみられる。青灰色を呈し焼成は

堅緻。�６５２は瓦当を折り曲げ式で成形し，凹面には布目圧痕を残し，凸面は撫で成形す

る。同笵品が本部構内ＡＷ２６区から多数出土している〔千葉２００３〕。�６５３は内区に唐草文，

外区に珠文を施す。凹面に布目圧痕を残し，瓦当外周は横方向の箆削り成形する。ＳＦ３

出土。�６５４は唐草文が退化し，波状の文様で飾る。凹面には布目圧痕を残し，瓦当外周上

部は横方向の箆削りで成形する。ＳＥ１１出土。

　�６５５は，トンボ形の中心飾りの左右に，右巻三巴文をおく。瓦当面が平瓦に対して鈍角

となる。凹面には糸切り痕と布目圧痕が残り，凸面は撫で成形。１２世紀中葉の中央官衙系

の製品か。�６５６は左巻三巴文と２個の雁文を交互に配する。瓦当は折り曲げ式で成形す

る。凹面には布目圧痕と糸切り痕を残し，凸面は撫で成形。瓦当外周上部は，横方向の箆

削り。軟質焼成である。

　�６５７～�６６２は剣頭文で飾る類。いずれも瓦当は折り曲げ式。凸面は撫で成形か指頭圧

痕を残す。凹面には細かな布目圧痕を残すが，�６５７は撫で消している。�６５９・�６６０・

�６６２は頸部に凹型台の端があたった痕跡が残る。�６５８は凹面に２本沈線による箆記号を
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図３１　軒丸瓦（�６２８～�６４２）
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図３２　軒平瓦（�６４３～�６６３）



４７

中　世　の　遺　跡

図３３　丸　瓦�（�６６４･�６６５）　 縮尺１/５



もつ。表面は灰黒色で，焼成はやや堅緻。この一群は，大覚寺御所第�期瓦群（１３世紀後

半～１４世紀初頭）に対比できる。

　�６６３は中央に巴文を置き，剣頭文を配する。瓦当折り曲げ式で，頸部に凹型台の端があ

たった痕跡が残る。ＳＸ６出土。

　道　具　瓦　　�６４３は平瓦のように湾曲するが，両端面とも生きており， 状を呈する。

一方の端面を宝相華文で飾る。凹凸面ともに箆削りが施される。ＳＦ４出土。

　丸　　瓦　　�６６４～�６６７はいずれも玉縁のつく丸瓦。�６６４～�６６６は，法量のわかる

資料で，それぞれ全長３３．８�・３４．２�・３４．５�，筒部長２８．３�・２８．８�・２８．８�，玉縁長

５．５�・５．４�・５．７�をはかり，ほぼ同大である。丸瓦凸面は，縄叩きのち撫で整形して

４８

京都大学本部構内ＡＴ２１区の発掘調査

図３４　丸　瓦�（�６６６･�６６７）　 縮尺１/５
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図３５　平　瓦�（�６６８～�６７４）　 縮尺１/５



いる。布目圧痕を残す凹面には，吊り紐痕が認められる。玉縁端部凹面側には面取りを施

し，筒部端部の凹面側には幅広く撫で整形を加えている。�６６４・�６６５はＳＸ８出土。�

６６７は凸面縄叩きで，凸面に「 」の箆記号をもつ。内面には布目圧痕を残す。ＳＥ１１出土。

　平　　瓦　　�６６８は凹面布目圧痕，凸面は箆撫で整形。端面に，１本線の箆記号をも

つ。�６６９は凸面は縄叩き，凹面は糸切り痕を撫で消している。ＳＤ１５出土。

　�６７０～�６７２は凹面を撫で整形，凸面は�６７０・�６７２が撫で整形，�６７１が叩き目文を

撫で消している。端面に竹管状工具による円形の刻印を�６７０は３個，�６７１・�６７２は１個

施す。�６７１は端部凹面側を斜めに削って面取りしている。�６７２は完形で，全長１９．５�，

広端幅１２．５�，狭端幅１１．３�をはかる。�６７２はＳＸ８出土。

　�６７３は凹凸面とも縦方向の箆撫で整形を施す。器壁が２．８�と厚い。ＳＤ１６出土。�

６７４は凸面斜格子叩き，凹面は撫で整形。端部凹面側を斜めに削って面取りしており，端面

に円形の刻印をもつ点や胎土・色調・焼成が�６７１に類似する。ＳＸ８出土。

　�６７５は凹面撫で整形，凸面は糸切り痕を残す。端部凹面側を斜めに削って面取りを施

す。端面に三角形の刻印をもつ。�６７６は凹面を撫で整形，凸面は端部付近を除いて糸切

り痕を撫で整形で消している。

　 　　直方体を呈する 。砂粒の割合の多い粗放な胎土で，暗灰色から黒灰色を呈する

ものが多い。図示したものの中には，内部に黒化層を形成しているものはないが，ＳＥ６

５０
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図３６　平　瓦�（�６７５・�６７６）　 縮尺１/５
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中　世　の　遺　跡

図３７　 �　（�６７７～�６８２）　 縮尺１/５
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図３８　 �（�６８３～�６８８）　 縮尺１/５
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出土の不掲載資料に黒化層のみられるものがある。形状および法量から，以下の３つに分

類して解説する。

　Ａ：中央部が長方形にくぼみ，断面が双頭形となり，凹部に円孔をもつもののうち，短

辺が１０～１０．５�となるもの（�６７９・�６８１～�６８７・�６８９）。側縁の厚み４．５～５�前後。

完形品はみられないが，�６８２・�６８４には孔が２つあいており，ほかの遺跡の類例からも，

孔は２個あけられたと復元できる。孔の位置から判断して，長辺は３０数�に復元できる。

孔は，長辺方向に径の大きい楕円形で，長径４�，短径３�前後である。６面いずれの面

にも縄叩きを施している。�６８１・�６８４・�６８６は凹部に，２条の凹線による箆記号をもつ。

　Ｂ：Ａと同様の形状を取るもののうち，短辺が１４～１４．５�となるもの（�６７７・�６８８・

�６９０・�６９１）。完形品はないが，Ａ同様，６面すべてに縄叩きを施しており，中央部に２

孔をもつと想定できる。側縁の厚みは４．５～５．５�。長辺の長さは不明。

　Ｃ：中央部のくぼみが弱いか，あるいはほとんどくぼまずに平坦なもの（�６７８・�６８０）。

短辺・長辺の長さは不明。�６８０には孔の一部が残存している。縄叩きするが，側縁などの

一部には施さない。�６７８は短辺側の側縁に，箆記号の可能性のある２条の凹線がみられる。

中　世　の　遺　跡

図３９　 �（�６８９～�６９０）　 縮尺１/５



　６　近世の遺跡

　�　遺　　構（図版６，図４０）

　近世の遺構として，道路，野壺，溝，小穴，土坑などがある。道路ＳＦ２およびそれに

付属する側溝ＳＤ１２・ＳＤ１３・ＳＤ２８などについては，次節で解説する。

　野壺ＳＥ１～ＳＥ５・ＳＥ２０・ＳＥ２１，溝ＳＤ４・ＳＤ５・ＳＤ７・ＳＤ９・ＳＤ１１，

無数に認められた小穴などは，耕作に伴なう遺構であろう。野壺のうち，ＳＥ２０・２１は，

ＳＦ２の南側の一段低い部分，ＳＥ１～ＳＥ４は調査区西辺でみつかっている。いずれも

木製の桶を設置したもの。溝は東西方向に伸びる小溝で，ＳＤ１１は西側の末端が北側に折

れて止まっている。調査区全面で数多く見出された小穴は，２０～２５�前後の方形の掘り方

５４
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図４０　近世の遺構　縮尺１/５００
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をもつものが多く，等間隔で東西方向に並びが復元できるものもある。

　土坑ＳＸ２２は幅０．３５�前後の小土坑で，ＳＤ２に一部をきられている。銅製の容器が２

点出土し，１点には貨幣２５点と銅製の鎖金具，もう１点には木芯に銅製のキャップをかぶ

せた栓が収まっていた。埋納遺構であろうか。

　�　出土遺物（図４１・４２，表２）

　ＳＸ２２出土遺物（�６９２～�７１７）　 　銅製品と貨幣が出土した。�６９２・�６９３は銅製容

器。�６９２は高さ７．４�。横断面は楕円形で，短径３．０�，長径６．２�。器壁の厚さ０．５�前

後。身に蓋をかぶせた状態であるが，銹化のため，重ねの深さは不明。蓋のつまみは二重

になっており，それぞれに小孔をもつ。小孔の位置をあわせると，中味が出る構造になっ

ていることから，液体を入れた容器と考えられる。�６９３も蓋と身を重ねた状態とみえる

が，銹化のため判然とはしない。横断面は円形。器壁の厚さ０．５�前後。

　�６９４は�６９２の中に収まっていた。木芯に銅製のキャップをかぶせた栓である。�６９５

～�６９７は，貨幣とともに�６９３に収まっていた。�６９７は鎖金具で，長方形と方形の環を互

い違いに１３個連ねている。�６９５・�６９６は飾り金具。

　貨幣は�６９３に収まって，２５点出土した（表２）。順治通寶１点を除いて他はすべて寛永

通寶である。順治通寶（�６９８）は清の貨幣で，背字に「宝泉」を表す満州文字をもつ「戸

部宝泉局満文宝泉」（初鋳１６５７年）に分類されるもの〔塙１９７３　p.２５〕。寛永通寶は，すべ

ていわゆる新寛永で，背面に「文」の字をもつ文銭（�６９９～�７０３），文字のない無背銭

４点（�７０３～�７０７），一回り大きく背面に十一波をもつ四文銭（�７０８～�７１７）に分類

近　世　の　遺　跡

図４１　ＳＸ２２出土遺物（�６９２～�６９７銅製品）　 縮尺１/２
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図４２　ＳＸ２２出土銭貨（�６９８～�７１７）　 縮尺２/３
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できる〔小川編１９６９，永井１９９６〕。

　江戸時代の貨幣は，ＳＸ２２から出土した以外に８点出土しており，表２に掲げておく。

寛永通寶６点と文久永寶２点である。寛永通寶には新寛永，古寛永ともにみられる。文久

永寶は幕末の貨幣であり，尾張藩邸に関連する遺物であろう。

近　世　の　遺　跡

表２　近世の出土銭貨一覧

備　考重さ（�）厚さ（�）D（�）C（�）B（�）A（�）初鋳銭種備考銭　種層位・遺構番号

周縁１/３欠

１/２欠

４.４
３.９
３.５
３.５
４.１
３.６
２.９
４.６
３.３
３.６
４.７
４.９
４.７
４.１
４.８
５.０
４.９
５.３
４.５
４.５
（３.６）
５.０
４.１
５.８
４.５
２.０
２.９
（１.９）
３.７
２.１
２.６
３.３
２.５

１.２５-１.３０
１.３０-１.５０
１.３０-１.５０
１.３０-１.４０
１.３５-１.５０
１.３０-１.３５
１.２０-１.３０
１.４５-１.５０
１.１５-１.４０
１.２５-１.４０
１.２５-１.３５
１.３０-１.５０
１.２０-１.３０
１.１０-１.２０
１.２０-１.２５
１.３０-１.４０
１.３０-１.４０
１.３５-１.４０
１.３０-１.６０
１.２０-１.４０
１.２５-１.３０
１.２０-１.４０
１.２０-１.４０
１.４０-１.５０
１.１０-１.２０
０.９０-０.９５
１.２０-１.３５
１.３０-１.３５
１.３０-１.４０
０.９５-１.０５
１.１０-１.２０
１.０５-１.１０
１.２０-１.３５

２０.５０
１９.８５
１９.９０
１９.８０
２０.００
１９.６５
１９.５０
２０.２０
２０.４５
１９.２５
２１.１０
２０.４５
２１.３０
２１.００
２１.０５
２０.７５
２０.５０
２０.７５
２０.８５
２１.００
２１.２５
２１.３０
２１.００
２１.３０
２０.２５
１９.８０
２０.１０
－
１９.８０
２０.００
１９.６５
２０.９５
２１.３０

２０.８０
１９.９０
２０.１５
２０.０５
２０.００
１９.７０
１９.８０
２０.４５
２０.６０
１９.３０
２１.３５
２１.０５
２１.２０
２１.００
２１.００
２０.６０
２０.８０
２０.６５
２０.６０
２０.８０
２１.４０
２１.２５
２１.０５
２１.３０
２０.５５
１９.８０
２０.４０
－
１９.８５
１９.９５
１９.９５
２１.０５
２１.４５

２７.７０
２５.２０
２５.１５
２５.２５
２５.３５
２４.９５
２４.８０
２５.５５
２５.５５
２４.３５
２８.５０
２８.３０
２８.２５
２７.９５
２８.３５
２８.４０
２８.２５
２８.３５
２８.１５
２８.３０
２８.００
２８.５５
２８.２５
２８.４０
２８.１０
２４.５０
２４.３０
－
２５.１０
２３.６０
２５.２０
２６.８０
２６.４５

２７.６０
２５.３０
２５.０５
２５.２０
２５.４０
２５.００
２４.７５
２５.４０
２５.５５
２４.４０
２８.４０
２８.３０
２８.４０
２７.９５
２８.４０
２８.３５
２８.３５
２８.２０
２８.３０
２８.４０
２８.８５
２８.７５
２８.４０
２８.３５
２８.１０
２４.４５
２４.４０
－
２５.１５
２３.２５
２５.２５
２５.９５
２６.３５

１６５７
１６６８
１６６８
１６６８
１６６８
１６６８
１６６８
１６６８
１６６８
１６６８
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１７６９
１６３６
１６３６
１６３６
１６６８
１６６８
１６６８
１８６３
１８６３

戸部宝泉局満文宝泉
新寛永文銭
新寛永文銭
新寛永文銭
新寛永文銭
新寛永文銭
新寛永
新寛永
新寛永
新寛永
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
新寛永四文銭背十一波
古寛永
古寛永
古寛永
新寛永文銭
新寛永
新寛永背佐
背十一波真文
背波あり真文

順治通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
寛□□寶
寛永通寶
寛永通寶
寛永通寶
文久永寶
文久永寶

SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２
SX２２

SX１上面
茶褐色土
攪乱
攪乱
SF２-３

SD２・SX６
近代整地土

SD１

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６
１７
１８
１９
２０
２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３

計測は，兵庫県埋蔵銭調査会の方式〔永井編１９９４　第１０図〕にしたがった。
　Ａ・Ｂは外縁外径，Ｃ・Ｄは外縁内径である。
　厚さは，４箇所計測し，最大値と最小値を表示した。
　重さは，電子天秤を用いて計測した。



　７　中世～近世の道路遺構

　道路ＳＦ２・ＳＦ４は北東から南西にはしり，中世から近世まで長期にわたって使用さ

れたことが明らかとなった。京と近江坂本を結ぶ街道であった，いわゆる白川道である。

またＳＦ４から別れて北側にのびる中世の南北道路ＳＦ３もみつかった。　

　�　Ｓ　Ｆ　４（図版２・７，図１６）

　調査区南半を北東から南西にはしる。両端とも調査区外へと続く。南側は，ＳＦ２に

よって破壊されており，南端の状況はほとんど不明。道路は，北側を切り通して造成して

おり，切り通しをともなう大規模な造成が２回おこなわれている（図版２－畔Ａ・Ｂ）。初

期の造成で作られた道路をＳＦ４－１期，２度目の造成で作られた道路をＳＦ４－２期と

しておく。

　ＳＦ４－１期の切り通しは，残存状況の良い畔Ｃで，約１．８�の崖面を作り出している。

路盤は固結した砂質土からなり，５枚前後の路面の重なりが観察される。ＳＦ３との合流

部以西では，路盤の北端は切り通し下端までは達せず，そのあいだに幅１～１．５�の側溝

（ＳＤ２５）がみられる。もっとも下層の路面は，南端も残存しており，南側にも幅１．５�

ほどの側溝がともなったようである（畔Ｂ）。路面幅は３．４�前後である。轍の痕跡はみら

れない。畔Ｂの西側，路盤の北端で集石遺構ＳＸ４１がみつかっている（図版７－３）。路肩

の補強のためであろう。

　ＳＦ４－２期の路面は，１期の道路よりも，南へずれる形で造成されている。切り通しの

深さは，後世の削平のために不明であるが，その角度はＳＦ４－１期の切り通しよりもゆ

るやかで，路面の標高も高い位置から始まっている。畔Ｃでは，ＳＦ４－２期の道路を造

成した切り通しはみられないが，これはＳＦ２の造成にともなって失われてしまったため

であろう。１期同様，５枚前後の路面の重なりが観察され，北側にはやはり側溝（ＳＤ２７）

をともなっている。路盤は固結した砂質土からなる部分が大部分であるが，畔Ｂと畔Ｃの

間で，拳大の礫を敷き詰めて路面としている面もみられた（図版７－２）。

　ＳＦ４の上部は，１４～１５世紀の遺物を含む茶褐色土が覆っており，次に解説するＳＦ２

の造成時期（１７世紀？～１８世紀前葉）とのあいだには，道路の確認できない時期がある。た

だ，茶褐色土を削り込むような溝状遺構が畔Ａ・Ｃでみられるから，後世の削平で完全に

失われてしまったけれども，わずかに南へ位置を移動させながら，道路としては存続して

いたと考えておきたい。
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５９

　�　Ｓ　Ｆ　３（図版７，図１６・４３）

　調査区中央部を南北にのびる道路。北は調査区外へと続き，南はＳＦ４へ合流する。Ｓ

Ｄ１５に切られる。図４３上半はＳＦ３畔１北壁，下半は畔２北壁の層位である。畔１では西

側部分をＳＤ１５，畔２では東側部分をＳＸ４２によって破壊されていたけれども，以下のよ

うな点が読み取れる。

　�地盤を削り込んで路面が形成されている。

　�両側に側溝をもっている（斜線部分）。

　�両端が若干高く中央部が低くなるレンズ状の断面形態を呈する。

　�補修によって路面（灰色部分）が何枚か形成されている。

　�路盤は固結した砂質土からなり，路面に轍の痕跡は認められない。

　�側溝を含めた道路幅は４～５�である。

中世～近世の道路遺構

図４３　ＳＦ３層位　縮尺１/４０



　�　Ｓ　Ｆ　２（図版２・８・９，図４０）

　調査区南半を北東から南西にはしる。両端とも調査区外へと続く。道路の造成は，北側

を切り通して崖面とし，南側は一段低く作り，そこに側溝（ＳＤ２８・ＳＤ１３）をもうけて

いる。初期の崖面の高さは，畔３で約１．４�をはかるが，度重なる路盤のかさ上げによっ

て，最新の道路では崖面は失われている。路盤は小礫を交えた砂質土をつき固めて形成さ

れているが，無数に見られる轍によって削られており，面として確認できるのは南端部分

にとどまる。道路の幅は，５～６�前後である。轍は，もっとも古い路面から認められが，

廃絶直前のもっとも新しい路面には形成されていなかった。

　断面図（図版２）から観察できるように，轍は２筋に集中しており，路面のかさ上げと

ともに，南へ少しずつ移動しながら形成されている。２筋に集中する轍間の幅は，１．８�前

後である。轍は，大きなものでは幅７０�，深さ４０�をはかる。轍の補修には大別して，�

灰褐色～黒色の土壌で充�する場合（轍Ａ），�バラス，拳大の礫で充�する場合（轍Ｂ），

�黄灰色～暗灰色の砂質土がレンズ状に堆積する場合（轍Ｃ）の３種類が認められた。�・

�は，下層の轍に多く，�は上層の轍に比較的多くみられた。切り合いながら形成された

多数の轍から，車輌の頻繁な往来が想定できる。

　道路の南側１段低い部分に造成された側溝のうち，ＳＤ２８は古い段階で，幅１．６�前後

で，埋土は黄白色の砂礫である。ＳＤ１３は新しい段階で，幅１．４�前後，埋土は黄白色の粗

砂～小礫である。ＳＤ１３・ＳＤ２８ともに埋土から多数の遺物が出土した。

　�　出土遺物（図版２１～２３，図４４～４９）

　道路遺構の存続年代などを検討するために，路盤や道路を覆う堆積土，側溝，轍などか

ら出土した遺物を解説する。

　ＳＦ４以前の遺物（�７１８～�７２１）　 　�７１８～�７２１は，Ｙ＝２１００のラインに設定した

南北畔にそって，畔の西側を断ち割ったさいＳＦ４の下層から出土した。�７１８・�７１９は

須恵器杯Ｂ。高台は低く矮小化している。８～９世紀ごろのものであろう。�７２０・�７２１

は土師器皿。�７２０は口径１３．６�をはかり，口縁端部を丸くおさめ，内面に沈線がめぐる。

�７２１は口径１５�，横撫でにより口縁部が外反し，端部はつまみ上げたようにおさめてい

る。９～１０世紀ごろ。

　ＳＦ４出土遺物（�７２２～�７３４）　 　�７２２～�７２７は，ＳＦ４－１期とした堆積物から

出土した遺物。�７２２～�７２５は，土師器小皿。いずれも２段撫で手法で，�７２２はＣ３類，

�７２３～�７２５はＣ４類。�７２６は土師器皿。１段撫でＤ２類。畔２壁面より出土しており，
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図４４　ＳＦ４以前の遺物（�７１８・�７１９須恵器，�７２０・�７２１土師器），ＳＦ４出土遺物（�７２２～
�７２５・�７２７～�７３０・�７３５～�７３７土師器，�７２６・�７３２白磁，�７３１青磁，�７３３陶器，
�７３４・�７３８～�７４０瓦器），ＳＸ４２出土遺物（�７４１～�７４５土師器，�７４６瓦器）

中世～近世の道路遺構
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図４５　ＳＸ４１出土遺物（�７４７～�７６７土師器），ＳＤ２５出土遺物（�７６８～�７９５土師器，�７９６～�
７９８瓦器，�７９９銅製品）



６３

図版２に出土位置を記載した。�７２７は白磁椀。

　�７２８は，畔１と畔３の間にみられた石敷から出土した。層位的には，ＳＦ４－２期に対

比される。灰白色の土師器椀。口径１０．８�。

　�７２９～�７３４は，ＳＦ４－２期とした堆積物から出土した遺物。�７２９・�７３０は灰白色

の土師器椀。�７２９は立ち上がりが直線的で，口縁部の横撫での幅も小さい。�７３１は白磁

皿。�７３２は白磁椀。口縁部が玉縁となる。�７３３は灰釉系陶器椀の底部。�７３４は瓦器鍋。

口縁受部が２段に屈曲する。

　ＳＦ４を覆う茶褐色土遺物（�７３５～�７４０）　 　ＳＦ４最上面の路面を覆う茶褐色土か

ら出土した遺物。�７３５～�７３７は淡褐色を呈する土師器椀・皿。口径８�前後で，�７３６・

�７３７は凹底となる。�７３８は瓦器の皿。足がつく。�７３９・�７４０は瓦器鍋。受部は萎縮し

て，外方（�７３９）あるいは斜め上方（�７４０）へ折れている。

　ＳＸ４２出土遺物（�７４１～�７４６）　 　ＳＦ３とＳＦ４の合流部東側でみつかった遺構。

不定形の落ち込みで，両遺構の後に形成されたもの。�７４１は淡褐色を呈する土師器皿。

中世～近世の道路遺構

図４６　ＳＦ３出土遺物（�８００～�８０５・�８０８～�８１３土師器，�８０６・�８１５・�８１６白磁，�８０７青
磁，�８１４陶器），ＳＦ３・ＳＦ４合流部出土遺物（�８１７土師器，�８１８白磁，�８１９青磁）



Ｅ１類。�７４２～�７４５は灰白色の土師器椀。�７４２・�７４３は凹底となる小椀。�７４５は，口

縁部に煤が付着する。�７４６は瓦器羽釜。鍔の下部に指頭圧痕がめぐる。

　ＳＸ４１出土遺物（�７４７～�７６７）　 　畔２の西側で，ＳＦ４－１期に対比できる路盤の

北端でみつかった集石遺構。いずれも赤褐色から淡褐色の土師器皿。２段撫で手法のＣ３

類（�７５２・�７６２），Ｃ４類（�７６０・�７６１・�７６７）と１段撫で手法のＤ３類（�７５３・�７６４・

�７６５），Ｄ４類（�７４７～�７４９・�７５１・�７５４～�７５９・�７６３），Ｄ６類（�７５０・�７６６）がみ

られる。口径は，９～１０�の小と，１４～１６�の大がある。

　ＳＤ２５出土遺物（�７６８～�７９９）　 　ＳＦ４北側の溝状落ち込みから出土した遺物。�

７６８～�７７２は下層，�７７３～�７９０は中層，�７９１～�７９５は上層から出土した土師器皿。Ｃ３

類（�７７２・�７７４），Ｃ４類（�７６８・�７７８・�７８３・�７８５・�７８８・�７８９），Ｃ５類（�７７１・�

７７５・�７７９），Ｄ３類（�７７０・�７７３・�７８４・�７９１），Ｄ４類（�７６９・�７７６・�７８０～�７８２・

�７８６・�７９２・�７９５），Ｄ５類（�７７７・�７８７・�７９３・�７９４）がみられる。上層からはＤ類

のみ出土している。�７９０は淡褐色の受皿。

　�７９６～�７９８は中層出土の瓦器。�７９６・�７９７は椀で，�７９７は口縁内面に１条の沈線，

�７９６は見込みに格子状暗文を施す。�７９９は中層出土の青銅製の金具。

　ＳＦ３出土遺物（�８００～�８１６）　 　�８００～�８０７はＳＦ３下層出土。�８００～�８０４は

土師器皿。Ｃ３類（�８００），Ｃ４類（�８０３），Ｃ５類（�８０２），Ｄ３類（�８０１），Ｄ５類（�

８０４）。�８０５は土師器受皿。�８０６は白磁椀。�８０７は青磁皿。櫛歯状の施文具で，ジグザ

グの文様を描く。

　�８０８～�８１６はＳＦ３上層出土。�８０８～�８１２は淡褐色の土師器皿。Ｄ２類（�８０９），

Ｄ３類（�８１１），Ｄ４類（�８０８・�８１０），Ｄ５類（�８１２）で，Ｃ類はない。�８１３は土師器

受皿。�８１４は陶器壺。緑色の釉が掛かる。�８１５・�８１６は白磁椀。�８１５は直立する高い

高台をもち，高台周りは露胎。�８１５は櫛状施文具，�８１６は箆状施文具で内面に文様を施

している。

　ＳＦ３・４合流部出土遺物（�８１７～�８１９）　 　�８１７は土師器鉢。内面は横撫で，外

面は輪積みの痕跡を残す。�８１８は白磁，�８１９は青磁の椀。

　ＳＦ２出土遺物（�８２０～�８７４）　 　ＳＦ２の発掘においては上層から，路面を１枚ず

つ確認しつつ発掘をおこない，遺物もその分層にしたがって取り上げたが，先述したよう

に轍は複雑に切り合い，轍出土遺物の対応関係を正確に見極めることは困難であった。そ

こで報告においては，ＳＦ２－７以下から出土した遺物を下層，ＳＦ２－３以上から出土
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図４７　ＳＦ２出土遺物�（�８２０～�８２２・�８４６土師器，�８２３～�８２８陶器，�８２９～�８４５・�８４７
～�８５６磁器）



した遺物を上層，その間から出土した遺物を中層として図示し，説明を加える。

　�８２０～�８４５は下層出土遺物。�８２０・�８２１は土師器皿。見込みに圏線がめぐる。�８２２

は半球系の土師器椀。�８２３～�８２５は陶器で，�８２３は呉器手の椀底部，�８２４は唐津椀で，

見込みは蛇の目釉�ぎ。�８２６・�８２７は陶器灯明受皿。�８２８は備前すり鉢。�８２９～�８４５

は磁器で，�８４１・�８４２は白磁，残りは染付。�８２９～�８３９は椀，�８４０～�８４２は小杯，

�８４３は皿，�８４４・�８４５は蓋。�８３０はコンニャク判。�８３１・�８３３・�８４４は外面青磁。

�８４３の見込文様は，型紙摺。

　�８４６～�８５６は中層出土遺物。�８４６は焼塩壺の蓋。内面に布目痕跡。�８４７～�８５６は

磁器染付。�８４９・�８５０は外面青磁。�８５１は見込み蛇の目釉�ぎ。

　�８５７～�８７４は上層出土遺物。�８５７は回転台成形の土師器皿。�８５８～�８６３は陶器で，

�８５８・�８５９は灰釉を施した小椀，�８６０・�８６１は灯明受皿，�８６２は鉄釉を施した線香

筒，�８６３は土瓶蓋。�８６４～�８７４は磁器で，�８６４～�８６９は椀，�８７０は段重，�８７１は蓋，

�８７２は鉢，�８７３は青磁皿，�８７４は青磁瓶。

　ＳＤ２８出土遺物（�８７５～�８９６）　 　ＳＦ２の南側をはしる側溝のうち，古い段階の側

溝から出土した遺物。�８７５は土師器小皿。�８７６～�８８３は陶器。�８７６・�８７７は灯明受

皿。�８７８～�８８１は椀。�８７９は唐津で，外面は刷毛目で白化粧している。�８８１は稜のつ
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図４８　ＳＦ２出土遺物�（�８５７土師器，�８５８～�８６３陶器，�８６４～�８７４磁器）
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図４９　ＳＤ２８出土遺物（�８７５土師器，�８７６～�８８３陶器，�８８４～�８９６磁器），ＳＤ１３出土遺物
（�８９７・�８９８・�９０３陶器，�８９９～�９０２磁器）



く形態で，鉄絵で文様を描く。�８８２は緑色の釉を施した皿。高台周りは露胎とする。�

８８３は鉄釉を施した鍋。

　�８８４～�８９６は磁器。�８８４～�８９４は椀。�８８４は桐葉文を型紙摺で施し，�８８５～�

８８７はコンニャク判で桐葉文などをあらわしている。�８９１は外面青磁。�８９５は白磁皿。

見込みは蛇の目釉�ぎである。�８９６は染付蓋で，コンニャク判で文様を施す。

　ＳＤ１３出土遺物（�８９７～�９０３）　 　�８９７・�８９８は陶器灯明皿。�８９９～�９０２は磁器

染付。�８９９～�９０１は椀で，�８９９は口縁端反り，�９００は外面青磁。�９０２は皿で，見込み

蛇の目釉�ぎ。�９０３は飴釉を施した陶器仏飯。

　�　道路の年代

　以上解説した道路関連遺物から，道路の年代をまとめておく。ＳＦ４は最下面出土遺物

から１２世紀前葉にはすでに成立していたと考えられ，１１世紀代に遡る可能性も考えられ

る。路盤出土遺物は，１２～１３世紀の遺物であり，ＳＦ４廃絶後，道路遺構を覆う堆積物か

らは，１４世紀代の遺物がみられることから，ＳＦ４の存続期間はおおむね１２世紀から１３世

紀のあいだと考えてよいだろう。

　このＳＦ４に合流するＳＦ３も，路盤出土遺物は１２～１３世紀の遺物で占められており，

１５世紀には埋没しているＳＤ１５に切られていることから，ＳＦ４とほぼ同様の変遷をた

どったと理解できる。

　一方，ＳＦ２については，下層出土遺物や古い段階の側溝出土遺物の多くは，１８世紀前

半の遺物で，一部１７世紀に遡る可能性のある遺物も含まれている。１８世紀前葉には確実に

成立しており１７世紀に遡る可能性が考慮できる。上層出土遺物は１９世紀の前半であり，明

治時代に下る遺物はまったく出土していない。従来からの想定通り，幕末の尾張藩邸の設

置とともに廃絶されたと考えてよい。

　ＳＦ４（１１世紀後半？・１２世紀～１３世紀）とＳＦ２（１７世紀後半？・１８世紀～１９世紀前

半）は，いわゆる白川道と理解できるが，今回の調査では中世後期（１４世紀～１６世紀）と

近世初期の道路を確認することができなかった。ただし，すでに記したように，ＳＦ４を

覆う茶褐色土を削り込むような溝状遺構がみとめられる。これらが側溝である可能性は高

いと理解しており，中世後期～近世初期の道路の本体は，ＳＦ２の造成といった後世の削

平で完全に失われてしまったけれども，わずかに南へ位置を移動させながら，存続してい

たと考えておきたい。
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　８　幕末の遺跡

　�　遺　　構（図版１０，図５０・５１）

　本部構内西半には，幕末期に尾張藩が藩邸を設けたことが古図・絵図などから明らかに

なっており，従来の発掘調査でも四周をめぐっていた堀の一部などがみつかっている〔五

十川１９８１，京大埋文研１９９０　第１章〕。今回の調査では，尾張藩邸に関連すると理解できる

水路や堀跡，廃棄土坑などが検出され，新たな情報を付け加えることができた。

　水　　路　　ＳＤ２は，調査区東辺から調査区南西辺へ向かってクランク状に折れ曲が

りながらはしる水路。調査区外から西へ向かってのびＹ＝２１１９付近で南へ折れ曲がる。わ

ずかに西へ湾曲しながら南へ約１５�のびたのち，Ｘ＝１５７７付近で西へ折れ東西方向に約２５

幕　末　の　遺　跡

図５０　幕末の遺構　縮尺１／５００



�はしる。そして当初は，Ｙ＝２０９２付近で南へ折れ曲がって池状遺構ＳＸ６へと接続して

いたが，のちにはＳＸ６の西側に水路がもうけられ，調査区外へと延びている。

　水路の側壁は，東半と西半では構造を異にする。東半では側壁の下半は石積みからな

る。検出面からの深さは，Ｘ＝１５９０のラインにかかる部分では０．８�（図５１），畔ａでは１

�（図版１０－２）をはかる。前者は上部が削平されており，後者の数値が本来の状況に近

い。石積み間の距離は，１．３～１．５�程である。Ｘ＝１５７７，Ｙ＝２１１３付近で石積みは途切れ

る。この部分の南側，長さ２．３�の石積みは北側からくる石積みとのつながりが不自然で

あり，後に積み直した可能性が高い（図版１０－１）。

　石積みのなくなる西半の側壁は，杭で固定した横板からなっている。この部分は，近代

の水路ＳＤ１とほぼ重なり合うため，上部はほとんど破壊されていたが，下部の杭列と横

板は遺存していた。板間の幅は１．３～１．５�で，石積み部分と変わらない。Ｙ＝２０９２～２０９９

の長さ７�のあいだのみ，水路の底に平石が敷き詰められていた（図版１０－４，図５０梨地

部分）。そして，この石敷きのなくなるＹ＝２０９２の地点で，ＳＸ６へ向かって直角に折れ曲

がる杭と横板を検出した。この部分は，多数の礫をもって塞がれた状況を示しており，ま

た西側の横板と杭はごく一部を除いて破壊されていた（図版１０－３）。水路ＳＤ１は当初，

この地点で直角に折れ曲がり，ＳＸ６へと流れ込んでいたが，ＳＸ６の埋積が進んで排水

不良になったためか，ＳＸ６の西側を迂回する水路が新たにもうけられたことが，遺存状

況から推定される。

　当初，ＳＤ２が流れ込んだＳＸ６は，東西幅９�前後，南北は検出長１１�で，南端は調

査区外である。検出面からの深さ１．７�をはかる巨大な落ち込みである。埋土は粘土と砂

の互層であり，水が流れ込んだ状況を示しており，ＳＤ２からの水をここでいったん貯め
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図５１　ＳＤ１・ＳＤ２層位（Ｘ＝１５９０のライン）　 縮尺１/４０
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た後，藩邸外へと排水したのであろう。

　ＳＤ１４は南北方向にのびる水路で，北側は調査区外へと続き，南側はＸ＝１５９４付近で，

ＳＤ２へと接続している。幅１�前後で南にのび，Ｘ＝１５９９以南は２�前後の幅となる。

検出面からの深さ０．６�前後。ＳＤ２への取り付き部には平石を幅０．８�，長さ１�にわ

たって敷き詰めていた（図版１０－５）。　

　堀　　跡　　尾張藩邸を描いた「吉田御屋敷惣図」（名古屋市蓬左文庫蔵）には，四周に

堀が描かれている（図６９）。この絵図に描かれた西側の堀の有無を確認するため，調査区西

南隅と西辺中央付近の２カ所，敷地境界となっている石垣まで調査区を拡張し，確認調査

をおこなった。

　図５２は調査区南西隅，拡張区の土層堆積状況である。ＳＦ１は後述する近代の道路で，

その道路に上面を削られる形で，西側へ急激に下る落ち込みＳＤ３を検出した。検出面か

らの深さは１．４�で，ほぼ最深部に達していると思われるが，これより西側の状況について

は，敷地境界の石垣の下になるため，確認することはできなかった。東側と同様の傾斜で

西側へ立ち上がっていたと仮定すると，堀の幅は４．５ｍ前後に復元できる。この数値は，本

部構内ＡＴ２７区で検出した東側をめぐる堀の幅と一致する〔五十川１９８１　p.２４〕。

幕　末　の　遺　跡

図５２　調査区西南隅拡張区の層位　縮尺１/５０



　埋土からは，江戸時代後期から幕末期の土器・陶磁器が出土している。調査区西辺中央

付近の拡張区でも，ほぼ同様の堆積状況を確認しており，この落ち込みが南北に連なるも

のであることが確認できる。尾張藩邸の西側を画する堀の一部とみてよいだろう。

　廃棄土坑　　調査区南西部でみつかったＳＸ２は，最大幅９�弱をはかる大規模な不整

形の土坑。小礫とともに大量の陶磁器類が出土しており，「戊辰十二月」の紀年のある資料

もみつかった。調査区東辺でみつかったＳＸ４は，近世の道路ＳＦ２の北側に，道路の方

向に沿って掘削された細長い溝状の土坑。最大幅２．５�，検出長９�をはかる。

　土　　坑　　ＳＸ６の東側でみつかったＳＸ１は，東西１４�，南北９�前後をはかる大

規模な不整形の落ち込み。検出面からの深さ０．７�。埋土は黄褐色土。幕末期の遺物が出

土しているが，性格は不明である。ＳＸ７はＳＤ２に切られる不定形土坑。

　ＳＫ１２～ＳＫ１４は調査区北辺中央でみつかった小土坑で，南北に並ぶ。「吉田御屋敷惣

図」には，この付近に「社」が描かれており，これに関連する遺構かもしれない。

　�　出土遺物（図版２４～２６，図５３～６６）

　尾張藩邸に関連する遺物が，廃棄土坑，水路，堀跡などから，多量に出土した。

　ＳＸ６出土遺物（�９０４～�９２８）　 　�９０４～�９１７は陶器。�９０４・�９０５は椀で，�９０５

は鉄絵を施す。�９０６・�９０７は小杯。�９０６は内外面に灰釉を施し，�９０７は胴部外面に天

目釉を施し，内面を露胎とする。�９０８は畳付を除いて全面に灰釉をかける小鉢。�９０９は

段重。�９１０は小壺。�９１１～�９１３は蓋類。�９１１は土瓶蓋で，錆絵染付。�９１２は外面に

鉄釉，�９１３は灰釉を施している。�９１４は内外面，銅緑釉を施す鉢。�９１５は鉄絵を施す通

い徳利。�９１６・�９１７は灰釉掛けの灯明皿。

　�９１８は土師器焙烙。�９１９は回転台成形の土師器の底部で，墨書をもつ。�９２０は土師

質の涼炉で，上部を欠く。三足がつき，耳をもつ。

　�９２１～�９２８は磁器。�９２１は広東椀，�９２２は端反椀，�９２３は丸椀，�９２４・�９２５は

煎茶椀。�９２５は底裏に「幹山」の銘をもつ。幹山は，幕末・明治の京都の陶工である〔加

藤編１９７２〕。�９２６は蓋物。�９２７は瓶の底部。外面は畳付の釉を掻き取り，内面は露胎と

する。�９２８は縁が多角形となる小皿。

　ＳＸ２出土遺物（�９２９～�１０３４）　 　�９２９は圏線をもつ土師器皿。底部から鋭く屈曲

して立ち上がる。�９３０・�９３１は焼塩壺の蓋。下面に布目圧痕をもつ。

　�９３２～�１００２は陶器。京・信楽系，瀬戸・美濃系，備前，常滑などが認められるが，

ほとんどは京・信楽系とみられる。�９３２～�９５１は椀の類。�９３４は煎茶椀。底部露胎で，
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幕　末　の　遺　跡

図５３　ＳＸ６出土遺物�（�９０４～�９１７陶器，�９１８～�９２０土師器）
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図５４　ＳＸ６出土遺物�（�９２１～�９２８磁器），ＳＸ２出土遺物�（�９２９～�９３１土師器，�９３２～
�９５１陶器）
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図５５　ＳＸ２出土遺物�（�９５２～�９６２陶器）
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図５６　ＳＸ２出土遺物�（�９６３～�９９０陶器）
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割高台。�９３５～�９３７は底部資料で，�９３５は底裏，�９３６は底裏と高台脇，�９３７は高台脇

に墨書をもつ。�９３８は胴部外面に，白泥を用いたイッチン描きで「寿」と記し，見込み

にはお多福を描く。�９３９は灰釉，�９４０は内外面，白化粧ののち，透明釉を施している。

�９４１は鉄絵に透明釉，畳付のみ露胎とする。�９４２は，高台周りを除いて天目釉を施す。

�９４３～�９５１は，無文平椀。高台周りを除いて，灰釉を施すが，施釉範囲は，高台脇まで

施釉するものから，胴中位以下を無文とするものまで，ばらつきが大きい。

　�９５２～�９５８は皿の類。�９５２は黄瀬戸釉を施した小皿で，見込みに箆書きで，鹿を描

く。�９５３・�９５４は型作りの皿で，内面に布目圧痕を残し，外面は箆削りで仕上げている。

緑釉と鉄錆で文様を描く。�９５５は，見込みに錆絵染付で風景を描き，「都名所　嵐山」と

記す。�９５６・�９５７は備前焼の焼締小皿で，見込みに対向する鶴を型押しで表現している。

�９５８は四角形の型押し小皿。畳付のみ露胎とし，緑褐色の釉を施す。

　�９５９は耳付きの小壺。高台周りを除いて，灰釉を施す。�９６０は鉄絵をもつ３合徳利。

�９６１は，径２２．４�をはかる行灯皿。上面に緑釉，下面に透明釉を施した軟質施釉陶であ

る。高台脇に，楕円枠囲みの「文山」の銘をもつ。これは，幕末，吉田山でおもに楽焼を

作陶した柴橋文山という陶工によるものである〔三好１９８６〕。�９６２は口径３６�をはかる大

皿。高台周りを除いて，灰釉を施す。見込みに，６個の目跡を残す。

　�９６３～�９７０は，水注の蓋と身。�９６４と�９６８が鉄釉掛けで，他は灰釉を施している。

�９７１～�９７４は灯明皿，�９７５～�９８１は灯明受皿で，�９８１は脚台が付く。いずれも灰釉掛

けで，灯明皿の縁にはタールが付着する。

　�９８２・�９８３は土瓶。�９８２は白化粧のち緑彩鉄絵，�９８３は白泥の刷毛塗りの上に鉄絵

を施す。�９８４は型作りの焼締急須で，内外面に布目圧痕を残す。把手に枠囲みで「竹亭」

の刻印をもつ。�９８５～�９９８は，土瓶・急須の類の蓋。�９８５～�９９０は，亀を象ったつま

みをもち，�９９０を除いて，白泥を刷毛塗りしている。�９９０のみ湯気抜きの小孔がある。

�９９１・�９９２は鉄絵染付，�９９３・�９９４は鉄絵緑彩。�９９５は常滑の焼締急須の蓋。湯気

抜きの小孔をもつ。�９９６は外面を部分的に白化粧している。�９９７は焼締の蓋。内外面に

布目圧痕を残す。つまみは，ほとんど�落している。�９９８はイッチン描きで圏線文を施

した蓋。

　�９９９～�１００２は鍋類の蓋。�９９９は白化粧した上に，呉須で文様を描く。�１０００は全面

に灰釉を施す。�１００１・�１００２は，飛びカンナで装飾した行平の蓋。�１００１は透明釉，�

１００２は鉄泥を同心円状に刷毛塗りし，白泥でイッチン描きしている。

幕　末　の　遺　跡
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図５７　ＳＸ２出土遺物�（�９９１～�１００２陶器）
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　�１００３～�１０１６は磁器。肥前系，瀬戸・美濃系ともにみられる。�１００３～�１００６は椀の

類で，�１００３は端反の椀で，�１００６は筒形の椀である。�１００７は，鉢。焼継をした部分で，

欠損している。�１００８・�１００９は小杯。�１０１０・�１０１１は，型打ちの小皿で，�１０１０は白

磁，�１０１１は，唐草と菊花の部分に，呉須を施している。�１０１２は，平面八角形を呈する

幕　末　の　遺　跡

図５８　ＳＸ２出土遺物�（�１００３～�１０１６磁器）
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図５９　ＳＸ２出土遺物�（�１０１７・�１０１８土師器，�１０１９・�１０２０瓦器，�１０２１・�１０２２陶器）
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図６０　ＳＸ２出土遺物�（�１０２３～�１０２８陶器）
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図６１　ＳＸ２出土遺物�（�１０２９～�１０３４陶器）
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図６２　ＳＸ４出土遺物�（�１０３５～�１０４７陶器）



皿。焼継している。�１０１３は，口縁を輪花とする小皿。�１０１４～�１０１６は蓋の類で，�

１０１４は蓋物，�１０１５・１０１６は椀の蓋であろう。陶器食器類に対して，磁器食器類の出土は

多くない。

　�１０１７は，土師質の小型焜炉の底部。内面にはサナを支えたと思われる脚が�落した跡

が３カ所あり，外面には３脚（うち一つは欠損）がつく。外面に，「戊辰　十二月十日　於

今出川通　□（買カ）　 弐百廿四穴」の墨書がある。「戊辰」は，明治１年（１８６８）をさす

と思われる。「弐百廿四穴」の「穴」は孔あき残のことで，２２４文，すなわち焜炉の値段を

記したものと理解する。�１０１８は，土師質で上面に３カ所，瓶などを掛ける突起が３カ所

つき，下方に方形の窓，側面に４カ所，円形の空気孔をもつ。五徳の一種である。�１０１９・

�１０２０は，瓦質の焜炉。口縁部から切り込まれた窓をもち，内面に瓶掛けの突起がつく。

脚部には円形の小孔が�１０１９で４個，�１０２０で３個あり，胴部には小孔６個で１組となる

通風口が２カ所にみられる。外面は磨き，内面は撫でて仕上げている。図示していない

が，同様の構造で，土師質の焜炉も出土している。

　�１０２１は底部中央に水抜き孔をもつ植木鉢。焼締焼成で，菊花，桐，ボタン状の貼付文

のみ鉄泥を塗っている。�１０２２は，堺・明石系の陶器すり鉢。
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図６３　ＳＸ４出土遺物�（�１０４８～�１０５３磁器，�１０５４・�１０５５土師器，�１０５６瓦器）
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　�１０２３・�１０２４は，鉄釉に黒釉を流し掛けしている甕。�１０２３は底部内面に砂目，�１０２４

は２個１組の目跡が３カ所みられる。�１０２５は壺・甕類の胴下半部。�１０２６～�１０３４は，

陶器火鉢。�１０３１を除いて，胴部がゆるやかに湾曲し，口縁部が内側へ折れ込むという共

通する形態をとる。�１０３１は直線的に立ち上がり，口縁部は内側に屈曲している。いずれ

も内面底部に，３カ所穿孔があり，この小孔は外側まで貫通しているものもある。基本的

に，内面および高台周りは露胎とする。施釉は，灰釉のみ（�１０２７・�１０２９），灰釉に鉄

釉流し掛け（�１０２８・�１０３４），灰釉に青色釉の流し掛け（�１０３３），灰釉に口縁部のみ青

色釉（�１０３０），失透釉に口縁部のみ銅緑釉（�１０３１），飴釉（�１０２６），飴釉に口縁部か

ら藁灰釉の流し掛け（�１０３２）である。

　これら甕・火鉢の類は，信楽の製品であろう。

　ＳＸ４出土遺物（�１０３５～�１０６２）　 　�１０３５～�１０４７は陶器で，常滑の�１０４５を除い

て，京・信楽系の製品。�１０３５は灯明受皿。�１０３６は無文の平椀。�１０３７は水注。いずれ

も灰釉を施す。�１０３８～�１０４１は土瓶の蓋で，�１０３８・�１０３９は，白化粧地に鉄絵緑彩，

�１０４０・�１０４１は，亀を象ったつまみをもち，白泥を刷毛塗り。�１０４２は鉄絵染付の鍋。�

１０４３・�１０４４は鍋の蓋。�１０４３は灰釉，�１０４４は鉄泥にイッチン描き。�１０４５は，常滑産

幕　末　の　遺　跡

図６４　ＳＸ４出土遺物�（�１０５７～�１０５９ミニチュア，�１０６０泥メンコ，�１０６１・�１０６２人形）
縮尺１/２



の藻掛け火襷きをもつ煎茶用急須。把手の下の位置に，楕円枠囲みで「藤□」の刻印をも

つ。�１０４６・�１０４７は，白泥をイッチン描きした土瓶。

　�１０４８～�１０５３は磁器染付。�１０４８・�１０４９は組物の椀で，向かい合う位置に，桐と鶴

の意匠を配置する。�１０５０～�１０５２は煎茶椀で，�１０５０・�１０５１は同一の意匠と，底裏銘

をもつ組物である。�１０５３は急須。把手，注ぎ口を欠損する。

　�１０５４～�１０５６は火入れで，�１０５４・�１０５５は土師質，�１０５６は瓦質である。焼成法の

違いはあるが，形態および貼付高台，内面回転撫で，外面磨き，という成形・調整技法は

共通する。ただし，瓦質の�１０５６のほうが胎土における砂粒の割合が大きい。
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図６５　ＳＤ２出土遺物（�１０６３～�１０６７陶器），ＳＤ１４出土遺物（�１０６８～�１０７１陶器，�１０７２・
�１０７３磁器，�１０７４瓦器），ＳＦ２整地土出土遺物（�１０７５陶器），ＳＫ１３出土遺物（�１０７６
陶器），ＳＤ３出土遺物（�１０７７～�１０８０陶器，�１０８１・�１０８２磁器）
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　�１０５７～�１０６２は，玩具・人形の類。いずれも型作り。�１０５７～�１０５９は軟質施釉陶器。

�１０５７・�１０５８は土瓶の蓋と身。身には白泥のイッチン描きで装飾したのち，透明釉を施

す。�１０５９は釜で，内面および鍔から上部に緑釉を施している。�１０６０は，直径６．１�をは

かる特大の泥メンコ。�１０６１・�１０６２は人形。�１０６１は前面と後面を別々に型どりして接

合する。�１０６２は布袋を模した人形で，底面を除いて透明釉を施した軟質施釉陶である。

底部に「□三戌　浅井」の墨書をもつ。幕末で，３年が戌年になるのは，嘉永のみであり，

嘉永３年（１８５０年）の紀年を記したものと理解できる。

　ＳＤ２出土遺物（�１０６３～�１０６７）　 　いずれも陶器。�１０６３は無文の平椀で，底裏に

「林」の墨書をもつ。�１０６４は見込みに鉄絵をもつ小皿，�１０６５は型押し成形で，緑褐色

の釉を施した皿。�１０６６は白泥を薄く刷毛塗りした，灰釉土瓶。�１０６７は灯明受皿。

　ＳＤ１４出土遺物（�１０６８～�１０７４）　 　�１０６８～�１０７０は陶器で，�１０６８は椀。底裏に

判読不明の墨書をもつ。�１０６９は灯明皿，�１０７０は灯明受皿。�１０７１は軟質施釉陶で，型

作り。緑色と黄色を用いて，柚子を表現した柚子味噌入れの蓋である。�１０７２・�１０７３は

磁器で，�１０７２は蓋，�１０７３は椀。�１０７４は瓦質焜炉の脚部。

　ＳＦ２整地土出土遺物（�１０７５）　 　陶器の椀。見込みおよび胴部に「小」の文字を鉄

錆で表現した，いわゆる「御小納戸茶碗」である。

　ＳＫ１３出土遺物（�１０７６）　 　陶器のカンテラ。内面および胴上部に灰釉を施す。

　ＳＤ３出土遺物（�１０７７～１０８２）　 　�１０７７～�１０８０は陶器で，�１０７７・�１０７８は灯明

受皿，�１０７９は土瓶蓋，�１０８０は筒形椀。�１０８１・�１０８２は磁器染付の椀。

　刻　印　瓦（�１０８３～�１０８６）　 　ＳＸ２から出土した刻印瓦。いずれも桟瓦で，刻印は

頭部側の端面に押捺されている。�１０８３・�１０８４は丸囲みに「作」，�１０８５は「京都／大

仏／東政治郎／□師」，�１０８６は四角囲みに「ハ」の銘をもつ。

幕　末　の　遺　跡

図６６　ＳＸ２出土刻印瓦（�１０８３～�１０８６）　 原寸大　



　９　近代の遺跡

　�　遺　　構（図版１１，図６７）

　表土除去後，京都帝国大学時代に作られた水路，道路，建物状遺構などを検出した。

　水　　路　　ＳＤ１は，最終的にヒューム管を用いて，発掘調査直前まで利用されてい

た水路。Ｙ＝２１２０のラインを南北にはしり，Ｘ＝１５７７の地点で西へ折れ，約３０�西へは

しった後，南へ折れて調査区外へと続いていた。南北方向の部分の側壁は，横板を杭列で

とめる構造からなり，西方向へ折れた部分から先の側壁は，石組みで構築されていた（図

版１１－１～３）。石組み部分で，検出面からの深さ１．１�をはかる。大学構内の施設変遷を

描いた「京都大学略図」（施設・環境部蔵，以下「略図」）との比較から，大正４年以降利
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図６７　近代の遺構　縮尺１/５００
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用されたことが判明した。水路の間に通されたヒューム管には「昭和４３年製」の記載があ

り，昭和４２年の略図には記されていた水路や道路ＳＦ１（後述），官舎が昭和４５年の略図

からは消えていることから，この頃，調査区周辺の大規模な整地をおこない，それにとも

ないそれまでの水路にヒューム管を通して地中に埋設したものと考えることができる。

　ＳＤ１以前に機能していた水路がＳＤ８である。ＳＤ８は調査区東辺を南北にはしり，

Ｘ＝１５８０付近でそのまま南へのびる水路と西へ折れ，ＳＤ１へと接続している水路に分か

れている。南へのびる水路は，次に説明する池ＳＧ１へと流入していた。側壁は横板を杭

で固定する構造である。明治３０年に作成された最初の略図（図７０）に記載されている水路

で，大正４年に１２�西側のＳＤ１南北部分へ付け替えられて廃絶した。

　池ＳＧ１は調査区南東隅で検出した。東北隅にＳＤ８に接続する取水口をもち，北西隅

に，ＳＤ１へと接続する排水口をもつ（図版１１－５）。大部分が調査区外となるため，規

模ははっきりしないが，東西は１６�前後であろう。北壁には杭列がみられる。埋土は粘質

土。明治３０年～明治３８年作成の略図には記載され，明治３９年作成の略図には描かれていな

いので，明治３８－３９年の間に，調水機能を失い埋め立てられたのであろう。

　道　　路　　調査区西端で，南北にはしる道路ＳＦ１をみつけた。コンクリート製の道

路で，両端に側溝をもつ。側溝を含む道路幅４．２�（図５２）。道路の東側には石垣を築き，

その東側には３．６�前後の等間隔で，根石をもつ柱穴が道路に平行してみられるため，塀状

の施設で区画していたのであろう。

　建物状遺構　　調査区北辺でみつかったＳＸ５は，Ｌ字形に折れ曲がる土坑で，その周

囲から根石をもつ柱穴がみつかっている。戦前，この地には第三高等学校の官舎がおか

れ，戦後も昭和４４年ごろまで官舎として利用されており，その一部である可能性がある。

　�　出土遺物（図版２７，図６８）

　帝国大学時代に関連する遺物のうち，特徴的なものを図示して，解説を加えておく。�

１０８７・�１０９１・�１０９７・�１０９９～�１１０２がＳＤ１，�１０９２・�１０９４・�１０９５がＳＤ８，他は

攪乱から出土。

　�１０８７・�１０８８は，汽車土瓶。いずれも角形の鋳込み作りである。�１０８７は陶器で，「尾

張瀬戸　古藤製」の銘をもつ。昭和初期の瀬戸焼。�１０８７は，磁質であるが，黒褐色の斑

粒が表面に浮き出ている粗悪な胎土を用い，かつ型の劣化のため，文字が判然としない部

分が多い。「国民精神総動員」と「会津焼」および「空瓶ハオ持カヘリカ　又ハ腰掛下ヘ」

の文字がかろうじて判読できる。国民精神総動員運動の始まった１９３７年以降，戦時下の会

近　代　の　遺　跡
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図６８　近代の遺物（�１０８７～�１０９２・�１１０３陶器，�１０９３～�１１０２磁器）
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津本郷焼の製品であろう。

　�１０８９～�１０９２は，陶器のボトル。いずれも褐色を呈する。�１０９０は，胴部下端付近に，

円形の刻印がある。中心に「Ｍ」，周囲に「☆MARUZENINK☆TOKYO」の文字を配する

（図版２７）。丸善製のインク瓶。�１０９１・�１０９２は胴部下端に同じ刻印をもつ（図版２７）。そ

の内容は，「LOVATT＆LOVATT／NOTTS．／LANGLEY MILL」である。東京都汐留遺

跡で同型品が出土しており，「LOVATT＆LOVATT」は製陶所名，「NOTTS．」は，英国

Nottingham（shire）の略，「LANGLEY MILL」はNottingham地域内の地名で，１８９５年以

降の製品とのことである〔東京都埋蔵文化財センター２００３　p.１１１〕。

　�１０９３～�１１０２は，磁器染付椀。このうち，�１０９３～�１１００は，口縁直下に横走する直

線文と見込みに「大学」を図案化した意匠で飾っている。底裏銘は，生産者の商標をいれ

ている�１０９３～�１０９６（耕山製・萬珠堂製・文斎・松好精製）と注文主側の銘をいれてい

る�１０９７～�１１００（機械・物理・ＴとＳの組み合わせ）に大別できる。生産者名は，いず

れも地元京都の窯元。�１１０１は端反の椀で，見込みと高台脇に「総長」と記している。底

裏銘の「萬珠」は窯元銘である。�１１０２の椀は，図案化された大学マークを胴部に２カ所

描く。底裏銘の「本」は，「本部」の省略とみられ，注文主側の銘である。�１１０３は陶器土

瓶。外面は胴下半まで白化粧し底部周りを除いて，透明釉を施す。

　１０　小　　　結

　以上報告したように，今回の調査では縄文時代から近代の帝国大学成立期にいたるま

で，多種多様な遺構・遺物が出土し，この地における人間の活動と土地利用の変遷に関わ

る重要な情報を得ることができた。調査成果をまとめ，今後の課題を記して小結とする。

　縄文～弥生前期の遺跡　　弥生前期末の洪水層である黄色砂に覆われる形で，弥生前期

の旧地表を確認した。流路跡状の窪地が北から南へ蛇行しつつはしっているが，全体に起

伏の乏しい平坦な地形で，扇状地末端の前面に広がる低地部の様相を示していた。遺構は

みつからなかったが，第８層の白色砂礫から縄文後期初頭～前葉，第７層の褐色土から後

期中葉，第６層の黒灰色土から中期末～弥生前期の遺物が出土した。後期前葉まで安定し

ていなかったこの地点が中葉以降，安定化に向かったと想定できる。

　遺物のなかでは，褐色土から出土した後期中葉（北白川上層式３期）の土器が注目でき

る。北白川上層式は，大学構内の多くの地点で確認されているが，北部構内では１期，病

院構内では２期の土器が主体を占めており，本部構内から総合人間学部構内では，本調査

小　　　　　結



区例も含めて，３期からその直後の土器が比較的目立っている。このように北白川上層式

という比較的限定された時期において，細別された時期の出土量が地点ごとに異なるの

は，集団のその地点に対する働きかけの違いを反映していよう。さらに調査が進めば，こ

の時期の縄文集団の活動の実態や動態などを細かく復元することができると期待する。

　古代の土地利用　　遺構として，弧状にめぐる溝や性格不明の落ち込み，土坑を検出し

た。弧状にめぐる溝は，外径１２�前後の円形の周溝に復元できる。時期を特定できる遺物

は出土していないが，終末期古墳の周濠の可能性が高い。

　土坑出土資料は，７世紀から８世紀までの遺物が主体を占める。中世の包含層に混在し

ていた資料も，この時代に属している。本地点から東約２５０�のＡＴ２７区では，８世紀の竪

穴住居２棟〔五十川１９８１〕，南東約１００�のＡＲ２４区では，８世紀の掘立柱建物２棟（本年

報　第３章）が検出されている。遺構密度は希薄なものの，より東側に中心地をもつ古代

の遺跡が本調査区まで及んでいたと考えてもよいだろう。

　中世の遺跡　　遺構の密度がもっとも高かった時期であり，この地において活発な活動

がおこなわれたことをうかがわせる。１期（１２世紀後葉～１３世紀），２期（１４世紀），３期

（１５世紀以降）に大別して説明したが，１期の遺構・遺物が主体を占め，時代が下るにつ

れ活動痕跡が希薄になってゆく傾向がある。遺構は，井戸，溝，土坑など多彩であるが，

井戸の廃絶後に埋納遺構や土坑墓が作られていることは注目しうる。日常的な生活空間か

ら，埋納あるいは墓といった非日常的空間に変遷している状況は，北東２５０�に位置するＡ

Ｗ２５区の調査〔千葉ほか１９９７〕でも確認されており，土地利用形態が固定的でなかったこ

とを想定させる。

　１２世紀後葉～１３世紀に盛期が認められるという状況は，本部構内のほかの調査地点と共

通しており，同様の性格をもった一連の遺跡として理解することができる。こうしたあり

方が藤原北家勧修寺家の吉田氏の動向とほぼ一致することから，この地周辺の中世遺跡を

吉田氏の邸宅の一部と従来想定してきたが，文献の検討から中世吉田地域には吉田氏以外

にも貴族の邸宅や堂舎が林立していた状況が明らかになってきた（本年報　吉江論文）。今

回の調査成果は従来の想定に矛盾するものではないが，遺跡を残した主体者については，

さらに幅広く検討する必要があろう。

　遺物では，埋納容器に転用された鉄製容器（鉄鍋２・鉄瓶１）と井戸から出土した鉄製

轡が特筆される。轡は，伝世品としてしか今まで知られていない型式のものであり，鉄製

容器も出土例のきわめて少ないものである。変遷を考える上で，重要な資料となろう。
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　近世の土地利用　　１６～１７世紀にかけて，遺構・遺物がきわめて希薄となる。この地で

活発な活動の痕跡が再び認められるようになるのは，１８世紀以降である。調査区南東辺を

白川道がはしり，その北側で，野壺・小溝・柱穴など耕作に関連する遺構を検出した。大

学構内のほかの調査地点同様，江戸中期以降この地が都市近郊農村の耕作地へと変転した

ことを示している。

　白川道の変遷　　京と近江坂本を結ぶ街道として「山中越え」などと呼ぶ道筋に現在で

も名残を残す，いわゆる白川道がみつかった。従来の調査では，近世後半の白川道がＡＲ

１９区〔森下１９９２〕，ＡＷ２７区〔五十川ほか１９９２〕，ＡＷ２８区〔岡田・吉野１９８０〕，ＡＸ２８区

〔五十川１９８３〕，中世後半の白川道がＡＸ３０区〔清水１９８９〕で検出されているが，今回は

中世と近世の白川道を同一地点で見つけることができた。

　堆積の状況と出土遺物から，中世の道は１２～１３世紀，近世の道は１８～１９世紀前半に活発

に利用されていることが判明し，未確認期である１４～１７世紀にも道は存続しており，１８世

紀前後に道を普請したさいに失われたと推定した。近世の白川道については，轍の複雑な

切り合いにみられる車輌の頻繁な往来，最終路面では轍がみられず，幹線道路としての機

能の衰退を推測させること，南側に側溝をもつことなど，従来の調査成果とほぼ同様の所

見を得ることができた。一方，中世の白川道については，ＡＸ３０区の白川道が中世後半で

あるのに対して，今回は中世前半に年代比定できた。明瞭な轍がみられなかったことも異

なっている。今回の調査で，白川道の整備が中世前半にまで遡ることが明らかになったこ

とは重要であろう。

　この地周辺では古代の遺跡が希薄なのにたいして，１２世紀中葉以降になると中世遺跡が

目立つようになること，また近世では１８世紀以降に耕地の開発が進んだことが遺構の変遷

から読み取れるが，上に記した白川道の変遷を重ねあわせると，街道の整備がこの地周辺

の開発にとって，大きな役割を果たしたとも想定できるだろう。

　尾張藩邸　　文久２年（１８６２），白川道を寸断して現在の本部構内西半に，尾張藩邸が

設置された。過去の調査では，四周をめぐる堀の一部などをみつけていたが，今回の調査

では，西を画する堀，水路，廃棄土坑などをみつけることができた。

　藩邸内部を描いた「吉田御屋敷惣図」には，四周に空堀がめぐり，多数の長屋が置かれ

るとともに，屋敷中央を東門付近から西走し，西辺で南に折れ，再び西走して藩邸南西隅

に抜ける水路が描かれている（図６９）。ＳＤ３は西側を画する堀，ＳＤ２・ＳＤ１４は藩邸

内の水路に比定してよい。ただし，水路については遺構と「惣図」が完全には一致してい
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ないことも注意を要するだろう。「惣図」にみられる袋状の折れ曲がりは調査では確認され

ず，一方，ＳＤ２は東へと折れ曲がるが，これに対応する水路は，「惣図」に描かれていな

い。
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　こうした不一致が生じる理由として，２つの可能性が考えられる。ひとつは「惣図」に

正確な水路の位置が描かれなかった可能性であり，もうひとつは，水路の使用年代である。

後者については，ＳＤ２，ＳＤ１４からは明治時代に下る遺物はまったく出土せず，幕末ま

での遺物で占められることから幕末の水路と判断した。ただし，のちの大学の水路もほぼ

近くをはしっていることから，藩邸接収後，大学設置以前にも水路が機能していたことが

推定できる。この時期に比定できる水路が調査では不明であったが，部分的な補修や付け

替えをしつつ藩邸の水路は接収後も維持されたと考えることもできる。「惣図」と一致しな

い部分は，そうした改修を受けている可能性も考えておきたい。

　この水路の水はどこから引かれたのであろうか。尾張藩邸が白川道を寸断して設置され

たことは上に記した。白川道には，南側に側溝を伴なっており，この側溝を流れる水を藩

邸内へと引いたと想定することができる。必要に応じてこの水を用い，また不用となった
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図７０　明治３０年の京都大学本部構内（「京都帝国大学構内略図」施設・環境部蔵より作図）
　　　縮尺１/４０００



水をこの水路へと集め，南西隅からふたたび白川道沿いの側溝へ排水したのであろう。

　廃棄土坑から出土した遺物は，藩邸内で用いられ，藩邸の接収によって不用となって廃

棄された器物であろう。「戊辰十二月」の紀年銘をもつ遺物も含まれており，幕末期の陶磁

器類の様相をしる重要な資料になるとともに，磁器の少なさや火鉢の多さなどが藩邸に由

来するものか，廃棄の特殊性なのか，今後検討する必要があるだろう。

　近代の遺跡　　明治３年（１８７０）２月に尾張藩邸が接収されると，この地は再び田畑の

広がる耕作地となった。こののどかな農村風景を一変させる契機となったのが，大阪に設

立された第三高等中学校の京都移転（明治２０年）と，それに引き続く京都帝国大学の設立

（明治３０年）であった。

　図７０は京都帝国大学設立当初の本部構内の建物配置図で，第三高等中学校の建物が引き

続き利用されている。水路が本部構内を西走し，南西隅へ抜けること，南西隅の手前で池

状の落ち込みが設けられていること，南西隅から北上して構内に入る道路が存在していた

こともわかる。調査でみつかった水路ＳＤ１（東西部分）・ＳＤ８，池ＳＧ１，道路ＳＦ

１をこれらに対応させることができる。

　そして，年度別に作成された「京都大学略図」から，ＳＧ１は明治３７年から３８年のあい

だに機能を失ったこと，大正３年から４年のあいだにＳＤ８から，西１２�の地点のＳＤ１

（南北部分）に付け替えがおこなわれたことが判明する。ＳＤ１は排水路として使われ続

け，１９７０年ごろ，調査区周辺の大規模な整地に伴なって，ヒューム管を通して地中に埋設

されて発掘調査直前まで機能していたのである。

　こうした水路が尾張藩邸内に設けられた水路とほぼ似たような位置をはしっていること

は注目できる（図６９・７０比較参照）。先述したように，藩邸内に設けられた水路は白川道

沿いの側溝の迂回路としての機能を持ち合わせていた。藩邸接収後も水路はその機能を維

持し，大学設置後も受け継がれたことであろう。

　

　今回の調査にあたり，鉄製容器について五十川伸矢氏（京都橘大学），馬具について鈴

木一有氏（浜松市教育委員会），中世土器について小森俊寛氏（京都市埋蔵文化財研究所）

に有益なご教示をいただき，また森下章司氏（当時，文学研究科，現，大手前大学）には

馬具のＸ線撮影をおこなっていただいた。末尾ながら記して，お礼申し上げます。
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第３章　京都大学吉田南構内ＡＲ２４区の発掘調査

伊藤淳史　　梶原義実　　土屋みづほ 

　１　調査の概要

　今回の調査地点は，吉田南構内北端にあり，吉田二本松町遺跡の範囲内にある（図７１，

図版１－２８８）。ここに全学共通教育棟等の新営が計画されたため，予定地全面の２３７５�を

発掘調査した。調査は，２００１年８月から，敷地内の樹木移植の立合調査を断続的に実施し

たのち，１０月１日～２００２年５月２日にかけておこなった。調査地は，長らく道路や駐輪場

となっていたため，過去に工事にともなう試掘や立合調査がたびたびおこなわれ，包含層

の存在が確認されてきた。このうち３５地点では古代の溝や下層の縄文時代層のたちあがり

が把握され，２５４地点では弥生前期の土器や中世の瓦溜がみつかっている。また，東側に位

置する２３８・２４９地点の発掘調査でも，中世の濠状大溝をはじめ弥生時代～近世にかけての

各時期の遺構と遺物の濃密な出土をみている。よって今回は，これら多くの先行する調査

成果と関連する遺跡の広がりが十分予想された。

　調査の結果は，きわめて多岐にわたり，整理箱２８１箱の遺物出土があった。なかでも平安

後期の経塚遺構は貴重な事例であり，２００２年２月８日に現地説明会を開催して出土状況を

公開した。以下，おもな成果を時期にしたがって列挙する。

＊

　＊大阪府教育委員会

図７１　調査区の位置（左：縮尺１/５万，右：縮尺１/５０００）



　�弥生前期末の土石流堆積である黄色砂層の埋積を調査区西半で確認し，当時の西へと

下る斜面地形を広域で良好に把握した。また，下層の遺物包含層などから，縄文後期前葉

と弥生前期後葉を中心とする時期の土器・石器類がまとまって出土した。

　�奈良時代（８世紀代）の掘立柱建物２棟を確認した。

　�平安中～後期（１０～１２世紀代）の溝や遺物溜から多量の土器と瓦の資料を得た。　　

　�九州地方を中心に分布し，１１３６～５２年の紀年銘が知られる青銅製四段積上式経筒を，

小規模な石組に納めた経塚遺構ＳＸ１がみつかった。飾金具３点と１５０点以上のガラス玉

もともなっていた。分析したガラス玉は，カリウム鉛ガラス系であることが示唆された。

　�東西方向にはしる中世の濠状大溝を確認した。幅３�深さ２�に達する断面Ｖ字形

で，１３世紀以降複数の掘り直しを経て１６世紀までに埋積する。大量の土器・陶磁器・瓦の

ほか，多数の集石や動物骨が出土した。

　�中世後半期（おもに１５世紀代）に比定される東西・南北方向の複数の柵と，逆Ｌ字状

に屈曲する溝に囲まれた方形区画が確認され，溝内や上面から大量の中世瓦や土師器が出

土した。山上遷座前の吉田社旧社地関連する遺構の可能性がある。

　�上記の方形区画は，中世末～近世に塚状の高まりとして継続し，大学内の築山に引き

継がれた。ほかは，全域で耕地化している状況が確認された。

　発掘調査は，伊藤淳史と梶原義実が担当し，北尾敬子，下坂澄子，上杉和央，永井雄一

朗，鈴木敬寛，鈴木達也，笹原風花，小西恵美，村上昇の助力を得た。本章は，第７節を

梶原，第３節�石器の資料報告を土屋みづほ，それ以外を伊藤が執筆し，全体を調整した。

第８節までは事実記載を中心とし，まとめと検討は第９節に一括する構成をとる。

　２　層　　　位

　調査前の地表はほぼ平坦で，東辺が５５．８�，西辺が５５．３�と，東から西へわずかに下る。

調査区は，東からのびる微高地の西端にあたっており，西隣の吉田グランドにかけては，

１．５�程度の比高差で急激に下る斜面となっている。ここでは，Ｘ＝１４８０ラインに沿って

設けた土層観察用畔の層位により，東西方向の層位を示す（図７２）。

　基本層序は全域でほぼ共通する。ただし第５層黄色砂は，Ｙ＝２２０５付近から西方に向か

い厚みを増し，西端で１．７�をはかる。この黄色砂は，弥生前期末～中期初頭の一時期に生

じた土石流堆積で，京大構内遺跡一帯の鍵層としてひろく確認されているものである。こ

れより上位の堆積を上層群，下位を下層群と仮称してまとめ，以下に説明する。
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層　　　　　位

図７２　調査区東西畔（Ｘ＝１４８０ライン）南壁の層位　縮尺１/８０



　上　層　群（第１層～第４層）　 　弥生中期以降現代までの堆積。第１層は，大学用地と

しての利用開始以降とみられる堆積や掘り込みを表土・攪乱として一括した。吉田南構内

は，明治３０年（１８９７）の京都帝国大学設立にともない，本部構内にあった第三高等学校が

移されて敷地となった。おおむねそれ以降の堆積や遺構ということになる。第２層灰褐色

土は，近世の遺物包含層。平均して３０�程度の厚みで，全域で安定している。第３層茶褐

色土は，中世の遺物包含層。地点により層厚は１０�～４０�と異なり，色調も暗茶褐色から

明るい赤褐色まで幅がある。Ｙ＝２２０１～２２１３付近ではとくに厚く，周囲より３０�程度高

まっている。それ以東は削平をされて不安定となり，遺構埋土として堆積する。

　第４a層黒褐色土は弥生中期～平安時代までの遺物を含む。調査区南半を中心に，層厚４０

�前後で安定して堆積する。調査区東半の黄色砂が堆積していない範囲では，弥生前期以

前の遺物包含層である第６b層黒色土と互いに接し，特徴が似る両層の弁別は困難であっ

た。このため黒褐色土として一括している。これらの範囲では弥生前期～平安時代までの

遺物が混在して出土する。また，基盤となる第１１層黄褐色砂質土にかけて漸移的に色調が

薄くなるように堆積しており，その部分は４b層淡褐色土として区別した。包含遺物は少な

いが，４a層と同様に弥生前期～平安時代までのものを含んでいる。弥生前期の遺物包含層

が，黄色砂の堆積しない範囲では古代以降に攪拌を被っているとみられる。

　下　層　群（第５層～第１２層）　 　弥生前期以前の堆積層。東へ向かってゆるやかに上昇

する第６層は，第５層黄色砂に接して部分的にひろがる暗茶褐色土（６a），層の中心を成し

ている黒色土（６b），調査区西辺の低地にみられる黒色砂質土（６c），に細別される。遺物の

内容には差がみられず，いずれの層も縄文後期～弥生前期の時期幅の遺物が含まれる。第

７層は，Ｙ＝２１９４～２２０５付近までにみられる褐色系の土壌。より下位の層の窪みに埋積し

ているもので，面的な広がりはないが，局所的に厚く堆積する。暗赤褐色土（７a），暗赤褐色

砂質土（７b），暗褐色土（７c）に細分され，縄文後期以前の遺物を含む。第９層の灰色の粘質・

シルト質の土壌は，Ｙ＝２１８６付近から西へ下る谷部に埋積し，第８・１０層の無遺物の白色

粗砂１・２と互層を成す。淡灰褐色粘質土（９a），淡灰茶褐色シルト（９b），淡茶灰色シルト

（９c），に細分した。縄文後期以前の遺物を少量包含し，９c層から北白川上層式３期の土器

出土を確認している。同層はさらに下部に達しているが，最深部の確認には至らなかっ

た。第１１層灰色土，第１２層黄褐色砂質土は，無遺物で，調査区全体の基盤を成す堆積とい

える。第１０層白色粗砂２からの移行は漸移的であり，第１２層中にも随所に白色粗砂の介在

を認める。これら下層群については，次節で，北壁の層位も示して整理する。
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１０１

　３　縄文・弥生時代の遺跡

　�　地形と遺構（図版２９・３０・３５，図７３～７７）

　前節で示したように，弥生前期以前は，調査区の西半に西へと下る斜面が存在した。こ

うした地形の形成過程を検討するうえで重要な，北壁における斜面部分の層位と（図７３），

弥生時代前期末の状況をあらわす黄色砂直下の第６層上面の地形を示す（図７４）。

　北壁斜面部分の層位（図７３，図版３０－２）　 　今回の調査区北壁は，１９７７年の試掘調査

（図版１－３５）のTP．２北壁と一致しており，それを含む形でより広い範囲を記録した。図

７３の破線範囲は既報〔京大調査会１９７７　図版７０〕の報告範囲を示す。

　下層群の立ち上がりは，東西畔のある調査区南半とくらべてかなり急で，堆積層の数も

多くなっている。第６層の黒色土をはじめとする弥生前期以前の遺物包含層の下位に，白

色粗砂を介在しながら第９層の灰色の粘土質・シルト質の土壌の堆積をみる点までは，お

おむね東西畔と一致する層序であるが，さらに複数の黒色土層（第８・１０・１４・１６層）が，

砂層と互層を成すように斜面に堆積している点が，大きな違いとなる。壁面に近い地点

縄文・弥生時代の遺跡

図７３　斜面部分層位（調査区北壁Ｙ＝２２００付近）　 縮尺１/６０



で，９ａ層中から北白川上層式期の粗製深鉢（図８６－�１５７）が一括出土しているほか，

調査区北辺の第８～１２層に相当する堆積からは多数の縄文後期の遺物が出土した。それ以

下の堆積については，壁面際における断ち割りでの層位確認だけにとどまる。

　東西畔での所見もあわせて整理する。縄文後期以前は，開析と埋積が繰り返される不安

定な状況で，Ｙ＝２１８６～２２００付近に西へと急激に下る攻撃面が形成されていた。それら

は，後期のうちに安定して埋積が進み，弥生前期に至るころには，第６層が示すような斜

面となっていた。この斜面も，前期末の土石流により埋積した。類似の状況は，南西およ

そ２００�にある吉田南構内ＡＮ２２区でも観察されている〔千葉・阪口２００５　pp.４-７〕。ただ

し今回は，高野川系流路に由来が想定される褐色の砂礫は確認できていない。

　弥生前期の地形（図版２９－２，図７４）　 　黄色砂の堆積は，おおむね標高５４．６�以下，

Ｙ＝２２００～２２０５を東限とする範囲にみられる（図７４中の一点破線）。この範囲では，弥生前

期末の埋没時点の地形がそのまま保たれているとみて良い。それ以東は，後の削平などを

見込む必要がある。ただし，調査区南東辺一帯は，完形に近い状態で弥生前期の甕が検出

されるなど（ＳＸ１８），大がかりな地表面の削平は想定しなくても良いといえる。ここで

は，おおむね黒褐色土を掘り下げた後の地形を示す。

　地形の大勢は，調査区南半Ｘ＝１４８０付近に東から西へ張り出す尾根，北半のＸ＝１５１０，

Ｙ＝２１９０付近にある浅い窪地によって特徴づけられる。それ以外は，微起伏はありながら

も基本的に東から西へのなだらかな斜面地形である。

　地震による砂脈と断層　　第６層上面では，この層を突き破って黄色砂中に噴出してい

る砂脈（噴砂）と，１０�弱の階段状の段差が多数検出された。これらは，地震にともなう

地盤の変動痕跡である。とくに調査区北辺付近はこの痕跡が著しいが，この一帯は下位に

シルトや粘土よりも白色粗砂の堆積が厚いことが関連しているのかもしれない。調査区北

壁で断面の状況を詳細に観察したところ，段差は地層の上下方向のずれ（断層）によって

形成されていることがわかる（図版３０－３，図７５）。層位的にみて，弥生中期以降奈良時代

までに発生した地震にともなう痕跡といえる。

　調査区南東部の遺物集中域　　弥生前期と，縄文晩期以前とにわけて，原位置で取り上

げ得た土器について２�メッシュによる遺物出土傾向を示した（図７６）。おおむねＸ＝１４８０

以南，Ｙ＝２２００以東の調査区南東部は，弥生前期の遺物が濃密に出土する。黄色砂が堆積

しない範囲にあたるため，この一帯では黒褐色土の掘り下げ時に古代の遺物とともにグ

リット単位で取り上げた破片も多数あり，著しい遺物の集中出土や一括出土を複数確認し
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縄文・弥生時代の遺跡

図７４　黄色砂除去後の地形　縮尺１/４００



た。このうちＳＸ１８とＳＸ１９は，ともに弥生前期の甕１個体分の破片が一括出土したもの

で，とくにＳＸ１８は，完形に近い状態を保って出土した（図７７）。いずれも掘りこみははっ

きり確認できない。またＳＸ２０とＳＸ２５は，多数の破片が密集して出土したものである

（図版３５－１）。ほかにもこの一帯には黒褐色土を埋土としながら，弥生前期の土器のみ

しか出土しない小規模な土坑が多数あり，いくつかはこの時期に帰属するとみられる。な

お，遺物は土器以外にも，打製石鏃や石斧，多数の�片など石器類もまとまって出土して

いる（図９８参照）。こうした状況から，明確な遺構はないものの，弥生前期の居住空間の

一角にあたると認識して良いと判断する。

　その他の遺構　　輪郭が確認できる遺構として，溝ＳＤ１４０・１４１がある。ＳＤ１４０は，

幅２０�深さ１０�ほどの浅い断面Ｕ字形で，南方の尾根頂部付近から北西方向へとはしる。

第６層上面で確認され，黄色砂によって埋没している。雨水などで自然的に形成されたよ

うな形状だが，上述の弥生前期の遺物集中域からはじまっていることから，生活に関連す

る排水路としても機能していた可能性がある。ＳＤ１４１は，第６層中位で検出された幅１

�深さ２０�ほどの浅い溝で，調査区北西辺を南北にまっすぐはしる。白色粗砂を埋土とす

る。弥生前期以前に人為的に形成された可能性が高いけれども，機能は特定できない。ほ

か調査区北部の斜面で，口縁部を欠いた弥生前期の壺（�１９２）と大型の底部（�３０７）が

第６層上面で単独出土し，それぞれＳＸ２３・２４とした（図版３５－ｄ）。
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図７５　砂脈と断層の断面（調査区北壁Ｙ＝２１８０付近）　 縮尺１/４０
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縄文・弥生時代の遺跡

図７６　縄文・弥生時代土器の出土傾向（２×２�あたりの出土点数で表示）　 縮尺１/６００



　なお，縄文後期前葉を中心とする土器・石器類の出土は，調査区北半の斜面際を中心に

多数にのぼったが，弥生前期のように遺構としては認定できるような密集部分はなかった。

多くは，本来斜面の上位にあったものが，埋積の過程で下位へと移動したものと思われる。

ただし，器形のうかがえる大型破片も多く，調査区北壁際では粗製深鉢１個体分の破片が

まとまって出土した（図版３５－２，�１５７）。また，とくに第６層よりも下位のシルト層等

から遺物出土のみられる範囲は，トレンチを設定して深く掘り下げた（図７４梨地範囲，図

版３５－３）。ここからは，深鉢２分の１個体分の破片一括出土や（�１５４），磨製石斧の優

品２点（�３４４・�３４５）など，後期以前に属する５３１点の遺物出土をみている。
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図７７　弥生土器一括出土ＳＸ１８・ＳＸ１９出土状況　縮尺１/１０



１０７

　�　出土土器（図版３６～４８，図７８～９７，表３・４）

　黄色砂より下位層では，基本的に出土した破片の位置をすべて記録した。その点数は

５９２７におよぶ。１地点で２つ以上の破片を取り上げている場合があり，また，黄色砂の堆

積しない調査区南東域では，古代以降の遺物と混じってグリット単位でとりあげられたも

のも多い。これらもあわせると，弥生時代以前の遺物の総出土点数は概算で７６３７点であ

る。それらの内訳は，表３に示す。以下，おおむね時期と種類別に呈示する。とくに明記

しない限り第６層以下層の出土である。俗に「生駒西麓産」と呼ばれる，角閃石を多量に

含んだ暗茶褐色の特徴的胎土の製品は，断面を梨地で表示する。なお，弥生中期の遺物は，

基本的に黄色砂以上の堆積層からの出土であるため，区別して次項で報告する。

　縄文中期以前の有文土器（�１～�１７）　 　早期の押型文土器が微量，中期末北白川Ｃ

式などが少量ある。

　�１～�７は縄文早期。いずれも小片で単位などを明確には確認できない。�１～�３

は楕円押型文。�１・�２は粒の大きな楕円文で器壁も厚く，同一個体の可能性がある。

�４は山型文，�５は細長いネガティブな楕円押型文。�６・�７は，異形の押型文で，

矢羽根状を呈するモチーフ。ともに薄手で赤褐色を呈し，同一個体の可能性がある。

縄文・弥生時代の遺跡

表３　縄文・弥生時代遺物の出土点数

＊縄文・弥生時代遺物総出土点数

計
グリット取上げ
（古代以降層混入含）

原位置
取上げ

１５１７６９１４４８縄文土器・土製品

５９７３１６１３４３６０
弥生土器・土製品
（前期）

１４７２８１１９石　　器

１６１６
弥生土器

（中期・参考）

７６５３１７２６５９２７総計

＊出土底部の内訳

計
グリット取上げ
（古代以降層混入含）

原位置
取上げ

２３２２１縄文晩期以前

２１０８８１２２弥　　生　　前　　期

１１時期比定困難

２３４９０１４４総計

＊縄文土器の内訳（時期比定できたもの）

計無文有文時　　期

７７早　　期

１１中期中葉（船元�）

２０７１３中期末（北白川Ｃ）

１４６１７１２９
後期前葉

（福田Ｋ�・広瀬土壙４０）

５６２１３５
後期前葉

（北白川上層１～３）

１０８４２６６後期細別困難

１４１４晩期中葉（篠原）

１３１３
晩期後葉

（滋賀里�～長原）

３６５１１４２５１合計



　�８～�１７は中期の土器。�８は縄文地に半截竹管状工具による平行沈線がみられる破

片で，中期中葉の船元�式といえる。�９～�１７は，渦状や矢羽根状の刺突や橋状把手，

多条の垂下沈線などがみられるもので，中期末北白川Ｃ式だろう。この段階の有文土器片

は少量だが，後述する無文の深鉢類はややまとまって出土している。なお�１４・�１５は上

層への混入品。

　縄文後期の有文土器（�１８～�１１３）　 　後期前半の福田Ｋ�式～北白川上層式期のもの

で，下層出土縄文土器の主体を成す。まず小破片類を示し，器形とモチーフのわかる大破

片は後述する。

　�１８～�３５は，おおむね福田Ｋ�式から北白川上層式１期にかけての口縁。�１８・�１９

は，あまり肥厚せず，直交する方向の楕円形の押捺が施されている。�１８は頸部のくびれ

る器形で，浅い条痕地に太い沈線で，横走する２条の直線と弧状の文様が施されているよ

うである。�１９はゆるやかに内湾する鉢状の器形となるようで，器表面は内外とも平滑に

整えられている。�２０は，断面が玉縁状を呈する瘤状の突起ふたつが並ぶ部分。外面は撫

で調整で無文。�２１～�２４は口唇部が内外に肥厚し，端面に凹線や沈線を施すもの。�２２

～�２４は山形の突起をもつ波状口縁で，�２２・�２４は円形の刺突文や抉り，�２３は橋状装

飾の�離痕が認められる。また�２１～�２３には外面に垂下する直線文がある。�２５～�２８

はおもに外側に肥厚する口縁。�２５は波状口縁で，口縁端面に，頂部をはさんだ両側に管

状工具の刺突が深く施される。頂部は橋状の装飾があったとみられるが欠失する。外面に

は，円形の抉りが縦列をなし，そこから横走する押し引き沈線２条とＬＲ縄文の充�が認

められる。器表面は磨いて仕上げられ，赤褐色を呈する。関東地方の堀之内１式の特徴を

示すもので，搬入品の可能性がある。�２６も類似の特徴を持つ波状口縁頂部の破片であ

る。�２７も同種の土器の可能性がある口縁と胴部片だが，小片で詳細は判じ得ない。�２８

は，おおきく外側に肥厚する口縁部である。�２９・�３０は，小さな玉縁状に肥厚する。�

２９は，端面に，棒状工具の刺突文を抱いた半円文モチーフを描き，外面に３条の垂下線を

認める。�３０は，端面に沈線が１条はしる。ともに細密条痕状の調整が認められ，質感が

類似しているので，同一個体の可能性もある。�３１は，屈曲して短かくたちあがる口縁部

から頸部にかけて。口縁部は凹線，頸部のくびれ部に楕円形の刺突列が施される。�３２は

ゆるやかに内湾気味に立ち上がり，器壁が厚い。大きな円形の抉りや押しびき文がみられ

る。�３３は波状口縁で，屈曲して上方へ立ち上がる側面に，棒状具の刺突や押しびきによ

る弧文と直線の組み合わせのモチーフが描かれ，波長部内面にも円形の刺突がある。�
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図７８　縄文後期以前の土器�　縮尺１/３



３４・�３５は内外両面におおきく肥厚する。�３４は，端面に折り返す沈線文が描かれ，縄文

が充�される。外面は縦位の細密条痕調整，内面は横位の箆磨きである。�３５は，端面に

２条，外面口縁端部直下に１条の横走沈線が，縄文を地文として施される。

　�３６～�４３は，北白川上層式２期から３期の口縁。�３６は，肥厚した部分にＲＬ縄文を

施し，口唇部は面をもつ。暗茶褐色を呈し，「生駒西麓産」と呼称される角閃石を多量に

含む特徴的胎土である。�３７は肥厚部が無文で，浅い沈線で画されている。�３８は厚手の

器壁で，丁寧に内外面が磨かれている。口端の幅の狭い肥厚部に，ＬＲ縄文を施す。�３９

～�４３は，横走する沈線文とＬＲ縄文が施される。�３９～�４１は口唇部も施文される。ま

た�３９・�４１は幅広の沈線文で器壁は厚いが，�４２・�４３は薄手の器壁で沈線が細く，節

の小さな繊細な縄文である。�４１・�４３は充�施文と確認される。�４０には補修孔らしき

痕跡が残る。

　�４４～�４６は，口縁の内面側に施文部をもつもの。�４４は，幅の広い内面側の肥厚部か

ら口唇部にかけてＬＲ縄文が施される。鉢状の器形で，ゆるやかな波状口縁になるものと

みられる。�４５は小型の波状口縁浅鉢の波頂部付近とみられ，ＬＲ縄文の施された肥厚部

が山形に外方へ拡張される。�４６は，短くくびれる頸部をもつ器形で，頸部および口唇部

内側に１条の浅い沈線を施す。ＬＲ縄文が，その沈線から口縁端までの狭い範囲に充�さ

れる。ほかは内外面とも丁寧に研磨される。これらも北白川上層式２期～３期に帰属する

ものだろう。なお�４６は，東西畔に沿って設けた深堀りのトレンチからの出土で，位置は

Ｙ＝２１８５付近，層位は図２－９c層からの出土である。

　�４７～�７５は，おおむね福田Ｋ�式から北白川上層式１期に比定される胴部。�４７ａ・

４７ｂは，櫛描文で対向する弧文を描く同一個体。�４８は赤褐色を呈する薄手の器壁で，鉢

形土器の頸部のくびれ部付近の破片とみられる。径１�程度の極細の管状具によると思わ

れる繊細な円形刺突文が１列めぐっている。�４９以下は，沈線文を主体とする各種文様を

もつもの。うち�５２・�５３は仕上げが細密条痕状の調整で，口縁部�２９・�３０と同一個体

の可能性がある。�５６も同種の調整をする。�６６～�６８は沈線で縁取られる隆帯を特徴と

する。�６６・�６７は同一個体の可能性がある鉢の胴部付近で，沈線間に繊細なＲＬ縄文が

充�され，それ以外の器表面は内面も含めて磨かれる。�６８は無文様で全体が磨かれる。

�６９は並行する２条の曲線間にＲＬ縄文が充�されるモチーフで，後期初頭中津式にさか

のぼる可能性がある。

　�７６～�８４は横走や斜行する直線と縄文帯。�７６～�７８は頸部のくびれ付近の破片で，

１１０

京都大学吉田南構内ＡＲ２４区の発掘調査



１１１

縄文・弥生時代の遺跡

図７９　縄文後期以前の土器�　縮尺１/３



幅広い横走沈線で区画してＬＲ縄文を充�する。このほか�７９・�８０・�８３も，やや太い

沈線がＲＬ縄文と組み合うもので，�８３は充�。一方�８１・�８２は細めの横走沈線が繊細

なＬＲ縄文と組み合うもので，�８２は充�。この２点は北白川上層式３期，それ以外は同

１期以前と思われる。

　�８５・�８６は不明な特殊原体の回転施文によるとみられるが，詳細は判じ得ない。�８７

以下は縄文施文のみの破片類。�９６までがＬＲ，�９７～�１０１がＲＬ，�１０２～�１０５は無節

の原体による。�８８は著しく縦長の節となる原体が注意される。

　�１０６は，直線的な器形の鉢。内外に肥厚する口縁端部の上面に２条の沈線と，沈線間を

主とするＲＬ縄文の充�がみられる。外面は横位の巻貝条痕調整で，煤が全面に厚く付着

する。内面は撫で調整。生駒西麓産の胎土である。広瀬土壙４０段階。

　�１０７は，有文鉢の頸部から胴部にかけて。頸部と胴部の境に横走する沈線２条，それ以

下に入組文風モチーフを施しＲＬ縄文を充�する。広瀬土壙４０段階。

　�１０８は，口縁部が水平近くまで大きく内湾する器形の浅鉢。太く深い沈線により，口縁

端部に沿って横走する１条と，同心円文を挟むように配した縦位のコ字状文モチーフがさ

れる。器表面は，内外面とも横位の浅い条痕調整ののち磨いて平滑にし，内面の一部に赤
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縄文・弥生時代の遺跡

図８１　縄文後期以前の土器�　縮尺１/４



色顔料の付着痕が認められる。大粒の石英砂粒を含む胎土で，黄褐色の色調を呈する。接

合しないが同一個体とみられる破片が多数ある。本例は，高知県長岡郡本山町松ノ木遺跡

出土の後期有文浅鉢�類とされる一群に類似した特徴を持ち，搬入品の可能性がある。こ

れらを指標とする「松の木式」の時期比定にしたがうと，おおむね広瀬土壙４０段階～北白

川上層式１期ごろに位置づけられる〔本山町教育委員会１９９２　pp.７１-８６〕。

　�１０９は，大型の深鉢で，頸部がわずかにがくびれる器形とみられる。撫でて平滑にした

器表面に半截竹管内側を原体とする条線文が施され，頸部は要所にまとまった垂下線を配

し，胴部は斜格子モチーフで全面埋める。生駒西麓産の胎土である。北白川上層式２期。

　�１１０は，やや小ぶりな波状口縁深鉢。肥厚する口縁部内外面に，無節の斜縄文が施され

る。波頂部内側には，縄文施文の前に粗い棒状具の押し引きがされている。頸部には半截

竹管内側を原体とする８条の垂下線が，残存する部分から推定して８単位に施されてい

る。器表面の調整は，頸部が横位，胴部以下が斜位の粗い磨きであり，外面には煤が付着

している。北白川上層式２期。

　�１１１は，大きく内湾する口縁部をもつ深鉢。同一個体とみられるが接合しない破片が

多数出土しており，頸部の強くくびれるゆるやかな波状口縁深鉢になるものと推定する。

文様は，大小の同心円文を斜行する直線で連結するようなモチーフを，棒状工具の押しび

きにより描き，節の細かなＬＲ縄文を充�している。器表面は内外とも丁寧に磨いて仕上

げている。北白川上層式３期。

　�１１２は，やや大型の，頸部がくびれる器形の深鉢。口縁と底部は欠く。胴部に沈線文が

描かれ，同心円文を配した横走線を斜行線で連結するようなモチーフがあるものと推測さ

れる。沈線間を中心にＬＲ縄文が充�される。北白川上層式３期。

　�１１３は，口縁部が直線的に大きく開く深鉢。端部は面をもち，内面にＬＲの結節縄文が

めぐる。胴部の最も張る部位付近にもＬＲ縄文が３～４帯施され，最上段は結節縄文であ

る。器表面は粗い磨き調整で仕上げられるが，内面側には製作時の粘土帯継ぎ目が良く観

察される。この資料は，１９７７年１月実施の試掘調査（３５地点）出土の縄文土器として既報

だが〔京大調査会１９７７　第２８図〕，今回の調査で，接合するものを含めて同一個体とみら

れる破片が多数出土した。再実測して呈示する。北白川上層式３期。なお，後述する無文

深鉢�１５６も同一箇所で出土している。

　縄文中期以前の無文深鉢（�１１４～�１１８・�１５０・�１５１）　 　縄文後期以降の無文の深

鉢類と明らかに異なる特徴をもつ一群をまとめる。�１１４～�１１８は，縄文施文がみられる
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図８２　縄文後期以前の土器�　縮尺１/４



口縁部。内側に無節の縄文施文がある�１１８のほかは，いずれも施文は外面で，�１１４・�

１１５は口縁端面にも施される。�１１６の端面は棒状具の刺突列があり，�１１７は面をもつだ

けで無文。�１５１はこうした縄文施文深鉢の器形の判明するもので，外面全面に無節の斜

縄文。器壁はきわめて厚く，口縁端部は外側にはみ出すように撫でつけられ，弱い面を持

つが，施文されない。�１５０も，同様に厚い器壁をもつ深鉢だが，無文。外面は微細な条痕

調整の後撫で仕上げ，内面は横位に磨かれる。口縁端部の面は曖昧である。

　以上は，北白川追分町縄文遺跡として報告された北部構内ＢＧ３１区（５６地点）出土土器

のなかに類似の一群を求めると，縄文施文のものは深鉢Ｄ類，無文のものは深鉢Ｆ類に比

定することが可能である〔京大埋文研１９８５　pp.５６-５７〕。そこでの時期比定を援用すると，

中期末の北白川Ｃ式期に帰属する時期のものと判断される。この段階の有文深鉢が少量出

土していることから，それと組み合うものであろう。

　縄文後期の無文深鉢（�１１９～�１４９，�１５２～�１５８）　 口縁部片をおおむね特徴別に示

し，器形の判明する大破片はその後に示す。

　�１１９～�１３０は，器壁の厚さが特徴的なもの。�１１９～�１２３はとりわけ厚く，それが口

唇部までおよぶ。内面と幅のある端面とが磨き仕上げされている。外面の仕上げは，�

１２１・�１３０は撫で，�１２３・�１２６・�１２９は条痕であるほかは，磨きを基調としている。�

１１９には，斜行する繊細な平行線文が認められる。

　�１３１は比較的薄手で，ゆるやかに湾曲しながら上方に立ちあがる器形。口唇部はしっ

かりとした面をもつ。内外面とも基本は撫で仕上げだが，外面下半には削りもみられる。

　�１３２は，外方にまっすぐに立ちあがる器形で，口唇部は端部が広い面を成すように肥厚

する。波状口縁になるものとみられる。内外面とも撫でて仕上げている。

　�１３３は，やや外反気味の口縁部。器壁はやや薄手だが，丸みを帯びた口唇部を含む全面

を磨いて仕上げ，�１１９などと特徴的には類似している。胎土中に赤色斑粒を多く含む。

　�１３４～�１４４は，器壁の厚さが標準的なもの。おおむね口唇部は丸く収めるが，�１４３は

外方に尖るように仕上げられる。�１３４は口縁部が帯状に肥厚している。内外とも撫でな

いし浅い条痕調整を基調としている。生駒西麓産の胎土をもつものが目立つ。

　�１４５は，内外とも横位の整った条痕仕上げが特徴的なもの。�１４６・�１４７は器壁がかな

り薄い。�１４８は，外面全面の粗い条痕仕上げが特徴的である。口縁端面と，屈曲してわず

かに立ちあがる口縁部付近が横位に，それ以下は縦位に，結束の緩い原体を用いて調整さ

れる。内面は巻貝条痕仕上げで，粘土帯の継ぎ目が良く観察される。
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図８３　縄文後期以前の土器�　縮尺１/３
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図８５　縄文後期以前の土器�　縮尺１/４



　�１４９は穿孔のある口縁部で，補修孔であろう。口唇部は撫でて尖るように仕上げる。

　�１５２は，口縁部が直線的に開く器形で，端部は面をもつ。外面全面に横位の浅いべった

りとした条痕調整がされる。砂粒を多く含む胎土で脆い。接合しないが同一個体とみられ

る破片が多数あり，くびれる部分を頸部，張り出す部分を胴部として配置した。内面は撫

で調整で，胴部破片には黒色物の付着を認める。また外面も煤の付着がある。

　�１５３は，くびれの小さい頸部から胴部にかけての大破片。頸部から上の長いプロポー

ションになるとみられる。外面全面は斜位の整った条痕調整，内面は粗い磨き調整。砂粒

を多く含む胎土で橙色を呈するが，外面上半と内面下半が黒変する。

　�１５４は，調査区北辺で，シルト層（図３－第９層相当）を深く堀りさげたトレンチの

下部から出土した。２分の１個体分程度の破片がまとまっていたが，摩滅が著しく調整や

施文の細部はわからない。わずかに残る口縁部破片の特徴から波状口縁深鉢を復元した。

波頂部に指頭などによる押捺が施されているものとみられる。

　�１５５は，頸部のあまりくびれない小ぶりの深鉢で，口唇部は尖るように仕上げられる。

内外面とも巻貝条痕により調整する。茶褐色の色調を呈し，外面に煤が付着する。

　�１５６は直線的に開く口縁部で，口唇部は部分的に面をもつ。口縁部周辺は内外面とも

撫で調整。頸部付近は内外とも横位の削り調整。１９７７年の試掘坑TP．２の再精査によって，

有文深鉢�１１３の破片と混じりあうように出土した。

　�１５７は，頸部が長くゆるやかにくびれ，丈の高い長胴器形になるものとみられる。器壁

は薄く，口唇部は丸く仕上げる。外面全面と口頸部内面に，横位～斜位の浅く整った条痕

調整がみられ，胴部内面はそれよりやや粗い横位の条痕調整となる。色調は暗茶褐色を呈

する。北壁際の第９ａ層から一括出土したものである（図版３５－２参照）。

　�１５８は，頸部が短く強くくびれる器形で，接合しないが同一個体と見られる胴部以下の

破片から全体を想定復元した。口唇部は細く尖るように仕上げられる。外面の調整痕とパ

ターンは�１５７と類似し，ごく浅い。内面は撫で仕上げ。明るい黄褐色を呈し，口縁部外面

に，端部に沿った帯状の煤の付着がみられる。

　以上の無文深鉢の多くは，有文土器の時期幅に対応する時期に属するとみられる。細分

した比定は難しいが，�１２９～�１４９，�１５４～�１５８などは，おおむね北白川上層式期の幅

のうちでとらえられ，�１１９～�１２８，�１５２，�１５３など，厚手の器壁や全面を粗い条痕調

整する特徴を示すものは，福田Ｋ�式や広瀬土壙４０段階に帰属するものが中心となろう。

ただし，�１５０・�１５１のように，中期末にさかのぼるものがほかにも含まれている可能性
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図８６　縄文後期以前の土器�　縮尺１/６



もみておきたい。

　縄文土器の底部（�１５９～�１６８）　 明らかに縄文後期以前のものとみられる底部をまと

めた。特徴の変異は大きい。�１５９は，強い凹底で，厚手の器壁をもつ。対して�１６０は器

壁が薄く，底部の厚みも乏しい。中央がわずかにくぼむドーナツ状の底部で，内外面は丁

寧に磨いて仕上げている。外面には浅い垂下線の末端が確認される。�１６７の外面にも，

底部の直上まで太い棒状具の押し引き文がある。

　特殊土器・土製品（�１６９～�１７１）　 　�１６９は注口土器の注口部。末端は欠いているが，

胴部との接着痕が残る。底部側の面に磨消縄文の装飾がわずかに残る。調査区中央東辺

で，古代以降の遺物に混在して黒褐色土中から出土したものである。�１７０は土製円盤。

片面にわずかに縄文を認める。�１７１は土偶の上腕部付近の可能性がある破片。撫でによ

りいくつもの面をとるようにする。出土は調査区北辺の第９層中からで，縄文後期以前の

製品であろう。

　縄文晩期の土器（�１７２～�１９０）　 　�１７２～�１８０は無突帯の一群。�１７２は内傾する口

縁部。外面は黒色内面は橙色で，両面とも丁寧に磨かれる。�１７３は屈曲部から直線的に
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図８７　縄文後期以前の土器�・土製品　�１５９～�１７１縮尺１/３，�１７０・�１７１縮尺１/２
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図８８　縄文晩期の土器�　縮尺１/３



開く器形で，口唇部は短く外反して丸く仕上げられる。器壁は厚く，表面は平滑である。

波状口縁浅鉢の部分であろうか。これら２点は後期以前の土器とは質感が異なっており，

ここに含めておく。�１７４・�１７５は粗製の浅鉢類とみられ，ともに内面を磨きなどにより

丁寧に仕上げている。�１７４は器壁が厚く，�１７５は薄いが，ともに口唇部は細く丸く仕上

げる。�１７６は極端に薄い器壁で，外面は撫で，内面は条痕仕上げ。口唇は細く仕上げる。

粗製の鉢類であろうか。�１７７～�１８０は粗製深鉢口縁。�１７７・�１７８は口唇を刻み，ほか

は押捺を施す。撫でや浅い条痕調整により仕上げている。

　�１８１～�１９０は突帯文土器の口縁部。各種のものがある。�１８１は口唇を面取りし，突

帯上ともどもＤ字刻み。�１８２・�１８３も口唇を面取りするが無文で，やや下がった位置の

突帯にＤ字刻みやＯ字上の押捺。�１８４は，細く尖る口唇部に接して扁平な突帯２条がめ

ぐる特異なもので，鋭いＤ字刻みを施す。�１８５～�１８８はおおむね口唇部に接して無刻の

突帯が付されるもの。�１８６は直口の壺状の器形かとみられる。�１８９・�１９０は比較的大型

の深鉢。いずれも内外面とも撫で仕上げ。�１８９は口唇に接しておおぶりの突帯がめぐり，

Ｄ字刻みをもつ。頸部に浅い不安定な凹線が１条みられる。�１９０は口唇部と頸部の突帯

１２４

京都大学吉田南構内ＡＲ２４区の発掘調査

図８９　縄文晩期の土器�　縮尺１/３
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に細かなＤ字刻みを施す。なお，この�１９０は黄色砂中から採集した。

　以上は，細別時期の比定の困難なものもあるが，晩期中葉篠原式から末葉の長原式まで

の各時期の資料が含まれる。うち，篠原式，および長原式が若干目立つと言える。

　弥生前期の土器（�１９１～�３１８）　 　遠賀川式土器。表４に，それぞれ部位ごとに，確

認された装飾の点数などを示した。装飾は，沈線と突帯，それに刻みの３種類に限定され

る。沈線と突帯は壺に関して併用される場合が少量あるため，破片数がそのまま個体数を

示すことにはならないが，おおよその傾向を知ることはできる。沈線・突帯ともに多条と

なるものが多い。中段階の指標である削り出し突帯の手法も少量認めることができるけれ

ども，主体は新段階の土器群とみてよい。以下，大型品および残りの良いものを先に示し，

次いで破片を，おおむね器種や部位ごとにまとめて説明する。

　�１９１は胴部最大径が４３�に達する大型壺の下半。胴央部は４分の１あり，ほかは完存。

土器溜ＳＸ２０とその周辺から多数の破片がまとまって出土した。外面の調整は粗い刷毛調

整のまま。１条の箆描沈線を下書きとし，突帯１条をその位置に貼り付け，布目圧痕のあ

るＯ字状押捺を施している。内面は板状工具による撫でで，木口のあたった痕がある。

１９９７年に実施した実験排水路敷設にともなう立合調査（図７１－２５４）において採集した胴

部片〔伊藤２００２　図１６－�８〕と接合した。その際は土器の天地を誤認していたことが今

回の底部出土でわかったため，ここに訂正する。

　�１９２は，ＳＸ２３とした中型壺の単独出土品。口縁部端を欠く以外完存。頸部と胴部に，

上下に小ぶりの貼付突帯で挟まれた５条の箆描沈線文がめぐる。突帯上には細かなＯ字状

押捺がある。なお，突帯貼付前に下書き沈線を施しており，手順的には，７条の箆描沈線文

帯を一気に施したのち，上下端の沈線上に突帯を付す，ということになる。最終調整は横

位の箆磨きだが，前段階の刷毛調整が消されずに残る。

　�１９３は，ＳＸ１９での一括出土品。口径２８�器高２４�で，上半部を３分の１程度欠くほか

は完存。短く強く外反する口縁部で，端部を斜めに面取りして上端にＶ字上の刻みを施

す。頸部には５条の箆描沈線がめぐる。外面胴部は横位の浅い，底部付近は縦位の深い刷

毛調整。内面にも上半部に横位や斜位の刷毛調整を認める。胴部外面に幅８�程度の帯状

の煤付着がある。また内面底部付近で幅３�程度，口縁部付近で幅１�程度が灰色の帯状

に変色しており，使用時の被熱にともなうものとみられる。

　�１９４はＳＸ１８，�１９５はＳＸ２０での一括出土品で，器形法量とも類似した甕。�１９４の口

径は２５㎝器高２４㎝，胴部の一部を欠くほか完存。口縁端部は丸く収めるのみで飾らず，頸

縄文・弥生時代の遺跡



部に３条の箆描沈線をもつ。外面は撫で調整。内面下半に板状工具木口のあたり痕がのこ

る。�１９５は口径２３㎝器高推定２４㎝で，全体の３分の２程度が残存。口縁端部を刻み，頸

部に５条の箆描沈線。外面上半部全体は煤の付着が著しく，内面下半にも帯状の黒色物付

着がある（図の梨地部分）。

　�１９６～�２０５は壺の口縁部から頸部。�１９７～�１９９は古代以降の層での混入出土品であ

る。�１９８は刺突，�１９９は沈線＋刻み，�２０３は沈線，�２０４は刻みでそれぞれ口縁の端面

を飾る。�１９７は焼成前に紐孔用とみられる小孔が穿たれる。�２０３は，口縁内面に突帯が

めぐり，１箇所が切れて注口状を呈する。頸部は貼付突帯が３条まで確認され，矢羽根状を

呈するように，傾きを交互に違えた斜位の箆刻みが施される。�２０４は，短頸の大型壺で，

胴の強く張る器形だろう。ＳＸ２５を中心に数多くの破片が出土している。口唇部に刷毛目

原体とみられるものの小口により刻みをほどこし，頸部には４条の箆描沈線がめぐる。最

下段の沈線下側を強く刷毛目工具で押さえつけることにより，削出突帯状の低い段に仕上

げる。�２０５は，頸部が無文の広口の壺で，肩部に箆描沈線文が３条以上ある。こちらは，
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表４　弥生前期土器の属性別破片数

＊口縁部端面装飾

鉢・甕壺装飾／器種
２６
０
９２
０

１２４
１
６
６

無紋
沈線
刻み

沈線＋刻み
１１８１３７計

＊壺頸部装飾

貼付突帯削出突帯
＋沈線

沈線
のみ

条数／種類
無刻有刻
０
０
３
０
４
０
２
０
０
０
０
０
０
０

０
４
１４
０
８
０
８
１
３
０
０
０
０
０

０
０
３
１
５
２
４
０
１
０
０
０
１
０

２
１
２６
１
４２
２
２４
３
１７
１
１５
０
６
７

０条
１条
１+α条
２条
２+α条
３条
３+α条
４条
４+α条
５条
５+α条
６条
６+α条
７条以上

９３８１７１４７計

＊壺銅部装飾

貼付突帯削出突帯
＋沈線

沈線
のみ

条数／種類
無刻有刻
０
２
７
１
１
０
０
０
０
０
０
０
０
０

０
７
５１
２
２９
１
１０
０
０
０
０
０
０
０

０
１
３
０
４
３
２
０
１
０
０
０
０
０

１
６
５０
１
６９
８
３９
７
２１
４
１４
０
８
４

０条
１条
１+α条
２条
２+α条
３条
３+α条
４条
４+α条
５条
５+α条
６条
６+α条
７条以上

１１１００１４２３２計

＊鉢・甕頸部装飾（すべて沈線）

条数

３４
９
１８
１２
３５
１２
３０
２０
１７
９
１３
１０
１
１

０条
１条
１+α条
２条
２+α条
３条
３+α条
４条
４+α条
５条
５+α条
６条
６+α条
７条以上

２２１計

＊底部内訳

点数器種
７８
１２０
１２

壺
鉢・甕
同定不能

２１０計
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図９０　弥生前期の土器�　�１９１縮尺１/６，ほか縮尺１/４



最上段の沈線上側を横位の箆磨きで低めて段を造り出している。

　�２０６～�２０８は壺に対応する蓋とみられるもの。�２０６は中央に焼成前の穿孔があり，

低い笠形になると思われる。�２０７・�２０８は端部の小片であり，全形を判じがたいが，傾

きの度合いから蓋になるものとみなした。

　�２０９～�２２２・�２２８～�２４１は壺の頸部。�２２３～�２２７は口縁部。特徴的なものを選ん

で呈示した。�２０９～�２１１・�２１４・�２２８～�２３０は，箆描沈線主体の装飾のうち，削出

突帯状の仕上げがみられるもの。明瞭な段差を造り出すものから曖昧なものまでばらつき

は大きい。�２３０は押捺を施した突帯と併用される。�２１２・�２１３・�２１５～�２１７は沈線

のみの施文。�２１６は著しく多条化しており，�２１７は沈線文帯が２つ以上ある。なお，�

２１７は黄色砂よりも上位層への混入出土であり，文様構成から中期初頭に下る可能性もあ

る。�２１３～�２１５はＳＸ２５からの出土。�２１８～�２２２，�２３１～�２４１は貼付突帯主体の装

飾。�２１８・�２２１・�２２２・�２３１・�２３２は，ほぼ無刻の突帯だが，�２２１は沈線文帯と併

用，�２２２は最下段の突帯のみ細かな刻みを施す。それ以外は押捺や刻みを施す１～数条

のもので，�２４０・�２４１には押捺に布目痕を認める。�２２３～�２２７は端面に刻目を施した

口縁部片。うち�２２３～�２２５は沈線施文後にその上下を刻む手順を踏んでいる。�２２３・�

２２４は黄色砂よりも上位層への混入出土である。

　�２４２～�２８３は壺の胴部。�２４２は肩部に２条の細かな刻目突帯をもつ。頸部にかけて

赤彩を施しているが，�落部分が多くモチーフは不明である。�２４３は３条以上の非常に

細かな刻目突帯がめぐる。突帯は，下書きの箆描沈線とほとんど変わらない幅の小ぶりな

ものである。水平に近く想定される傾きからみて，大きく胴部の張る器形となろう。�

２４４・�２４５は条間の開いた箆描沈線が４条めぐる胴部の大破片。いずれも黄色砂上面に掘

られた古代溝ＳＤ１３７・１３８への混入出土品。ともに最終調整の箆磨きによって浅い沈線が

かすれ気味となる。�２４５は磨きにより頸部側が低められている。

　�２４６～�２６０は沈線主体，�２６１～�２８０は貼付突帯主体の装飾。�２５５～�２５７は条間に

円形の竹管刺突を，�２５８は三角形の連続刺突文を施す。また�２５９は流水文風のモチーフ

を施す。�２６０は突帯１条が沈線文帯と併用されている。貼付突帯主体のもののうち，注

意されるのは�２７７～�２７９。�２７７・�２７８は，胴部下半から底部にかけて「く」字状に屈

曲する部分に，細かな刻目をもつ２条の突帯がめぐる。�２７９は小さな押捺を施した極細

の突帯３条がのこる胴下半部の破片と（うち最上段は�落），箆描沈線文６条がのこる胴上

半部破片で，質感の酷似から同一個体とみられる。�２８０は１条の素文の突帯周囲に彩文
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図９１　弥生前期の土器�
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図９２　弥生前期の土器�　�２２３～�２４１縮尺１/３，ほか縮尺１/４



１３１

がみられる小片。�２８１は，不安定な刻線ののこる胴部，�２８２・�２８３は穿孔土器片。う

ち�２８３はほぼ中央に穿孔されている。以上のうち，�２５８・�２５９・�２６１・�２６７・�２７１・

�２７７・�２７９・�２８０は黄色砂以上層への混入出土品。

　�２８４～�２９８は鉢・甕類。�２８４～�２８７は，口縁端部を装飾せず，また口径が器高を上

回りそうなプロポーションからも，鉢と呼びうる。�２８５は内外を横位に丁寧に磨いてい

る。また�２８６は，口縁部を短く「く」字状に屈曲させ，端部を粗く面取りする。外面は

縄文・弥生時代の遺跡

図９３　弥生前期の土器�
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図９５　弥生前期の土器�



撫で調整，内面は刷毛調整。底部は凹み底である。砂粒を多く含む胎土で淡赤褐色を呈

し，他の鉢・甕類とはやや質感が異なる。�２８８以下は甕。頸部の沈線装飾は，無いもの

から多条のものまで各種ある。�２８８以外口縁端部を刻む。�２９４や�２９８は，端部をわず

かに上方へつまみ上げ気味に仕上げることを特徴とする。中期以降に顕在化する地域色と

の関連が注意される資料といえる。�２８４は黄色砂内からの採集，�２８５は黄色砂より上層

の遺構からの混入出土品。

　�２９９～�３１８は底部。径は小さいが突出気味で，磨き調整が確認されるものや，刷毛調
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図９６　弥生前期の土器�
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整だが厚手で径の大きなもの（�２９９～�３０７）は，おおむね壺に対応するだろう。残る�

３０８～�３１８は，底部からの立ち上がりも急であり，甕になるとみられる。

　条痕文土器（内傾口縁土器）（�３１９～�３３５）　 　外面を粗い条痕や撫で調整し，内面

に粘土帯の痕跡が残されている特徴的な土器群である。ほとんどが，弥生前期～中期初頭

に尾張地域南部を主たる分布域とする「内傾口縁土器」と呼ばれるものに相当する。多く

は胎土の特徴も当該地域の資料と遜色なく，搬入品と判断される。今回は口縁部片が１０点

出土し，著しく残りの悪い１点を除く９点を図示した。ほか関連の考えられる８点の胴部

片があり，可能性のあるものを極力報告しておく。なお，�３２２・�３２３・�３２５・�３２６・

�３３０・�３３２は，古代以降の堆積層や遺構からの混入出土品である。

　�３１９は外面全面を彫りの深い横位の二枚貝条痕で仕上げ，明るい黄褐色を呈する。口

縁部（�３１９ａ）は内側に肥厚し，その部位に指頭圧痕を多数とどめる。端部はわずかに

内傾する面をもつ。同一個体とみられる破片（�３１９ｂ）があり，胴部が内傾気味で口縁

部付近で直立する器形になるものとみられる。�３２０は内外とも撫で仕上げによる筒状の

器形。外面は平滑に仕上げられるが，内面は指頭による撫で上げ痕が残る。口縁端部は両

側へわずかに肥厚し，先端は弱い面をなす。�３２１は斜め方向の粗い条痕仕上げがごく一

部にみられるが，ほかは器表面が荒れており不明。あるいは被熱による影響かもしれな

い。淡赤褐色を呈する。�３２２は，著しく器壁の厚い口縁部片で，外面は右下がり斜め方向

の細密な条痕仕上げ。端部は内傾する面をもつ。淡赤褐色を呈する。�３２３も同種の細密

な条痕仕上げで，淡赤褐色を呈する。端部は内傾する面をもつ点も同じだが，外側の角に

細かな爪形文状の刻みがめぐっていることが注意される。�３２４は，外面に，やや浅めで平

板な横位の条痕。二枚貝の腹縁側による条痕と思われる。口縁端部は撫で仕上げで丸みを

帯びたままである。黄褐色を呈する。�３２５・�３２６は，外面撫で仕上げの小片で，口縁部

は内面側に帯状に肥厚し，端部は内傾する面を成す。暗褐色を呈する。�３２７は外面横位

の条痕仕上げだったようだが，器表面が荒れているためはっきりしない。これも被熱の影

響かもしれない。暗褐色を呈する。

　�３２８～�３３２は，横位や斜位の粗い条痕仕上げのみられる胴部片である。�３２８は，胴部

上位のかなり内傾する部分の破片とみられるが，そのほかは部位を特定しがたい。�３３３

は，外面を撫で調整する胴部片。この種の土器としては器壁がかなり薄いといえるが，内

面側の粘土帯の積み上げ痕が顕著であり，ここに加えた。�３３４は横位の，�３３５は縦位の，

条痕調整のある破片。二枚貝腹縁によるものとみられる。内面は荒い撫で調整で凹凸があ

縄文・弥生時代の遺跡
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図９７　条痕文土器（内傾口縁土器とその関連資料）　 縮尺１/３
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る。条痕の手法や内面の仕上げ方，また暗茶褐色を呈する色調や雲母を含む胎土といった

点は，内傾口縁土器に通有の特徴とは異なっているため，縄文期に属する別種の土器の可

能性がある。

　�　縄文・弥生時代の石器（図版４９，図９８～１０１，表５）

　今回の調査で出土した縄文・弥生時代に帰属するとみられる石器・石製品類は，黄色砂

よりも上層からの混入出土品２８点も含めて１４７点ある。出土土器との共伴関係にもとづい

た細別時期の決定は困難であるが，それらの時期幅に対応して，おおむね縄文時代中期末

～後期前半，縄文晩期後葉～弥生時代前期末に帰属するものと考えられる。とくに，調査

区北半を中心とする第９層出土品は，縄文後期以前の土器しか出土していない層順である

から，その時期とみなして良い。以上のうち，今回は確実な製品を中心に一部未成品の可

能性があるものも含め１９点を図化した。出土の層位及び遺構，石材，法量については表５

に示す。石材は肉眼及びルーペによる観察で判断した。法量はノギスにより０．０５�の値ま

でで最大長，最大幅，最大厚を計測し，欠損の場合（　）の表記とした。

　図示したほかには，打製石器の製作過程での遺存品と言える石核が１６点，�片が５６点と

あわせて半数以上ある。残りは磨石・叩石・台石の可能性を残す石材である。出土位置を

確認し得たものの分布傾向は図９８に示す。

縄文・弥生時代の遺跡

表５　縄文・弥生時代石器の属性

重（�）厚（�）幅（�）長（�）石材層位・遺構器種番号

２.００
３.００
０.８０
０.９０
３.００
２.７０
１.３０
４４.４０
９３.１０
３４７.３０
３６４.６０
９０.４０
９０９.６０
２２６.４０
３８４.４０
５７１.８０
５９.５０
３７.２０
７７.６０

０.５０
０.５０
０.４０
０.３０
０.３０
０.５５
０.３５
２.６５
１.９０
２.７０
３.２０
（３.８０）
５.２５
５.２０
３.６０
４.５０
１.６５
１.２５
（２.６０）

１.８０
２.０５
１.５０
１.９０
２.１０
（２.３５）
（１.９０）
（３.７０）
４.０５
６.２０
（６.００）
（２.６５）
（６.４０）
（５.３０）
７.５０
８.９０
３.８０
４.５５
（３.１０）

２.９５
（３.４０）
２.３０
（１.６０）
（４.３５）
４.２０
２.９０
（４.２０）
（７.４５）
１２.８０
（１０.０５）
（８.１０）
（１４.６０）
（５.９０）
８.７０
１０.２０
６.４０
５.６０
（７.８０）

サヌカイト
サヌカイト
サヌカイト
サヌカイト
サヌカイト
サヌカイト
サヌカイト
閃緑岩（緑色）
凝灰岩（暗緑色）
蛇紋岩（淡緑色）
蛇紋岩（暗緑色）
閃緑岩（淡緑色）
閃緑岩（淡緑色）
安山岩（淡緑色）
砂岩（灰色）
閃緑岩（緑色）
粘板岩（黒灰色）
粘板岩（黒灰色）
砂岩（緑灰色）

第９a層
近世ピット混入
第６b層（SX２５周辺）
第６b層（SX１８周辺）
第５層（黄色砂）上面清掃
第６b層（SX２５周辺）
第４層（黒褐色土）混入
第６b層（SX２５）
第９a層
第９a層
第４層（黒褐色土）混入
第６b層
第６a層
第６c層
第６層+第４層（２点接合）
第４層（黒褐色土）混入
第９a層
表土撹乱混入
第６a層

石錐
打製石鏃
打製石鏃
打製石鏃
打製石鏃
打製石鏃
打製石鏃
磨製石斧
磨製石斧
磨製石斧
磨製石斧
磨製石斧
石棒
磨石
磨石
磨石
石錘
不明
砥石

�３３６
�３３７
�３３８
�３３９
�３４０
�３４１
�３４２
�３４３
�３４４
�３４５
�３４６
�３４７
�３４８
�３４９
�３５０
�３５１
�３５２
�３５３
�３５４



　石　　錐（�３３６）　 　頭部にも調整�離を施すが，主要�離面を大きく残す。回転擦

痕，光沢などの使用による痕跡は確認できない。

　打製石鏃（�３３７～�３４２）　 　６点を示す。�３３７は凸基で先端部を欠損する。主要�離

面を残す。形態，法量より弥生前期以降で，上層遺構の混入出土であることから中期以降

の可能性もある。�３３８は凹基無茎，完形である。調整�離が粗く，左右が非対称な形状で

あることから，失敗品の可能性が高い。�３３９は凹基無茎，先端部を欠損する。主�離面を

大きく残す。�３４０は基部を欠損する。調整�離は表面左側縁のみに連続的に施すが粗く，

主�離面を大きく残す。未成品であろう。法量より弥生前期以降の所産と考えられる。�

３４１は凹基無茎，基部の一端をわずかに欠損する。鋸歯縁である。基部の細かい調整�離

は最後に施している。形態と法量より弥生前期以降の所産の可能性が高い。�３４２は凹基

無茎，基部の一端をわずかに欠損する。基部の細かい調整�離は最後に施す。
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図９８　縄文・弥生時代石器の出土位置　縮尺１/６００
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　磨製石斧（�３４３～�３４７）　 　５点を示す。�３４３は小型である。刃部を欠損するが，厚

みが大きいことから両刃石斧と考えられる。全面を研磨し，右側面の面取りは明瞭であ

る。�３４４は定角式の両刃石斧で，刃部先端を欠損する。全面を研磨する。�３４５は定角式

の両刃石斧で，完形である。全面を研磨する。刃部に使用による磨耗，光沢が確認できる。

淡緑色で光沢のある蛇紋岩を素材としており，北陸地方から搬入された可能性が考えられ

る。�３４６は定角式の両刃石斧で，刃部を欠損する。全面を研磨する。刃部側の破損面に

�離痕がみとめられることから，欠損後に敲石に転用されたものと考えられる。�３４７は

側面のみが残存する破片であり，基部，刃部の向きは断定できない。横断面形が楕円形を

呈し，大型であることから弥生時代の太型蛤刃石斧と考えられる。全面を研磨するが，一

部に整形時の敲打痕が残存する。

　石　　棒（�３４８）　 　１点が出土した。両端を欠損する。全面を研磨するが，一部に整

形時の敲打痕が残存する。また，表裏両面とも中央部付近は敲打痕が集中して凹んでお

り，敲石に転用されたものと考えられる。

　磨石・敲石（�３４９～�３５１）　 　３点を示す。�３４９は４分の３を欠損する。円礫を利

用しており，表裏両面とも平滑となり，擦痕がみとめられる。裏面の大部分は擦痕を切る

�離痕に覆われており，敲石としても用いられたものと考えられる。�３５０は２点が接合

し，完形となる。円礫を利用しており，表面，裏面のほか側面の一部も平滑となるが，擦

痕は不明瞭である。両面とも中央部は敲打痕が集中して凹んでおり，敲石としても用いら

れたものと考えられる。�３５１は完形である。円礫を利用しており，ほぼ全面が平滑とな
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図１００　縄文・弥生時代の石器�　縮尺１/３
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図１０１　縄文・弥生時代の石器�　縮尺１/３
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り，擦痕がみとめられる。敲打痕もほぼ全面にみとめられ，敲石としても用いられたもの

と考えられる。一部が赤色化しており，被熱によるものである可能性がある。

　石　　錘（�３５２）　 　１点が出土した。扁平な円礫を素材とする。紐掛けのための凹部

は，左端は擦切のみで，右端は�離と擦切とを併用して作り出している。凹部付近が一部

欠損するが，ほぼ完形である。

　不明石製品（�３５３）　 　１点を示す。扁平な円礫を素材とし，表裏両面から敲打によっ

て穿孔する。下端は研磨によって面取りがなされている。孔内部に擦痕がみとめられ，紐

などを通しての使用によるものと考えられる。また，両面とも一部に擦痕がみとめられる

が，研磨加工によるものか使用によるものかは断定できない。

　砥　　石（�３５４）　 　１点を示す。上面，左側面のみが残存し，上面が平滑となるが，

擦痕は不明瞭である。台石の可能性も考えられる。

　�　弥生中期の土器（図版５０，図１０２・１０３）

　すべて黄色砂以上層からの出土である。黄色砂上面での単独出土品が中心で，それらは

ＳＸ１３～１７とした。器種は壺が中心となる。位置は次節の図１０４に示す。

　�３５５はＳＸ１４出土の広口壺。頸部から上が２分の１程度欠けるほか完存。調査区中央

西辺の黄色砂上面で，横倒しの状態で検出。内部から砂とともに５㎝大程度のサヌカイト

�片が出土している。外面全面は刷毛調整が基本で，底部付近を磨いているほか，口縁部

周囲は強く横撫でする。内面は頸部に横位の刷毛調整，ほかは撫で。

　�３５６はＳＸ１５出土の無頸壺。下半は完存するが，上半は４分の１程度の破片。直接接

合しないが，器形を想定復元した。調査区北西隅の黄色砂上面で出土。外面に，１０条程度

の細かな櫛描直線文が５帯と，２帯目と３帯目の間を埋めるように波長の細かな櫛描波状

文１帯が描かれる。外面下半は横位の磨き調整，内面は撫で調整で下半に爪先の圧痕を多

数認める。底部は弱い凹み底である。調査区南半西壁際で，黄色砂上面で出土。　　

　�３５７はＳＸ１６出土の頸部から上を欠く壺。突出気味の厚い底部をもつ。調査区南半西

壁際で出土。外面胴部上半に６条の櫛描直線文。箆描沈線文帯と区別しがたいような条幅

の広く深い櫛描文で，頸部にも同種の施文を認める。施文後に，「三」字状の稚拙で細い

箆描記号と，崩れた波状文風モチーフが描かれる。調整は刷毛目を撫で消している。

　�３５８はＳＸ１７出土の口縁部を欠く壺。調査区西半の東西畔内の黒褐色土下層中から出

土。底部が完存するほかはおよそ２分の１が残存する。状況から，斜位で埋置されていた

器体上半部が後世に削平された可能性が高い。張りの弱い縦長の胴部をもち，頸部の太い
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図１０２　弥生中期の土器�



器形で，底部は楕円形を呈する。文様は，４条の箆描沈線文帯が頸部と胴部にめぐる。外面

の調整は刷毛が基本で，胴部の一部と底部周囲が撫で消される。　

　�３５９はＳＸ１３出土の大型鉢の口縁から胴部にかけての破片である。調査区中央西辺の

古代の土器溜ＳＫ１７とともに，黄色砂の上面から出土した。ゆるやかに大きく外反する口

縁部を持ち，断面三角形の無刻の貼付突帯を頸部に１帯めぐらす。外面は縦位の刷毛調整

で，口縁部周辺はしっかりと横撫でする。比較的精良な胎土で暗黄褐色を呈する。

　�３６０は調査区中央付近の中世小ピットの埋土に混入していたもの。壺の頸部で，７条の

櫛描直線文を２帯重ねている。

　�３６１も調査区中央付近で古代～中世の遺構中に混入して出土した破片６点。５条程度

の櫛描直線文と波状文を重ねるモチーフの壺で，淡灰白色を呈する色調など質感も相互に

類似しており同一個体とみられる。

　�３６２は調査区南辺東寄りの，黄色砂の堆積がみられない一帯の黒褐色土中から出土し

た破片。櫛描により，横位の直線文の下に「ハ」字状のモチーフが垂下する特異なモチー

フを描いている。

　以上の土器群は，ほぼ弥生中期前葉，おおむね第�様式の範疇でとらえられる。うち，

たとえば�３５８のような箆描沈線による施文のものは，第�様式の中でもより前期に近い

特徴をもつ資料と言って良い。明らかに黄色砂よりも上層の堆積層から出土した�３５８は，

削平を被りながらも原位置を保って出土したものと判断される。黄色砂の堆積をもたらし

た土石流の発生時期について，弥生前期末に限定してとらえられる可能性を示す資料と出

土状況といえよう。
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　４　古代の遺跡

　�　遺　　構（図版２９・３４，図１０４～１０６）

　奈良時代の遺構　　掘立柱建物ＳＨ１とＳＨ２，ＳＤ１１７がある。黄色砂上面で検出さ

れたＳＨ１は，２×３間で柱間２．２�（図１０５）。柱穴はおよそ８０㎝四方程度の方形，暗茶褐

色や黒褐色系の色調の埋土で，検出面から深さ３０～４０㎝が残る。検出面付近の高さで礎板

の役割を果たすとみられる集石や土器片などが検出され，ＳＨ１－８では須恵器大甕�

３７３の破片が集積していた。ＳＨ２は，調査区東北隅の黄褐色土上面で検出された２×２

間の総柱建物で，柱間１．６�（図１０６）。上面の削平や攪乱が著しかったが，柱穴の形状や

規模はＳＨ１とほぼ同じ。礎板の集石は検出されていない。これら２棟の柱穴埋土内やそ

の周辺からは，上述の須恵器大甕のほかに，８世紀代の土師器などが出土している。ＳＤ

１１７は，黄色砂上面で検出された幅・深さとも４０�程度の断面Ｕ字形の溝。出土遺物がほと

んど無かったが，他の古代遺構とおおきく異なる方位の振れが，掘立柱建物ＳＨ１・ＳＨ

２と近似していることから，この時代に帰属する可能性が高いと判断する。

　平安時代の遺構　　出土土器の年代観にしたがい，�期：９世紀後葉～１０世紀後葉，�

期：１１世紀前葉～１２世紀中葉に大別して説明する。１２世紀中葉に比定される経塚遺構ＳＸ

１は，次節で詳述する。また，瓦類の比定年代と異なる場合は双方を記載する。

　�期の遺構は少ない。埋納遺構ＳＸ１０，土坑ＳＫ２０・２４・２５，溝ＳＤ１１９・１３０がある。

ＳＤ１３０以外はいずれも調査区東南部にある。

　ＳＸ１０は土師器甕と皿（�３７６・�３７７）を組み合わせて埋置したとみられる遺構。甕の

内部からは富寿神宝（８１８年初鋳）が出土している。明確な掘り込みは検出されず，黒褐

色土の掘り下げ途中で出土し動いてしまったため，本来の埋置状況を記録することはでき

なかったが，状況や遺物の内容から，９世紀後葉ごろの埋納遺構と判断する。

　ＳＫ２０・２４・２５は，ともに小規模な瓦溜をともなう類似した性格の土坑。ＳＫ２０は，径

２�深さ１�程度の不整円形の土坑で，黄色砂と黒褐色土が埋積する。内部には，南から

北へ下るように瓦が密集して埋積し，この方向から一括廃棄されたものとみられる（図版

３４－４）。ＳＫ２４・２５は，前者の周囲に後者がとりつくような状況で検出されたが，本来

ひとつづきの土坑であった可能性がある。やや瓦の量が少ないが，埋積状況はＳＫ２０に類

似していた。含まれていた少量の土師器はいずれも「て」字状口縁手法Ｂ２類であり，１０

世紀前葉ごろと判断されるが，出土瓦の様相は１０世紀後葉ごろに比定される。

古　代　の　遺　跡
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図１０４　古代の遺構　縮尺１/４００
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図１０５　掘立柱建物ＳＨ１　縮尺１/８０



　ＳＫ２０に壊される東西溝ＳＤ１１９は，輪郭の曖昧な浅いものであるが，出土土師器はＢ２

類を主体としている。これより，１０世紀前葉の溝を破壊して１０世紀後葉の土坑群が築かれ

たと理解しておくのが妥当であろう。

　ＳＤ１３０は，幅２�深さ１�程度の断面Ｕ字形の東西溝。１９７７年の試掘で断面がとらえ

られており〔京大調査会１９７７　図版７０〕，さらに東方へ延びて２３８地点の東西溝ＳＤ１２とつ

ながるとみられる。出土土師器はＢ２類を主体に，わずかにＢ４類も含まれる。おおむね１０

世紀中葉～後葉にかけての溝と判断する。
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図１０６　掘立柱建物ＳＨ２
　　　　縮尺１/８０



１４９

　�期の遺構は多い。溝と瓦溜を中心に，調査区西半には不定形な土坑がひろがる。

　溝には輪郭や方向のはっきりしたものとそうでないものがある。前者を中心に説明す

る。ＳＤ８４・１３６は調査区北半を南北にはしる溝。ＳＤ８４は，幅・深さとも１�程度で断

面は鋭いＶ字形。中世大溝をわずかに南へ越えたＸ＝１５０２付近で立ちあがる。土師器は

Ｂ４類のほかに二段撫で手法のＣ３類までを含んでおり，埋没は１２世紀中葉ごろであったと

みられる。その後中世にほぼ並行してはしる溝が再掘削されている（ＳＤ８５）。ＳＤ１３６は，

逆Ｌ字状に屈曲して南行する溝。幅１．５�深さ１�程度で断面逆台形を呈する。中世大溝

に切られてそれより南へは続かない。出土土師器はＢ４類とＣ２類であり，おおむね１１世紀

前葉に比定される。ＳＤ８７・１１３はＸ＝１５００付近を東西にはしる溝。ＳＤ８７は幅・深さ８０

㎝程度の溝。出土土師器はＢ４類とＣ２類であり，１１世紀前葉に比定される。並行して中世

の溝が掘削され（ＳＤ８６），その埋土上層からは１２世紀半ばごろに比定される瓦が多数出土

している。ＳＤ１１３は，中世大溝に先行してはしるもので，幅１�以上，深さ８０㎝程度。下

層から出土する土師器はＢ４類とＣ２類にとどまるため，１１世紀前葉ごろには機能していた

といえる。上層からはそれに後続する時期のものも出土する。以上のＳＤ８４・８７・１１３は，

１１世紀前葉以降，再掘削などで中世に継続していく様相が共通しており，相互に関連する

溝群であった可能性が高い。

　上記以外の溝ＳＤ１２１～１２５，ＳＤ１２９は，おおむね南北方向だが輪郭の不安定な比較的浅

い溝群。細別時期は決めがたいが，１１世紀以降と思われる。調査区西半の黄色砂上面に

は，このような不定形な溝や土坑が全面に展開しており，そのなかに遺物溜ＳＫ１１・１７や

ＳＸ４～６が含まれて散在している。ほかにも，ＳＫ１９・２１，ＳＰ３３９～３４１なども，こう

した不定形な土坑である。出土する土師器は，１１世紀前葉～中葉ごろのものが中心だが，

ＳＸ４には少量１２世紀中葉までのものが含まれている。瓦は，１２世紀中葉ごろに比定され

るものが中心となる。以上の遺構のうち，不定形土坑の多くは１１～１２世紀代の砂取穴で

あった可能性が高いと考える。また，土器や瓦の多量の出土は，そこへの遺物の廃棄によ

るものであろう。

　ＳＸ１１は，長軸２�以上短軸１�あまり，深さ１．５�程度の楕円形土坑内に，１１世紀前葉

ごろまでの瓦や土器類が多量に廃棄される（図版３４－３）。この上面に経塚遺構ＳＸ１が築

かれる。ＳＫ１６・２２は東壁付近で確認した土坑。ＳＫ２２の上面にＳＫ１６が築かれる関係に

ある。ＳＫ２２からは１１世紀前葉ごろの瓦や土師器がまとまって出土している。
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図１０７　古墳～奈良時代の遺物（�３６３～�３６５・�３７１～�３７５須恵器，�３６６～�３７０土師器）
（�３６６・�３６７・�３７１～�３７３はＳＨ１柱穴埋土出土）



１５１

　�　遺　　物（図版５１，図１０７～１１３，表６）

　奈良時代以前の遺物　　�３６３～�３６５は短い立ち上がりを有する須恵器杯身。６世紀後

葉～７世紀前葉のものといえる。こうした時代の遺構や堆積層は見つかっておらず，若干

の遺物が採集されるにとどまる。

　�３６６～�３７５はおおむね８世紀代に比定される遺物。�３６６・�３６７は土師器で，�３６６は

内面に放射状の暗文をもつ杯。�３６８～�３７０は土師器の製塩土器。大粒の砂粒を含む粗い

胎土で，�３６８は内面に布目をもつ。�３７１～�３７５は須恵器。�３７１は大型の甕の口縁だろ

うか。焼成時の還元が不十分で色調は黄褐色を呈する。口唇部は横撫でにより薄くつく

る。頸部外面に櫛描の斜行文をもつ。７世紀代にさかのぼる製品の可能性もある。�３７２

は壺の底部か。内外とも横撫でで調整される。Ⅱ３７３は甕の胴部下半。丸底で，外面の叩

きは磨り消され，内面に平行叩きが残る。�３７４は皿。�３７５は壺の肩付近だろう。�３６６・

�３６７・�３７１～�３７３はＳＨ１の柱穴埋土から出土している。

　平安時代の遺物　　図１０８は９世紀後葉～１０世紀前葉に比定される遺構出土品。�３７６・

�３７７は埋納遺構ＳＸ１０で組み合って出土した土師器皿と甕。甕の内部からは富寿神宝（�

５０６）が出土し，内面の底部周辺に，筆で描いたような赤彩が認められる。�３７８～�３８０

はＳＫ２０，�３８１～�３８５はＳＤ１３０出土。土師器皿はいずれもＢ２類で，器壁が薄い。

　図１０９～１１１は，１１世紀前葉～１２世紀中葉に比定される遺構出土品。多くの遺構は，土師

古　代　の　遺　跡

図１０８　ＳＸ１０出土遺物（�３７６・�３７７土師器），ＳＫ２０出土遺物（�３７８土師器，�３７９緑釉陶器，
�３８０白色土器），ＳＤ１３０出土遺物（�３８１～�３８３土師器，�３８４・�３８５須恵器，�３８６白
色土器）
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図１０９　ＳＤ８４出土遺物（�３８７～�３９０土師器，�３９１不明瓦質製品），ＳＤ８７出土遺物（�３９２～�
３９９土師器，�４００灰釉陶器，�４０１・�,４０２白色土器，�４０３須恵器製円盤，Ⅱ４０４瓦製円盤），
ＳＤ１１３出土遺物（Ⅱ４０５～�４０８土師器，�４０９黒色土器，�４１０白色土器，�４１１緑釉陶器，
�４１２灰釉陶器，�４１３陶器），ＳＤ１３６出土遺物（�４１４～�４２１土師器，�４２２灰釉陶器，�
４２３須恵器）
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図１１０　ＳＫ１１出土遺物（�４２４～�４３２土師器），ＳＫ１５出土遺物（�４３３～�４３６土師器），ＳＫ１６
出土遺物（�４３７・�４３８土師器），ＳＫ１７出土遺物（�４３９～�４４２土師器），ＳＫ１８出土遺
物（�４４３・�４４４土師器），ＳＫ１９出土遺物（�４４５～�４５０土師器，�４５１白色土器），ＳＫ
２２出土遺物（�４５２・�４５３土師器，�４５４灰釉陶器）



器皿類で「て」字状口縁手法Ｂ４類と二段撫で手法Ｃ２類が最も多く，１１世紀前葉～中葉に

かけてが活動のピークであったことがわかる。このうち，それよりやや下る時期でまとま

る遺構にＳＤ８４があり，原初的なコースター状皿が主体となっている様相から１１世紀後葉

～１２世紀前葉に比定される。表６には，ＳＸ４～６・ＳＫ１１出土土師器の計測結果をまと

めた。ＳＸ４も，１１世紀前半を中心としつつ，�４６４の受皿のほか，少量のＣ３類が含まれ

るなど，１２世紀中葉ごろまでの時間幅をもった遺物が出土している。ＳＸ１１の上面近くで
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図１１１　ＳＸ４出土遺物（�４５５～�４６５土師器，�４６６～�４６９白色土器，�４７０緑釉陶器，�４７１須
恵器），ＳＸ５出土遺物（�４７２土師器），ＳＸ６出土遺物（�４７３～�４７８土師器，�４７９須
恵器，�４８０白色土器），ＳＸ１１出土遺物（�４８１～�４８８土師器，�４８９須恵器）



１５５

古　代　の　遺　跡

表６　ＳＸ４～６・ＳＫ１１出土土師器計測結果



出土している�４８６・�４８８も，これらの時期の皿とみられる。

　以下，特徴的遺物を中心に説明しておく。�３９１は黒色を呈する厚さ５�ほどの板状の

土製品で，曲線的なラインの側面が残る。胎土は精良で堅緻。片面に斜格子状の刻線，も

う一方は削って平坦にしたまま残る。鋳造に関連する土製品の可能性があるが，厚みに乏

しい点が異なり，決め手を欠く。�４３２は土師器の小型甕。口縁部周囲は強く横撫でされ，

あまり外反しない。胴の張らない鉢に近い器形である。内面に斜行する細い箆描線がめぐ
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図１１２　黒褐色土出土遺物（�４９０～�４９６・�５０２土師器，�４９７・�４９８緑釉陶器，�４９９～�５０１須
恵器）
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る特徴が目を引く。�４５１は，回転台成形によるいわゆる白色土器皿で，底部に回転糸切り

痕を残す。口縁部にかけて斜め上方にまっすぐ立ち上がり，全体が回転横撫でにより仕上

げられる。今回は，回転糸切り痕をのこす白色土器の底部片が，各遺構から多く出土して

いる。なお，土師器以外には，黒色土器Ｂ類（�４０９），緑釉陶器（�４１１・�４７０），灰釉

陶器（�４００・�４１２・�４２２・�４５４），須恵器（�４２３・�４７１・�４８９）があるが，総じて

少ない。鉛釉陶器生産の衰退，あるいは中世的な土器様相への移行という時代的様相を反

映しているといえる。

　図１１２は，黒褐色土出土遺物。おもに１０世紀代以前の特徴的遺物を抽出した。�４９６は回

転糸切り痕をもつ皿で，淡赤褐色を呈する。回転台成形の製品としては類例を知らず，搬

入品の可能性が高い。�５０２は羽釜の口縁部から胴部にかけて。９世紀以降の河内産の可

能性が高い。鍔から上方へ口縁部は短く外反する。胴部の外面は細かな刷毛調整である。

古　代　の　遺　跡

図１１３　青銅製品（�５０３・�５０５黒褐色土出土，�５０４ＳＸ１１出土，�５０７ＳＸ１０出土），鉄製品（�
５０７～�５０９ＳＸ４出土）　 縮尺１/２



色調は暗茶褐色を呈する。

　図１１３は古代の遺構や包含層出土の金属製品。�５０３は船の櫂のような形状の用途不明青

銅製品。全形は不明で，類例を知らない。黒褐色土出土。�５０４は幅５�程度の鉄地金銅

貼の輪状製品。金箔が表面の一部に残る。形状から責金（せめがね）などの太刀の鞘に付

属する飾金具か，帯金具の部材などが考えられる。ＳＸ１１出土。�５０５は黒褐色土出土の

延喜通宝，�５０６はＳＸ１０出土の富寿神宝。�５０７～�５０９はＳＸ４出土の鉄釘。

　５　平安後期の経塚遺構ＳＸ１

　�　出土状況（巻首図版，図版３３，図１１４～１１６・１１９）

　経緯と経過　　遺構は，表土掘削段階で，既設管路の埋積土を機械力で掘削中に，壁面

から衝撃が感知されて存在を知ることになった（２００１年１０月１５日，図版３３－１）。おそらく

石室石材の一端が接触したものと思われるが，この時点では石室の存在まで認識できな

かった。管路壁面や崩落土を精査したところ，湾曲した薄い青銅片が多数出土したため，

一帯を急ぎシートで保護して，周囲の包含層の掘り下げを待つことにした。この段階では

経塚であるとの認識はなく，その後の掘り下げで特徴的な蓋の部分を検出してはじめて，

経筒が遺存していることを理解し，経塚遺構であると把握するに至った。

　遺構は上面を中世の瓦溜ＳＸ２に覆われており，下層に１１世紀前葉ごろの瓦溜ＳＸ１１が

ある。経塚の石室は，この瓦溜ＳＸ１１と渾然一体となっている。ＳＸ１は，経筒を納めて

いる本体石室と，その北東に３０㎝離れて位置する東小石室からなる。いづれも散在する瓦

や土器片の上面に石を置く。図１１４に検出状態の平面と立面の全体像を，また，図１１５には

それぞれの平面と断面の詳細を示す。平面の検出では石室にともなう掘形を全く見いだす

ことができなかったので，南北方向に石室下の堆積状況を検討した（図１１６）。その結果，

断面においても掘形をはっきりと認定できず，瓦溜ＳＸ１１の埋積後に石を設置したものと

判断された。ただし，瓦溜ＳＸ１１全体が，経塚ＳＸ１の造成にともなって形成された，い

わゆる２次堆積の瓦溜である可能性が全くないわけではない。しかし，遺物の年代差と出

土の状況などから総合的にみて，可能性は少ないと考える。

　本体石室と経筒　　本体石室は，２５㎝四方程度で厚さ５㎝強の方形の板石を底石とし，

２０㎝四方前後で厚さ８�程度の立石で囲む。立石は東側と北側のみが残り，東側は底石の

上に載せられ，北側は側面に接して立てる。経筒は，台座端部が底石と東立石との隙間に

嵌り込むようになっており，その上に，なんとか形を保っている円筒が２段，互いにずれ
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図１１４　経塚ＳＸ１出土状況　縮尺１/１０



ながら東立石にもたれかかるようにしてある。これらの内部には土が詰まっている。そこ

から北側立石に向かって，石室内に流入している土の上面に，円筒の破片が散乱しており，

その西に蓋の破片がある。この蓋は，２分の１程度が折れて下側に潜り込むようになって

おり，復元すると完形になる。また，発見時に回収した破片の多くはこれらと接合した。

こうした状況から推測すると，石室内にある程度土が流入していた状態のところに攪乱が

及んで，蓋や上位の円筒が飛散したとみられる。上面が中世後半の瓦溜であることを考慮

すると，その時期までには石室上部は破壊されていたであろう。また，紙片は経筒外面の

みに付着し内面には特別な痕跡は見あたらないことから，内部の経巻は早くから取り出さ

れていたものと思われる。

　石室内の遺物出土は，ガラス玉が底石直上や側面から出土している以外，いずれも流入

土中からである。うち，明らかに経塚に関連するといえる遺物は３点の飾金具で，１点（�

５１２）は北立石と東立石の隙間から，２点（�５１１・�５１３）は底石の南辺から出土してい
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図１１５　ＳＸ１経筒最下段出土状況（左）・東小石室（右）の平面と断面　縮尺１/１０



１６１

る。このほか，用途不明鉄製品（�５１４），砥石（�５２０）と土師器細片があるが，関連は

定かではない。飾金具は，瓔珞に類する扱いで本来は経筒にともなっていたものであろ

う。一方ガラス玉は，底石南側に落ち込むように検出されたものと，遊離して上面で検出

されたものが少数あるほかは，大半が経筒台座の内側から密集して出土した（図１１９）。連

珠状にして台座の内部に納めるようにしていたのであろう。一部は風化崩壊して粉末状に

なっており，本来の正確な個体数を算出しがたいが，１５０点は確実に数える。

　東小石室　　１５㎝大程度の小ぶりで柱状の石で方形に囲んだもの。底石はなく，瓦溜の

隙間に直接設置したような状況である。南側の立石のみ角張ったものを用い，ほかはかな

り丸みを帯びた石である。石組内からの出土遺物はなく，火を焚いたりしたたような痕跡

も認められなかった。

　�　出土遺物（図版５２，図１１７・１１８）

　青銅製経筒（�５１０）　 　笠形の蓋（Ａ），円筒（Ｂ～Ｅ），台座（Ｆ）からなる四段積

上式。九州地方を中心に分布し，１１３６～１１５２年の紀年銘が知られるタイプである。積み重

ねの順序や円筒の上下は，出土時の状態をもとに示した。ただし，円筒の上部２段（Ｂ・

Ｃ）は，断片化して位置を保つ状態ではなかったので，順序は定かでない。とくにＢは，

平安後期の経塚遺構ＳＸ１

図１１６　ＳＸ１下の堆積状況（Ｙ＝２２０５．８８ライン断面）　 縮尺１/２０



わずかな破片から想定復元している。すべて厚さ１�～１．５�。ほとんどが緑青に覆われ

ているが，台座頂面は白銅色の光沢をとどめる。

　蓋（Ａ）は裾部の形１１．８㎝，残存高４．１㎝。頂部には本来相輪鈕がついていたはずで，

円形の�離痕がある。外面には挽きにともなう３～５条程度の細かな圏線が５帯ある。

　円筒（Ｂ）は，全体の１２分の１程度の破片から復元し，径８．０㎝。端部付近外面に細か

な圏線帯があり，内面の一部に縦位の細い削り痕がある。

　円筒（Ｃ）は，上半をわずかに欠き，下半は完存で，上８．４㎝ 下８．１㎝，高さ６．３㎝。外

面は中央部と両端部に圏線帯，内面は下半に縦位の削り痕。器壁は下半ほど厚みを増し，

下端端部は弱く面取り気味である。上端は丸く収める。

　円筒（Ｄ）は，復元するとほぼ完形で，径は上８．０㎝ 下８．４㎝，高さ６．３㎝。外面は中央

部と両端部に圏線帯，内面は端部付近を中心に縦位の削り痕。器壁の厚みが上端側が最も

厚くなり，弱く面取り気味である。そして中央部付近が最も薄い。

　円筒（Ｅ）は，下半は完存するが，上半は６分の１程度。径は上８．８㎝ 下８．４㎝，高さ

６．３㎝。外面は中央部と両端部に圏線帯，内面は下半を中心に縦位の削り痕。器壁の厚み

が，下端側は厚く上端側は薄い。端部は丸く仕上げる。

　台座（Ｆ）は，完形で，裾部径１３．０㎝，頂部面径８．１㎝，高さ３．７㎝。外面に圏線３帯，

内面の上半にも粗い挽き痕がある。また頂部面には，中央部にわずかな突起がみられてそ

こを中心とする時計方向の挽き痕や放射状の陰影があり，端部には円筒端部の痕跡を認め

る。外面の上半にはぶ厚い，下半には薄い紙片の付着がある。

　飾　金　具（�５１１～�５１３）　 　�５１１・�５１２は，小さな鐸形飾金具。青銅の薄板を曲げ

たもので，裾は鋸歯状に切り込まれ，全体が八角錐となるようなゆるやかな稜をもつ。に

ぶい光沢があり，金銅製であろう。完存する�５１１で全長１．９㎝，最大径０．７㎝。内部には，

縦に穿孔された洋梨形の木玉が遺存している。細い筒状となる頂部の外面に圏線が２条。

�５１２もほぼ同形同大の製品だが，頂部が欠け，内部の木玉も遺存していないかわりに，有

機質の紐状物の残片がある。こうした状況から，これら２点は，頂部で釣り下げて用いる

のではなく，縦位に紐を通して用いるものであることがわかる。経塚出土の飾金具として

類品は散見され，京都市稲荷山経塚出土品〔高橋健１９１２，奈良国立博物館編１９７７　図８－

２１〕は，金銅製で内部に木質の遺存が報告される点で最も近い。ほか，広隆寺旧境内の弁

天島経塚出土品〔小檜山１９９７　図１１２〕も形態的に近い。使用状況をうかがわせる資料と

しては，平泉中尊寺の藤原清衡棺（１１２８没）や基衡棺（１１５７頃没）に納められた数珠の端
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図１１７　ＳＸ１石室内出土遺物（Ⅱ５１０青銅製経筒，Ⅱ５１１～Ⅱ５１３青銅製装飾具，Ⅱ５１４用途不
明鉄製品）Ⅱ５１０・Ⅱ５１４縮尺１/２，Ⅱ５１１～Ⅱ５１３縮尺１/１



末にある記子留（きしどめ）が，年代も特徴も近い好例といえる〔秋山１９９９　図９〕。本

例も，このような数珠ないしは連珠の端末装具であったのだろう。

　�５１３は，青銅製の円盤で，中心からややずれた位置に３�大の孔がある。径１．７㎝厚さ

２�。片面に三日月状の段があり，この部分は平滑にされている。残りの部分は荒れてお

り凹凸が著しい。側縁もぎざぎざである。錆びて濃緑色を呈する。

　その他の出土遺物（�５１４～�５２１）　 　�５１４は端部が偏平で短い二股状を呈する用途不

明鉄製品。「く」字状に屈曲する部分は，別の部材へ付着していたことをうかがわせる�離

痕かともみられるが，詳細は判じ得ない。�５２０は砥石で，黄灰色の軟質石材である。これ

ら２点は石室内埋土中からの出土だが，本来経塚にともなったのか，流入土とともに入り
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図１１８　ＳＸ１周辺出土遺物（�５１５～�５１９土師器，�５２０砥石，�５２１須恵器）
�５２１縮尺１/６，ほか縮尺１/４
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込んだのか決めがたい。�５１５～�５１９は，石室に至近の位置で出土した土師器皿類。�

５１５・�５１６は「て」字状口縁手法Ｂ４類，�５１７・�５１８は二段撫で手法Ｃ２類。いずれも経

塚よりも先行する時期のもので，本来は下層の瓦溜ＳＸ１１にともなうものだろう。�５１９

はコースター状を呈する皿。口径９．０㎝。ＳＸ１の上面から出土し，１２世紀代以降の製品

だろうから，経塚に近い時期の資料と言いうる。

　�５２１は丸底の大型須恵器甕。多数の破片に分かれてＳＸ１とＳＸ１１の双方に広範囲に

散らばっていた。非常に良く接合し，胴部の一部を除いて形が復元される。口径２６．７㎝器

高３７．６㎝。灰白色を呈し焼成は良好。外面は全面に８条単位の平行叩きを基本とし，内面

は撫で調整。とくに胴部下半は撫で上げ痕や板状工具による軽い削り痕がみられる。１１世

紀代のものであろう。ＳＸ１１に瓦とともに廃棄されたものだろうが，完形に近い状態のも

のが数多くの破片に破壊され，土坑の底部近くから上面まで散らばる状況は，単純な塵芥

処理を越えた意図を感じさせる。

　�　出土ガラス玉の特徴と成分分析（図版５２，図１１９～１２１，表７・８）

　ガラス玉の特徴　　既述のように，経筒台座内を中心に多量の出土をみた。原位置が把

握できたものは１～１３７の番号を付した（図１１９，以下ガラス玉に関してはすべてこの番号

を用いる）。ただし，ひとつの取り上げで複数個体が登録された場合があり，流入土除去中

に位置を把握できずに取り上げられたものもある。さらに，粉末状に崩壊して滅失したも

のの存在も見込むと，本来最低１５０点はあったと見積もれる。このなかには２～４連の製

品も含む。計測・観察結果は表７・図１２０にまとめ，実測可能なものを図１２１に示した。法

量でみると，最小は径３．９�高１．４�重０．１�（９），最大は１２．１�・９．５�・２．６�（９５）。た

だし９５は例外で，おおむね径４�強，６�前後，８�前後，という３群にまとまる。孔径は

いずれも２�程度。色調は，多くが淡青～濃青系統とみられるが，ほとんどは表面が風化

して白色や淡緑色の膜に覆われてしまっている。このほか，若干の無色透明の製品があ

り，明瞭なものでは１点のみ，濃黄緑色を呈するものがある（６７）。技術的な特徴につい

て詳細な検討を果たしていないが，肉眼の観察では，側面観が巻き貝状を呈するものが多

く，巻きつけ成形による痕跡をそのままとどめているとみられる（たとえば１３など）。また

端面にバリが残されるものも多く，連玉に製作して切り離したとみられる。使用状況は，

紐で連珠にしていたとみられるが，１２２には青銅製の小リングが付属している。本来は瓔

珞など装飾品の部材であったものも含まれているといえる。

　１９９７年の時点で，奈良・平安時代の出土ガラス玉の総点数は，７４遺跡１７６８点，このうち

平安後期の経塚遺構ＳＸ１
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図１２０　ＳＸ１出土ガラス玉の法量分布

図１１９　ＳＸ１ガラス玉出土状況（朱色は経筒台座輪郭）　 縮尺１/２
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図１２１　ＳＸ１出土ガラス玉　縮尺１/１
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表７　ＳＸ１出土ガラス玉の属性（計測可能なもののみ）

備考内部外観重
（�）

高
（�）

径
（�）

番
号

３連

４連

２連
２連

分析
２連
２連
２連

無色透明

濃青半透明

濃青透明
濃青透明

濃青透明

無色透明

濃青透明

無色透明

濃緑透明

淡黄緑半透明

濃青透明
濃青透明

淡緑灰色
淡緑灰色
淡緑灰色
淡緑灰色
淡緑灰色
淡緑灰色
淡緑灰色
白色
白色
淡灰色
灰白色
淡緑灰色
淡緑灰色
淡緑灰色
淡緑灰色
淡緑灰色
淡緑灰色
淡緑灰色
白色
白色
淡緑灰色
淡緑灰色
白色
淡緑灰色
淡緑灰色
淡緑灰色
淡緑灰色
淡灰色
淡緑灰色
淡緑灰色
淡緑灰色
淡灰白色
淡灰白色
淡灰白色
淡緑灰色
灰白色
淡緑灰色
灰白色
灰白色
灰白色
淡緑灰色
白色
灰白色
灰白色
灰白色
灰白色
灰白色
灰白色
灰白色
淡緑灰色
淡黄灰色
淡灰白色
淡灰白色
淡灰白色
白色
灰白色
灰白色

０.１
０.２
０.２
０.２
０.３
０.４
０.１
０.７
０.１
０.１
０.３
０.２
０.１
０.１
０.２
〈０.３〉
０.６
０.２
０.６
０.６
０.５
０.４
０.６
０.７
０.３
０.９
０.２
０.１
０.３
０.４
０.４
０.２
０.３
０.１
０.３
０.２
０.４
０.４
０.２
０.６
０.２
０.２
０.５
０.１
０.１
０.１
０.４
０.１
０.１
０.４
０.９
０.４
０.４
０.４
０.６
０.４
０.４

４.７
４.４
３.８
３.７
５.１
４.７
１.４
４.９
３.０
２.６
４.５
３.４
４.２
４.１
４.０
〈４.８〉
５.３
５.０
６.６
５.７
６.７
５.６
５.４
１４.０
５.１
１８.１
５.４
３.９
５.４
５.０
５.７
４.６
５.０
３.４
４.８
４.２
８.６
７.０
４.８
６.２
４.１
４.６
５.８
２.５
３.５
３.５
４.５
２.３
２.２
５.９
７.３
７.９
７.８
７.１
６.０
４.６
４.６

６.２
６.４
５.０
５.０
７.６
８.０
３.９
７.７
４.４
４.３
６.７
５.１
４.９
４.７
５.３
６.４
８.０
６.０
７.８
７.７
６.８
６.６
７.８
６.２
６.２
６.３
６.０
４.９
６.８
６.８
６.９
５.８
５.７
６.０
６６
６.３
６.１
５.６
５.９
８.０
５.５
７.７
７.４
４.０
５.２
５.２
６.９
４.３
４.２
６.７
８.１
５.８
６.２
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８.１
６.５
６.３

１
２
３
４
５
７
９
１０
１１
１２
１３
１５
１６
１７
１９
２３
２４
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７
３８
３９
４０
４１
４２
４３
４４
４５
４６
４７
４８
４９
５０
５４
５７
５８
５９
６０
６１
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備考内部外観重
（�）

高
（�）

径
（�）

番
号

２連

２連

分析

金具付

濃青透明

淡青透明

濃青透明

淡黄緑不透明
濃緑透明
淡青半透明

濃青透明

濃青透明

濃青透明

濃青透明
濃青透明

濃青透明

無色半透明

淡青半透明

濃青透明

濃青透明
淡黄緑色

灰白色
淡灰白色
淡緑白色
白色
淡緑白色
白色
白色
白色
白色
灰白色
淡緑白色
灰色
白色
灰白色
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灰白色
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白色
灰白色
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灰白色
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灰白色
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灰白色
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灰白色
灰白色
灰白色
淡灰白色
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無色半透明
淡灰白色
白色
淡緑白色
灰白色
淡緑白色
灰白色
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淡緑白色
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淡灰白色
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白色

０.４
０.１
０.２
０.３
０.４
０.５
０.３
０.２
０.３
０.１
０.１
０.２
０.１
０.１
０.５
０.２
０.２
０.６
０.３
２.６
０.３
０.３
０.７
０.６
０.２
０.４
０.３
０.２
０.１
０.４
０.４
０.３
０.４
０.３
０.２
０.４
０.２
０.１
０.１
０.１
０.２
０.１
０.１
０.１
０.１
０.３
０.２
０.１
０.４
０.１
０.２
０.２
０１
０.２
０.１
０.２
０.１

４.７
３.４
３.５
３.８
７.１
４.７
５.２
３.９
６.４
２.９
３.４
３.６
３.８
２.６
８.２
３.９
４.１
５.８
４.４
９.５
３.７
４.９
６.９
６.９
５.４
５.１
４.０
２.９
２.２
４.８
４.５
５.０
４.２
４.８
４.３
５.１
３.７
２.４
３.０
３.０
３.２
２.５
２.９
２.１
２.４
３.８
５.０
３.３
３.６
２.４
４.５
４.２
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５.５
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１６９

１０２０点は寺院出土で，経塚出土品は２２遺跡４８５点であるという〔秋山１９９７　表４〕。今回の

資料は，ひとつの経塚の出土点数としてはきわめて稀なあり方と評価される。

　ガラス玉の成分分析　　以上の特徴をふまえ，経筒の型式的特徴から西暦１１３６～１１５２年

を中心とする年代に帰属することが明らかな資料群であること，平安期以降のガラスはい

まだ分析例の蓄積が乏しいこと，なども考慮して，典型例について蛍光Ｘ線による簡易な

成分分析を行った。分析作業の実際は，堀木真美子氏（愛知県埋蔵文化財センター）に依

頼した。以下の所見は堀木の教示をもとに伊藤がまとめたものである。

　上述したように，色調で３群に区別できるので，明らかに色調が異なる特徴的資料とし

て，１８（淡青色），５１（無色透明），２２（青色），９５（淡青大型品），６７（濃黄緑色）を分析

対象とした。うち，破損して製品断面が露呈している１８と５１の２点は，現状のままの表面，

破損面，破損面の表面を研磨して風化層を除去した後の面，の３カ所を測定した。ただし

５１については，研磨後の超音波洗浄の際に，白色の風化部分の大半が離脱したため，白色

の風化層の測定は実施していない。白色部分が離脱した状態の面を現状のままの面とし

た。２２は破損表面の１カ所，完存品のうち濃黄緑色の６７と，淡青色の大玉９５は，表面の２

カ所について測定した。測定に際しては，研磨する場合試料の一部分を＃３０００のダイアモ

ンドペーストを用いて平滑な面を作成した。その後，超音波洗浄機を用いて蒸留水による

洗浄を行った。分析装置は，株）堀場作所製のエネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置ＸＧＴ

－５０００Ｘ�を用いた。測定条件は，励起電圧：３０kV，計測時間：３００s，X線管球：Rh，測

定雰囲気：大気中，X線照射径：１００μm。

　分析の結果，検出された元素は，Pb（鉛），Si（ケイ素），K（カリウム），Cu（銅），Fe

平安後期の経塚遺構ＳＸ１

表８　ガラス玉測定結果（○：明確なピークが認められたもの，△：ピーク高が１cps以下のもの，－：
ピークが認められなかったもの。　Na・Caはいずれの試料でも検出されていない）

元　　素
測定部位試　　料

AlFeCuKSiPb
－△○○○○破損表面２２（青色破損品）
－
－

△
△

△
△

○
○

○
○

○
○

表　面　１
表　面　２

９５（淡青色大玉完形）

－
－
－

△
△
△

○
○
○

－
－
○

○
○
○

○
○
○

表　　　　面
破損表面
研　磨　面

１８（淡青色破損品）

－
－
－

△
△
△

△
△
△

○
○
○

○
○
○

○
○
○

表　　　　面
破損表面
研　磨　面

５１（無色透明破損品）

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

表　面　１
表　面　２

６７（濃黄緑色完形）



（鉄），Al（アルミニウム）であった。Na（ナトリウム）およびCa（カルシウム）は検出

されなかった。各試料について確認された元素を表８に示す。

　１８・５１ともに研磨面における結果からみて，Pb・Si・Kを主要元素として含むもので，

ともに，いわゆるK２O－PbO－SiO２（カリ鉛ガラス）の系列に属すると評価できる。１８の

分析結果において，研磨面以外ではKが検出されていない。これは風化によるものと考え

られる。またCuが青色の発色に影響していることがうかがえる。このほか，ともに１８と

同じ青色系の色調で白色の風化を呈している２２・９５については，表面層の測定であっても

１８と同様な組成であることが示された。今回出土したガラス玉の多くは，外見上これらと

同じ特徴を示しており，それらもおおよそ同種の組成であると類推可能である。

　色調や風化の度合いの全く異なる濃黄緑色の６７は，風化層での測定だが，他の試料に比

べPbのピークが小さくなることと，Siのピークが高くなることから，Pbの含有量が他に比

べ少ないと考えられる。また，上記の組成に加えてFeおよびAlが検出された。Feおよび

Alは他の試料では明確なピークが検出されていないことから，黄色の発色に大きく関わっ

ていることが推測される

　これまで提示されているカリウム鉛ガラスの分析事例は，いずれも緑色～青色系統の有

色製品で，５１のような無色透明の製品は知られていない。カリウム鉛ガラス系の製品には

無色透明の一群も含まれていることが，あらたに把握されたことになる。銅や鉄の存在

は，着色剤に由来するものであろうか。

　今後の課題　　平安期以降のガラスは，奈良期以前のカリガラス，鉛ガラス，ソーダ石

灰ガラスなどと全く異なるカリウム鉛ガラス（アルカリ鉛珪酸塩ガラス・K２O－PbO－

SiO２）が新たに主体となると想定されてきた〔山崎１９８７　p.２９４〕。そして，福岡県博多遺

跡群（１２世紀）や太宰府（１２～１４世紀）出土品でカリウム鉛ガラスと同定されたものには，

鉛同位体比で長崎県対州鉱山産の鉛鉱石に近い極めて近い値を示すものがあるとされる

〔肥塚２００１　pp.２４５-２４７〕。しかし，当該期の分析事例は，いまだ非常に少ない。今回は，

総じて古代以前のガラスに比べて不純物の少ないシンプルな組成の傾向もうかがわれた。

生産体制の変化を反映した違いの可能性があり，今後あらためて高精度の検討が必要であ

ろう。年代が明確な本資料は，価値の高い情報が期待できよう。また，ガラス生産の変化

に関連して，鉛釉陶器生産の終焉，鉛産地の対州鉱山への変化が指摘されている〔高橋照

２００１　pp.２２６-２２７〕。鉛同位体分析も視野に入れ，検討を続けたい。
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１７１

　６　中世の遺跡

　�　中世の遺跡（図版２８・３１・３２，図１２２～１２４）

　鎌倉時代の遺構　　おおむね１２世紀後葉～１４世紀前葉に比定される遺構。はっきりこの

時期に比定できる遺構は少ない。調査区北半の南北溝ＳＤ８５，東西溝ＳＤ８６は，それぞれ

第４節で報告した古代の溝ＳＤ８４，ＳＤ８７の再掘削によるもので，１２世紀後葉～１３世紀前

葉に機能していたものとみられる。ＳＤ１０６Ｓは，東西方向の大溝で，以後中世を通じて再

掘削を繰り返し，少しずつ北側へ位置がずれていく（後述，図１２３参照）。調査区西半一帯

では，先行して存在する不定形土坑を壊して掘削され，当初の規模は幅３�深さ２�あま

り，断面逆台形を呈していたと想定される。東側の２３８地点検出の東西溝ＳＤ３３につなが

る溝と言える。なお，古代の東西溝ＳＤ１１３も埋没していなかったようで，同溝上層からこ

の時期の遺物が出土している。そのほかの溝は，調査区北西辺にＳＤ８１・１３３・１３５，南半

中央付近にＳＤ１１６・１１８がある。いずれも幅１�未満深さ５０㎝程度で，出土遺物少ないが，

切り合い関係などからこの時代の帰属と想定した。

　ＳＫ２６は東西２�南北１．５�をはかる石室（図１２４）。黒褐色土中の検出面から約５０�の深

さをはかる。遺物は先行する古代のものがほとんどで，わずかに含まれる中世土師器の様

相や遺構間の位置関係から，この時期と判断した。なお，東半を破壊された集石ＳＫ４に

ついても，本来はＳＫ２６と同様な石室であった可能性がある（図版３１－１）。

　室町時代の遺構　　１４世紀中葉以降，１６世紀後葉までの遺構を含める。東西大溝ＳＤ

１０６よりも北側は稀になる。性格ごとに大別すると，東西大溝（ＳＤ１０６Ｎ），調査区南半

の方形区画（ＳＤ５１およびＳＡ１～４），廃棄・遺棄関連の遺構（瓦溜ＳＸ２），耕作関連

の痕跡（畝状遺構および小溝群）となる。以下これらの範疇ごとに説明する。

　Ｘ＝１５１０付近を東西にはしる大溝は，１１世紀前葉のＳＤ１１３以降，北側にすこしずつライ

ンをずらしながら１５世紀まで幾度か掘削が繰り返されている。その様相を，調査区西壁と

東壁（反転）の層位により示す（図１２３）。東壁でみると，鎌倉時代のＳＤ１０６Ｓがほぼ埋

積した後，およそ２�ほど北に，幅３�深さ１．５�あまりの規模で断面Ｕ字形のＳＤ１０６Ｎ

が掘削されている。この１０６Ｎは，西方へ行くほど再掘削が頻繁になり，深さも増して２�

を越え，１�ほど北にずれて再掘削される（それぞれＮ－１，Ｎ－２とする）。断面はＶ字

形に近くなる。Ｎ－１溝埋土内の中層に礫や動物骨がまとまって投棄されており（図１２３－

西壁１２層，図版３２－１～３），これより上位を上層，下位を下層と区別する。動物骨の内容

中　世　の　遺　跡
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図１２２　中世の遺構　縮尺１/４００
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については後述する。下層～中層出土土師器は１５世紀中葉に比定され，上層からはおおよ

そ１６世紀前葉ごろまでのものが出土している。１５世紀後葉までには半ばまで埋まってお

り，１６世紀前葉に至って最終的に埋没したといえる。なおこの溝は，東側の２３８地点検出の

鍵手状に屈曲する溝ＳＤ５５の延長部にあたる。１５世紀代には，大溝により方形に囲われる

区間が形成されていた可能性が高い。この点は第９節で検討する。

　調査区南半には，方形区画を形成する溝ＳＤ５１と東西・南北方向の柵ＳＡ１～４がある。

ＳＤ５１は，幅１�深さ５０㎝程度で，断面Ｕ字形を呈する。東方は屈曲して３�ほど南行し

た後立ちあがる。西側はそのまま南行していくようだが，Ｘ＝１４７０付近から南は攪乱が著

しく，断片的に検出できた落ち込みを溝の延長ととらえて復元している。後述する柵との

関係を考慮すると，この付近で立ちあがっている可能性もある。溝内には多量の中世瓦や

１５世紀中葉ごろに比定される土師器，用途不明の大型鉄製品などが埋積していた。柵は，

ＳＤ５１の北側をのぞく三方に配される。柱穴底部には礎板となる偏平な石が置かれている

ことが多い。東側のＳＡ１は，径４０�程度の円形柱穴５つからなる。東に６．４度振れる方

位で柱間は約１．６�。ＳＡ２は，ＳＡ１の１�ほど西に並列しつつ，さらに南へと延びる。

１０以上の円形や隅丸方形の柱穴からなり，ほぼ真南北。掘り直しや拡張をともなう柱穴が
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図１２４　石室ＳＫ２６
縮尺１/４０
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多数あり正確さを欠くが，およそ柱間１．２�。南側のＳＡ３は，東西方向の柵。２．４度東に

振る方位で，１．５�程度の大きな土坑内に礎板の礫を据えたもの（ＳＫ５など）が複数含

まれる点は注意される。南側に門や鳥居などを想定できるかもしれない。柱間は約２�。

柱穴のひとつから永楽通宝（１４０８年初鋳）が出土している。なお，西半には真東西に近い

方位でやや小ぶりな柱穴が４つ並ぶ柵が想定でき，ＳＡ３Ｓとする。こちらの柱間は１．８

�。西側のＳＡ４は，３．２度東に振る方位の南北方向の柵。大小さまざまの柱穴や礎板の

石が検出され，相互の切り合いも著しい。柱間は１．２�と１．６�の双方が想定可能。以上の

柵は，いずれもＳＤ５１と同じ１５世紀中葉ごろ。

　瓦溜ＳＸ２は，５�四方程度の範囲に，ＳＤ５１上面を覆うように，中世の瓦が密集してい

た遺構（図版３１－２）。掘り込みはない。瓦の内容はＳＤ５１と同じであるが，土師器は１３世

紀後葉～１５世紀前葉の時期幅を持つ。

　畝状遺構や小溝群は耕作の痕跡で，畑地であったことを示す遺構であろう。遺物は細片

しか出土しないが，状況から１６世紀前葉以降の遺構と判断する。畝状遺構の明瞭なものは

調査区西南部にあり，南北４�東西１０�以上の区画として黒褐色土上面で検出されてい

る。区画内はわずかに周囲より低くなり，黄色砂混じりの黒褐色土を埋土とする南北方向

の幅２０～３０㎝の小溝が互いに接するように並列する。これを除去すると，区画内に畑の畝

状の凹凸があらわれる。小溝群は，おもに南北方向にはしり，調査区中央付近を中心に群

在している。幅２０㎝深さ１０㎝程度の茶褐色土を埋土とするもので，いわゆる鋤溝に類する

ものと考える。東西溝ＳＤ１１３やＳＤ１０６Ｓの掘り下げの過程でも，幅３０㎝ほどの溝群が並

列している状況が確認されている。大溝埋積後に残る窪地が畑として利用されたことがわ

かる。Ｘ＝１５１２付近には北から南へ下る段差が造り出され，茶褐色土が埋積している。窪

地とレベルを揃えて畑地の造成をおこなったのだろう（図１２３下段第３層）。

　以上のほかは，少量の遺物しか出土していないが，性格不明の大型土坑（ＳＫ７）や，

若干の東西溝（ＳＤ３９～４６）などがある。なお，瓦溜ＳＸ２一帯は，中世の遺物包含層が

南北６�東西１０�の長方形に高まっている（茶褐色土高まり）。近世以降に著しい削平と攪

拌を被っており，表土除去後に上面が露出する状態であった。この詳細については第８節

の近世の遺構で方形土壇として報告するが，層中の出土遺物は本節で呈示する。

　�　中世の遺物（図版５３，図１２５～１３４）

　鎌倉時代の遺物（�５２２～�５６８）　 　１２世紀後葉～１３世紀前葉の遺構出土品を抽出した。

土師器皿類では一段撫で手法Ｄ３類とＤ５類が中心となり，若干の二段撫で手法の製品がと

中　世　の　遺　跡
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図１２５　ＳＤ８５出土遺物（�５２２須恵器，�５２３灰釉系陶器），ＳＤ８６出土遺物（�５２４～�５３１土師器，
�５３２白磁，�５３３瓦製円盤），ＳＤ１０６Ｓ出土遺物（�５３４～�５５３土師器，�５５４～�５５７灰
釉系陶器，�５５８・�５５９白磁），ＳＤ１１３上層出土遺物（�５６０～�５６６土師器，�５６７瓦器），
ＳＫ４出土遺物（�５６８白磁）
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もなう。ＳＤ１１３上層出土遺物は後者が主体となっており，１２世紀代のうちに収まるもの

といえる。灰白色を呈する椀類は組成していない。土師器以外では，灰釉系陶器（�５２３・

�５５４～�５５７）や白磁（�５３２・�５５８・�５５９・�５６８），東播系須恵器摺鉢（�５２２）があ

るが，それ以外の国内諸窯産や輸入青磁は見られない。

　室町時代の遺物（�５６９～�７６７）　 　１４世紀代以降の中世遺構出土品を抽出した。多く

は区画溝ＳＤ５１，東西大溝ＳＤ１０６Ｎからの出土品である。特徴的な資料を中心に説明す

る。瓦溜ＳＸ２・不定形土坑ＳＫ７出土遺物は，一段撫で手法Ｄ類・Ｅ類の各種類の土師

皿と灰白色の椀を含んでいる。ＳＤ５１・ＳＡ１～４出土遺物は，Ｅ４類とＦ２類にほぼまと

まる内容であり，灰白色の椀類はない。１５世紀中葉ごろに比定される。�６１０は見込みに

箆描の刻線がめぐる。�６１８・�６１９は回転台成形による土師器。�６２３は内外両面に墨書の

ある土師器片。

　ＳＤ１０６Ｎ出土遺物は，下層出土（�６４４～�６９８）と上層（�６９９～�７６７）に分けて示

す。下層出土土師器はＥ４・Ｆ１・Ｆ２類が中心となる。灰白色の椀（�６６０・�６６１）や凹底

小椀（�６６２）もある。土師器以外では，瓦質の火鉢類，古瀬戸の各種器形が目立つ。す

り鉢は備前がほとんどであり，信楽（�６８８）常滑（�６９３）は稀少である。一方甕類は常

滑がほとんどであり，備前とみられる小型品（�６９６）は珍しい。

　上層出土の土師器では下層よりもＦ３類・Ｆ４類の比重が増え，明らかに時代が下った１５

世紀後葉～１６世紀前葉ごろの様相を示す。�７２９は小型の器台状製品で，外面に指頭圧痕

中　世　の　遺　跡

図１２６　ＳＸ２出土遺物（�５６９～�５８３土師器），ＳＫ７出土遺物（�５８４～�５８８土師器，�５８９鉄製品）
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図１２７　ＳＤ５１出土遺物（�５９０～�６１９土師器，�６２０灰釉系陶器天目），ＳＡ１柱穴埋土出土遺物
（�６２１～�６２３土師器），ＳＡ２柱穴埋土出土遺物（�６２４～�６２８土師器），ＳＡ３柱穴埋
土出土遺物（�６２９～�６３８土師器），ＳＡ４柱穴埋土出土遺物（�６３９～�６４３土師器）
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列がめぐっている。�７３０は非常に厚手の皿状土製品。内面には指頭圧痕が著しく，外面

は箆削り。砂粒を多く含む胎土で，質感は瓦に近い。これら２点はいずれも用途不明であ

る。土師器以外では，下層と同様に瓦質の風炉や火鉢とみられるものは多い。古瀬戸は量

的には減少し，椀皿類が目立たなくなる。すり鉢では備前以外に信楽とみられるものが増

え（�７５３・�７５４・�７５７），最上層出土品では多条のおろし目を持つものがあらわれる。

信楽では帯状に肥厚する大甕の口縁部も出土している（�７４６）。以上のほか，瓦や陶片を

打ち欠いた円盤や砥石，鉄製品は上下層を通じて多数出土しており，�７５８以下にその一部

を示した。

中　世　の　遺　跡

図１２８　ＳＤ１０６Ｎ下層出土遺物�（�６４４～�６６２土師器，�６６３～�６６８瓦器）



１８０

京都大学吉田南構内ＡＲ２４区の発掘調査

図１２９　ＳＤ１０６Ｎ下層出土遺物�（�６７８山茶碗，�６６９・�６７０・�６７３～�６７７古瀬戸，�６７１・�
６７２天目，�６７９・�６８０常滑，�６８１～�６８４白磁，�６８５～�６８７青磁）
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中　世　の　遺　跡

図１３０　ＳＤ１０６Ｎ下層出土遺物�（�６８８・�６９３～�６９５常滑，�６８９～�６９２・�６９６備前，�６９７
石鍋，�６９８石硯）



　ＳＤ１０６Ｎ中層出土の動物骨（図版３２－３）　 　埋土の中位から整理箱で５箱分が出土し

ている。西壁付近と中央付近で比較的まとまっていたが，骨格の全体を保つ状況にはな

い。比較的残りの良いものについて，菊池大樹氏（大学院人間環境学研究科博士課程）に

依頼して種類の同定をおこなったところ，ウシ上腕骨（左）２点，同（右）２点，ウシ中

足骨（左）１点，ウマ大腿骨（左）１点，ウシ下顎骨（左）３点（Ｍ１－Ｍ３，Ｍ２，Ｍ３
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図１３１　ＳＤ１０６Ｎ上層出土遺物�（�６９９～�７３０土師器，�７３１～�７３４瓦器）
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図１３２　ＳＤ１０６Ｎ上層出土遺物�（�７３５・�７３６古瀬戸，�７３７天目，�７３８山茶碗，�７３９～�７４２
青磁，�７４３・�７４４白磁，�７４５青花，�７４８・�７５０・�７５１常滑，�７４７・�７５２備前，�
７４６・�７５３・�７５４・�７５７信楽，�７５５・�７５６須恵器）



各１点），ウシないしウマの下顎骨（左）１点（Ｍ１－Ｍ３），という結果であった。最低

個体数では，ウマ１頭，ウシ２頭，ウシないしウマ１頭となる。このほか頭蓋骨，肩胛骨，

腰椎等とみられる断片が多数採取されており，また顕著な切断痕をもつものもみられない

ので，解体後の断片としての廃棄ではなかった可能性が高い。埋積後の移動や攪拌の結果

が散在する状態につながったのであろう。なお，採取資料の限りではウシ・ウマ以外のも

のは含まれない。他の比較材料に乏しいが，とくにウシの比重が高い様相は，調査区の空

間の特異さを反映するものかもしれない。

　茶褐色土・茶褐色土高まり出土遺物　　茶褐色土出土品は特異な遺物を抽出した。�７７６

は回転台成形による土師器椀で，淡褐色を呈する精良な胎土。回転台土師器は，本部構内

中央の２７１地点周辺で多くみつかるが，産地の特定はされていない〔千葉２００３　pp.１０８-

１１２〕。本例は底部が回転糸切りでなく回転箆削りである点が，既出品と異なる。�７７７は，

「九」の刻書がある陶器壺胴部上半の破片。赤褐色を呈し，備前産とみられる。

　�７８４～�７９５は調査区東南部の茶褐色土高まり部分からの出土品。茶褐色土が連続して

おり層位としては同一層準ととらえられるが，中世末期～近世初頭前後とみられる遺物が

出土するなど，様相が若干異なる。�７９０は志野とみられる白色の厚い釉のかかる陶片，�
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図１３３　ＳＤ１０６Ｎ上層出土遺物�（�７５８～�７６２瓦製円盤，�７６３～�７６５砥石，�７６６・�７６７鉄製品）
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７９１は肥前系とみられ，赤褐色の胎土で淡黄緑色の釉がかかるとともに，濃紺の放射状のモ

チーフが描かれる。�７９２は備前とみられる小型で薄手のすり鉢片。�７９３は管状土錘。�

７９４は丸みを帯びた黒色の円形石製品で，碁石とみられる。�７９５は，丸みを帯びた頂部が

ふたつ連なり，それぞれに右巴文が陽刻された青銅製品。内面側に短い突起があり，鋲状

の飾金具であったと思われる。

　出土銭貨　　今回出土した中世に関連する銭貨は１１点。うち北宋銭が９点で，ＳＫ２６周

辺の茶褐色土や黒褐色土上層中から６点，ＳＤ１０６埋土中から２点，柵ＳＡ４柱穴埋土から

１点。残り２点は明銭の永楽通宝（１４０８年初鋳）で，瓦溜ＳＸ２と柵ＳＡ３柱穴埋土から

出土している。

中　世　の　遺　跡

図１３４　茶褐色土出土遺物（�７６８～�７７６土師器，�７７７備前，�７７８青磁，�７７９～�７８３白磁），茶
褐色土高まり出土遺物（�７８４～�７８９土師器，�７９０志野，�７９１肥前系？，�７９２備前，�
７９３土錘，�７９４黒碁石，�７９５青銅製品）　 �７９５のみ縮尺１/２



　７　古代・中世の瓦

　古代・中世の瓦類は，本調査区全体よりかなりの量が出土している。また出土状況的に

も，良好な一括資料となりうるものが多い。

　本節では，出土瓦についてまとめて報告する。軒瓦の分類に際しては，本調査区の東隣

であるＡＲ２５区における分類番号〔伊藤２０００〕に準じ，同笵またはその可能性が高い瓦に

ついては同一の番号を与え，新出の型式については，それに続く番号（軒丸瓦ＫＣＭ２４～

５１，軒平瓦ＫＣＨ３１～６５）を振った。なお分類はできるだけ笵ごとまで細分するよう心が

けたが，巴文軒丸瓦および剣頭文軒平瓦の一部に関しては，特徴からの大別にとどめざる

をえなかった。また記述の順序については，蓮華文・唐草文系瓦を先に，巴文・剣頭文系

瓦および，あきらかに鎌倉期に下る唐草文系瓦を後に述べていくことにする。したがって

分類番号がやや前後するが，了承願いたい。

　�　軒　丸　瓦（図版５４・５５，図１３５～１３９，表９）

　文様不明の８７点を含む総計４５３点が出土，４７種に分類した。以下，型式別に説明する。

　ＫＣＭ６（�７９６）　 　複弁蓮華文軒丸瓦。間弁の意匠が棒状になり，花弁との区別が

不明瞭な瓦である。弁数はおそらく六弁であろう。黄灰色を呈し焼成は軟質。『平安京古

瓦図録』の１６０番（以下「平古１６０」のように略記）と同笵と思われ，同書の編年による平

安中期�期（１１世紀第２四半期頃）の瓦と考えられる。

　ＫＣＭ１１（�７９８）　 　単弁六弁蓮華文軒丸瓦。意匠のすべてを幅広の突線で描出する。

花弁は幅広で間弁をもたず，子葉は短い直線で表現する。黄灰色を呈し焼成は軟質。平古

２２６と同笵で，尊勝寺や鳥羽離宮にも同笵瓦が存在する。後期�期（１１世紀第４四半期～１２

世紀半ば頃）の瓦とされる。

　ＫＣＭ１２（�７９７）　 　ＫＣＭ１１と同様，文様を太い突線で描出するが，こちらは外区に

珠文帯をもつ。淡灰色を呈し焼成は堅緻。平古２２５と同文であり，栗栖野瓦窯に同笵品が

存在することから，１２世紀前半頃の瓦であろう。

　ＫＣＭ１４（�７９９）　 　複弁六弁蓮華文軒丸瓦。大きな中房の中に１＋６のおおぶりの

蓮子を配す。中房の大きさに比して花弁と間弁は短く，細い突線で単純に表現される。外

区には珠文帯をもつ。瓦当の形状は楕円形を呈し，中央に大きな笵傷がみられる。褐灰色

を呈し焼成は軟質。平古２１８と同笵であり，六勝寺や鳥羽離宮など同文例は数多い。これ

も１２世紀前半における栗栖野瓦屋産の瓦と考えられる。病院構内ＡＥ１５区でも同笵品が出
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古代・中世の瓦

表９　軒丸瓦の遺構別出土点数

計包含層他遺構SD１０６SX２SD５１SK４-６・
SK１１SD８６SX１１SK２５SK２４SK２０

２１１ＫＣＭ６

２
１
２３
４
１８
１６
２０
１

４
２
５
５
６
１

１

２

２
３
４

２
２
７
２
７

２
４
１

１

２
２
２

１

１１４

ＫＣＭ１１
ＫＣＭ１２
ＫＣＭ１４
ＫＣＭ１６
ＫＣＭ１７Ａ
ＫＣＭ１７Ｂ
ＫＣＭ１８
ＫＣＭ１９

９
１８
１
５
４
１

４

２

１
１

１

１

１

１
１
１

２
１

２１
１
１

６
４６

ＫＣＭ２４
ＫＣＭ２５
ＫＣＭ２６
ＫＣＭ２７
ＫＣＭ２８
ＫＣＭ２９

４
３
１
１
５
５
１
１
１
１

１

１
３

１

２
２

１

１
１

１

１

２
１

１
１

１
１

ＫＣＭ３０
ＫＣＭ３１
ＫＣＭ３２
ＫＣＭ３３
ＫＣＭ３４
ＫＣＭ３５
ＫＣＭ３６
ＫＣＭ３７
ＫＣＭ３８
ＫＣＭ３９

１
２
１
２
１
１
１
４
６
１

１

１
１３

１
１
１
２

２
２

１

１

１
１

１

ＫＣＭ４０
ＫＣＭ４１
ＫＣＭ４２
ＫＣＭ４３
ＫＣＭ４４
ＫＣＭ４５
ＫＣＭ４６
ＫＣＭ４７
ＫＣＭ４８
ＫＣＭ４９

３３ＫＣＭ５０

９
３
１０
５
４４
５
３
６７
４３
５

３
２
２
１
１１
２

１５

２

１

１

９
２
１
６
１
１

２

２

１２

９
２
１

１
１
３
３
６
１
２
９

１

２

１
１
６

２７
４０

１

１

ＫＣＭ２１Ａ
ＫＣＭ２１Ｂ
ＫＣＭ２２Ａａ
ＫＣＭ２２Ａｂ
ＫＣＭ２２Ｂａ
ＫＣＭ２２Ｂｂ
ＫＣＭ２２Ｃａ
ＫＣＭ２２Ｃｃ
ＫＣＭ２２Ｄｂ
ＫＣＭ２２Ｄｄ

１１ＫＣＭ５１
２３
６４

７
２０

２
１２

５
１３

３
１１

１
８

２３不明蓮華
不明巴

４５３１０４６２８０５３９６２８１２６５０７計



土している〔京大埋文研１９８１ａ〕。

　ＫＣＭ１６（�８０１）　 　単弁十弁蓮華文軒丸瓦。間弁をもたず，陰刻の蓮弁外縁で代用

する。外区には珠文帯をもつが，半分だけしか珠文が施されていないかもしくは描出が浅

い。瓦当形状は楕円形。淡灰色を呈し焼成は軟質。南ノ庄田瓦窯で同笵品が出土してお

り，１２世紀前半の栗栖野瓦屋産の瓦である。

　ＫＣＭ１７Ａ（�８０２）　 　単弁六弁蓮華文軒丸瓦。太い突線で文様を描出する。中房は

やや凸状になり，また花弁内には棒状の子葉が表現される。楕円形瓦当の瓦である。黄灰

色を呈し，焼成は軟質。栗栖野瓦窯，南ノ庄田瓦窯に同笵品があり，１２世紀前半の栗栖野

瓦屋産である。

　ＫＣＭ１７Ｂ（�８０３）　 　単弁蓮華文軒丸瓦。意匠は１７Ａに似るが，花弁の一部が乱れ

て＊字状の文様が施される。また子葉はもたない。瓦当形状は楕円形。褐灰色を呈し焼成

は軟質。栗栖野瓦窯に同笵品が存在する。１２世紀前半の瓦であろう。医学部構内ＡＰ１９区

でも同笵と思われる瓦が出土している〔清水・吉野１９８１〕。

　ＫＣＭ１８（�８０４）　 　細弁十八弁蓮華文軒丸瓦。中房はやや凸状で，花弁の外周に一

条の圏線を施す。瓦当形状は楕円形である。瓦当裏面には指押さえの痕跡が残る。黄灰色

を呈し焼成は軟質。仁和寺境内や下鴨神社に同文品が存在する。南ノ庄田瓦窯に同笵品が

あり，１２世紀前半の栗栖野瓦窯産である。

　ＫＣＭ１９（�８００）　 　宝相華文軒丸瓦。文様はかなり硬化している。黄灰色を呈し焼

成は軟質。鳥羽離宮金剛心院で同文の瓦を確認した。また本学本部構内ＡＷ２５区からは同

笵品が出土している〔千葉ほか１９９７〕。

　ＫＣＭ２４（�８０６）　 　複弁八弁蓮華文軒丸瓦。中房内に１＋５の蓮子を配する。子葉

は滴状で中房に付かず，また間弁をもたない。外区は素文のようである。瓦当裏面に布目

痕が残り，横置型一本作りで製作されたことがわかる。丸瓦部には全体に縦方向のケズリ

調整が施される。黄灰色を呈し焼成は軟質。平古１１７と同笵で，中期�期（１０世紀後半～１１

世紀初頭頃）頃の瓦であろう。

　ＫＣＭ２５（�８０５）　 　単弁八弁蓮華文軒丸瓦。中房内に１＋４の小さな蓮子を配す。

花弁は角張って表現され，弁端まで続く稜が描出される。間弁はない。外区は小さな珠文

帯であるが，珠文は内区圏線に接している。これも瓦当裏面に布目が確認され，横置型一

本作りで製作された瓦である。橙色～茶白色を呈し焼成は軟質。文様の類例は確認しえな

かったが，中期�期あたりの瓦であろう。
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古代・中世の瓦

図１３５　軒丸瓦�（�７９６～�８０６）



　ＫＣＭ２６（�８０７）　 　単弁蓮華文軒丸瓦。中房は大きく，花弁は楕円形を呈する。瓦

当裏面に布目痕を残す，横置型一本作りの瓦である。淡灰色を呈し焼成は軟質。平古１３５

と同笵または同文であり，中期�期の池田瓦窯の製品と思われる。

　ＫＣＭ２７（�８０８）　 　単弁五弁蓮華文軒丸瓦。文様意匠はＫＣＭ２６に似る。中房内に

１個の蓮子を配し，花弁は幅広で扁平である。暗灰色を呈し焼成は軟質。瓦当裏面に布目

痕を残す，横置型一本作りの瓦である。平古１３４と同笵と思われる。池田瓦窯で同笵瓦が

確認されており〔前田１９９４〕，中期�期の瓦とされる。

　ＫＣＭ２８（�８０９）　 　単弁蓮華文軒丸瓦。花弁はやや細く，子葉は大きめである。外

区に珠文帯をもつ。瓦当部のみ残存しており，裏面の状況は不明である。暗灰色を呈し焼

成は軟質。平古１０５と同文であり，中期�期の池田瓦窯産の瓦であろうか。

　ＫＣＭ２９（�８１０）　 　単弁八弁蓮華文軒丸瓦。花弁の表現はＫＣＭ２８に似るが，こち

らは間弁をもつ。外区には珠文を施す。丸瓦の接合痕が残る。橙褐色を呈し焼成は堅緻。

平古９７と同笵であり，中期�期の森ヶ東町瓦窯産と考えられる。

　ＫＣＭ３０（�８１１）　 　単弁八弁蓮華文軒丸瓦。中房は花菱形の特殊な形であり，その

中に１＋４の蓮子を配し，蓮子間は突線で連結する。花弁は宝相華風で，細線で縁取りさ

れる。外区珠文帯をもつが，外縁はない。黒灰色を呈し焼成は軟質。平古２０８と同笵であ

り，法成寺・広隆寺・南滋賀町廃寺などに同笵または同文例がある。後期�期（１１世紀第

３四半期頃）の森ヶ東町瓦窯産と思われる。

　ＫＣＭ３１（�８１２）　 　複弁八弁蓮華文軒丸瓦。蓮子は１＋６。花弁はやや膨らみをも

ち，外縁には珠文帯が巡る。瓦当裏面は指押さえ調整している。黄灰色を呈し焼成は軟質。

　ＫＣＭ３２（�８１３）　 　ほとんど中房部分のみが残存するが，わずかに残る花弁基部か

ら，単弁蓮華文であることがわかる。蓮子は１＋８である。灰色を呈し焼成は堅緻。

　ＫＣＭ３３（�８１４）　 　単弁蓮華文軒丸瓦。おそらく八弁であろう。撥状の花弁の中に

子葉を配す。外区は珠文帯を巡らすが，内区との界線はもたない。暗灰色を呈し焼成は堅緻。

　ＫＣＭ３４（�８１５）　 　複弁五弁蓮華文軒丸瓦。文様意匠はＫＣＭ１４と類似する。蓮子

は１＋４で，瓦当中央に大きな笵傷をもつ。瓦当は楕円形を呈する。黒褐色を呈し焼成は

軟質。１２世紀前半の栗栖野瓦屋の製品であろう。

　ＫＣＭ３５（�８１６）　 　複弁八弁蓮華文軒丸瓦。これもＫＣＭ１４と類似した文様だが，

蓮子が１＋８で棒状間弁をもたない。瓦当形状は楕円形である。黒褐色を呈し焼成は軟

質。１２世紀前半の栗栖野瓦屋の製品であろう。
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古代・中世の瓦

図１３６　軒丸瓦�（�８０７～�８２６）



　ＫＣＭ３６（�８１７）　 　これも基本的な意匠はＫＣＭ１４と同一だが，こちらは花弁の弁

端が尖り，三角形状になっている。単弁か複弁かはさだかではない。瓦当は楕円形。淡灰

茶色を呈し焼成は軟質。１２世紀前半の栗栖野瓦屋の製品であろう。

　ＫＣＭ３７（�８１９）　 　単弁蓮華文軒丸瓦。文様意匠はＫＣＭ１６に似るが，花弁が凸に

あらわされ，子葉を表現しない。瓦当形状は楕円形である。後期�期頃の瓦であろう。農

学部構内ＢＧ３６区において，同笵または同文の瓦が出土している〔京大埋文研１９７８〕。

　ＫＣＭ３８（�８１８）　 　単弁八弁蓮華文軒丸瓦。中房は突出し，花弁および子葉は丸み

をもって表現される。また，花弁は上下二重に重弁状に配している。楕円形瓦当で，瓦当

裏面は指押さえで調整される。灰色を呈し焼成は軟質。後期�期頃の瓦であろう。

　ＫＣＭ３９（�８２０）　 　宝相華文軒丸瓦。外区に唐草文を巡らせる。瓦当裏面は指押さ

えで調整する。黒灰色を呈し焼成は軟質。南ノ庄田瓦窯に同文品があり，１２世紀前半の栗

栖野瓦屋産と思われる。

　ＫＣＭ４０（�８２１）　 　蓮華文軒丸瓦。花弁内にＹ字状の文様を施しており，その表現

の意図が単弁か複弁かはよくわからない。

　ＫＣＭ４１（�８２２）　 　複弁蓮華文軒丸瓦。花弁および間弁がやや撥状を呈する。外区

には珠文帯をもつ。灰色を呈し焼成は軟質。

　ＫＣＭ４２（�８２４）　 　複弁と単弁を交互に配した蓮華文軒丸瓦。外区は小さな珠文を

疎に配す。灰色を呈し焼成は堅緻。尊勝寺に同笵瓦が存在する。

　ＫＣＭ４３（�８２３）　 　細弁蓮華文軒丸瓦。中房は突出し，やや隙間をおいて細い花弁

と棒状子葉をあらわす。縦方向の木目がみられる。黒灰色を呈し焼成は堅緻。

　ＫＣＭ４４（�８２５）　 　蓮華文軒丸瓦。ほとんど中房のみだが，蓮子を竹管文状にあら

わすのが特徴的である。黄灰色を呈し焼成は軟質。

　ＫＣＭ４５（�８２６）　 　単弁蓮華文軒丸瓦。花弁の弁端に切れ込みをもつ。黒灰色を呈

し焼成は軟質。花弁の表現は平古２０１などに似る。

　ＫＣＭ４６（�８２７）　 　単弁八弁蓮華文軒丸瓦。花弁は幅広で外区には珠文帯を密に巡

らせる。淡黄褐色を呈し焼成は堅緻。

　ＫＣＭ４７（�８２８）　 　複弁六弁蓮華文軒丸瓦。蓮子は１＋４。花弁は宝相華状で，小

さな子葉を根元に２個配する。間弁はもたず，外区に珠文帯を巡らせる。灰茶色を呈し焼

成は堅緻。

　ＫＣＭ４８（�８２９）　 　複弁八弁蓮華文軒丸瓦。中房には卍または十字文を施す。外区
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古代・中世の瓦

図１３７　軒丸瓦�（�８２７～�８３８）



の珠文は杏仁状である。黒灰色を呈し焼成は軟質。常盤仲ノ町集落跡などで同笵または同

文瓦の出土がみられる。後期�期（１２世紀後半頃）の瓦である。

　ＫＣＭ４９（�８３０）　 　単弁八弁蓮華文軒丸瓦。文様構成はＫＣＭ４８とおなじだが，文

様部分が小さい。黒褐色を呈し焼成は軟質。平古２３２と同笵と思われ，おなじく後期�期

の瓦である。

　ＫＣＭ５０（�８３１）　 　蓮華文軒丸瓦。内区文様が摩滅しており，詳細がよくわからな

い。単弁八弁であろうか。意匠はＫＣＭ４８と同様であるが，こちらは外区の珠文が通常の

円形である。黒灰色を呈し焼成は軟質。おなじく後期�期に比定できよう。

　ＫＣＭ２１Ａ（�８３２）　 　これ以降は巴文軒丸瓦。ＫＣＭ２１として，外区に珠文帯以外

の文様を施す一群をあつめた。２１Ａは外区に唐草文をもつもの。内区は左回りの三巴文。

瓦当側面に縄叩きを施し，瓦当裏面は指押さえで調整する。黄白色を呈し焼成は軟質。

　ＫＣＭ２１Ｂ（�８３３）　 　外区珠文帯のさらに外側に，複弁状の意匠をもつ軒丸瓦。内

区は陰刻の左回り三巴文。瓦当下端に縄叩き痕が残る。暗黄灰色を呈し焼成は軟質。

　ＫＣＭ２２（�８３４～�８５１）　 　巴文のほとんどをこの型式にまとめ，以下のように細部

特徴で大別する。したがって，笵の数としてはこれより増える可能性が大きい。黒灰色を

呈し焼成はやや軟質の個体が多いが，Ｃｃのみはあかるい灰色を呈しており，焼成もやや

堅緻な瓦である。

　Ａａ：外区珠文帯をもつ左巴文のうち，圏線をもつもの。通常の三巴文（�８３４）や中

心に点珠をおく三巴文（�８３５），同二巴文（�８３６）を確認した。

　Ａｂ：外区珠文帯をもつ左巴文のうち，圏線をもたないもの。通常の三巴文（�８３８）

と陰刻の二巴文（�８３７）を確認した。

　Ｂａ：外区珠文帯をもつ右巴文のうち，圏線をもつもの。通常の三巴文を少なくとも３

種（�８３９～�８４１）および陰刻三巴文（�８４２），中心に点珠をおく三巴文（�８４３），

二巴文２種（�８４４・�８４５）を確認した。

　Ｂｂ：外区珠文帯を持つ右巴文のうち，圏線をもたないもの。三巴文（�８４６）および，

陰刻に近い二巴文（�８４７）を確認した。

　Ｃａ：外区珠文帯をもたない左巴文のうち，笵が浅く巴文が幅広いもの。

　Ｃｃ：外区珠文帯をもたない左巴文のうち，丸みを帯び尾の長い巴文をあらわすもの。

ＳＤ５１等を中心に多数出土するが，すべて同笵であると思われる。大覚寺御所跡

出土のＤＫＭ１２Ｃときわめて近い文様である。
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図１３８　軒丸瓦�（�８３９～�８４５）



　Ｄｂ：外区珠文帯をもたない右巴文のうち，おおぶりの陰刻三巴文。これもＳＤ５１等を

中心に多数出土するが，すべて同笵であると思われる。

　Ｄｄ：外区珠文帯をもたない右巴文のうち，丸みを帯びたこぶりの巴文をあらわすもの。

　ＫＣＭ５１（�８５２）　 　宝塔文軒丸瓦。外区に珠文帯を巡らす。瓦当裏面は指押さえ調

整をおこなう。橙色を呈し焼成は軟質。和泉系の瓦と思われる。

　�　軒　平　瓦（図版５５・５６，図１４０～１４５，表１０）

　文様不明の５８点を含む総計３９１点が出土，５９種に分類した。以下軒丸瓦同様，型式別に説

明する。

　ＫＣＨ２（�８５４）　 　均整唐草文軒平瓦。ＡＲ２５区の個体は小片で全貌がわからな

かったが，中心飾りとして側視蓮華文を配し，唐草は太く巻きは緩い。外区にはおおぶり

の珠文帯をもつ。顎形状は曲線顎である。灰色を呈し焼成は堅緻。

　ＫＣＨ６（�８５５）　 　均整唐草文軒平瓦。内区文様は内向する「つ」字状の唐草のみ

で構成される。外区には珠文帯をもつ。抉りの緩い曲線顎だが瓦当下部に明瞭な顎面をも

たない。灰白色を呈し焼成は堅緻。

　ＫＣＨ８（�８５３）　 　唐草文軒平瓦。唐草の巻きは強く，細い突線で枝葉を密に表現

している。外区はもたない。青灰色を呈し焼成は堅緻。

　ＫＣＨ１０（�８５６）　 　偏行唐草文軒平瓦。右行する巻きの強い唐草を，太い突線で表

現している。顎形状は曲線顎で，半折り曲げ技法で作られている。黒灰色を呈し焼成は軟

質。平古４６４・４６５と同笵である。栗栖野瓦窯でも同笵瓦が出土しており，１２世紀前葉，中

央官衙系瓦屋第�期の瓦である〔上原１９７８〕。

　ＫＣＨ１２（�８５７・�８５８）　 　均整唐草文軒平瓦。中心飾りとして背向するＣ字文を配

し，唐草は外行し巻きが強い。外区は素文である。顎面および平瓦部には縄叩きが施され，

頸部は強く横撫でされる。淡灰色を呈し焼成は軟質。１２世紀前半の丹波系の瓦である。

　ＫＣＨ１３（�８５９・�８６０）　 　均整唐草文軒平瓦。先の尖った細線で外行する唐草をあ

らわす。瓦当の平瓦部に対する取り付き角度（瓦当角）は鈍角であり，半折り曲げ技法で

作られる。灰白色を呈し焼成は軟質。平古５２５と同笵であり，尊勝寺などや栗栖野瓦窯か

らも同笵瓦が出土している。中央官衙系瓦屋第Ⅳ期（１２世紀中葉）におかれる。

　ＫＣＨ１４（�８６３・�８６４）　 　宝相華文軒平瓦。花弁の小さな宝相華と，その半裁した

ものを交互に配す。�８６４は瓦当右端部だが，こちらは宝相華の間に刻印状の文様が描出

されている。半折り曲げ技法で作られる。暗灰色を呈し焼成は堅緻。栢杜遺跡八角円堂跡

１９６
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１９７

古代・中世の瓦

図１３９　軒丸瓦�（�８４６～�８５２）
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京都大学吉田南構内ＡＲ２４区の発掘調査
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表１０　軒平瓦の遺構別出土点数



１９９

古代・中世の瓦

図１４０　軒平瓦�（�８５３～�８６４）



および，南ノ庄田瓦窯で同笵と思われる瓦が確認されている。ＫＣＨ１３同様，中央官衙系

瓦屋第Ⅳ期あたりの瓦であろう。

　ＫＣＨ１５（�８６１・�８６２）　 　宝相華文軒平瓦。半裁したおおぶりの宝相華文を上下交

互に配す。瓦当角は鈍角で，半折り曲げ技法で作られる。暗灰色を呈し焼成は堅緻。ＫＣ

Ｈ１４同様，栢杜遺跡八角円堂跡で同笵と思われる瓦が確認されており，中央官衙系瓦屋第

Ⅳ期に位置付けられる。

　ＫＣＨ２３（�８６５・�８６６）　 　均整唐草文軒平瓦。中心飾りは逆Ｕ字状であり，そこか

ら肉厚な唐草が緩やかにのびる。顎形状は抉りの浅い曲線顎で，顎面をもつ。灰色を呈し

焼成は軟質である。

　ＫＣＨ２９（�８６７）　 　中心に崩れた唐草文を配し，Ｏ字状の単位文を連ねる軒平瓦。

瓦当角は鈍角で，半折り曲げ技法で作られる。黄灰色を呈し焼成は軟質。栗栖野瓦窯で同

笵品が確認でき，中央官衙系瓦屋第�期の製品であろう。

　ＫＣＨ３１（�８６８）　 　均整唐草文軒平瓦。中心飾りは上向する２個の複線風Ｃ字文で

あり，そこから複線の外行唐草が展開する。外区には珠文帯が巡る。曲線顎でしっかりし

た顎面をもつ。黒褐色を呈し焼成は軟質。『平安京提要』における中期の瓦の３５番に文様が

酷似しており，中期�期頃の池田瓦窯産と思われる。

　ＫＣＨ３２（�８６９）　 　均整唐草文軒平瓦。ＫＣＨ３１とほぼ同一の意匠だが，中心飾り

の向きのみ異なる。曲線顎でしっかりした顎面をもつ。黒灰色を呈し焼成は軟質。これも

中期�期頃の池田瓦窯産であろう。

　ＫＣＨ３３（�８７０）　 　均整唐草文軒平瓦。前２者と同様の複線風唐草であるが，やや

文様退化が進んでいる。曲線顎でしっかりした顎面をもつ。黒褐色を呈し焼成は軟質。中

期�期の池田瓦窯産か。

　ＫＣＨ３４（�８７１）　 　均整唐草文軒平瓦。四葉状の中心飾りから，肉厚の唐草が外行

する。外区には小さな珠文が巡る。顎形状は直線顎に近い曲線顎である。黄灰色を呈し焼

成は軟質。平古３８３に酷似しており，中期�期頃の池田瓦窯産と思われる。

　ＫＣＨ３５（�８７２）　 　唐草文軒平瓦の小片。黒褐色を呈し焼成は軟質。平古３８４・３８５と

同文品の一部と思われ，中期�期の瓦であろう。

　ＫＣＨ３６（�８７３）　 　均整唐草文軒平瓦。かなり崩れた太い唐草を描出する。外区に

は珠文帯をもつ。顎形状は直線顎に近い曲線顎。黄灰色を呈し焼成は軟質。平安中期の瓦

であろう。
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２０１

古代・中世の瓦

図１４１　軒平瓦�（�８６５～�８７９）



　ＫＣＨ３７（�８７４）　 　唐草文軒平瓦。２本組の唐草文と，外区に珠文帯がみられる。

曲線顎でしっかりした顎面をもつ。黄白色で焼成は軟質。平安中期の瓦か。

　ＫＣＨ３８（�８７５）　 　文様は不鮮明だが，唐草文の一部であろう。黄白色を呈し焼成

は軟質。瓦当下部および平瓦部に縄叩き痕がみられ，頸部を強い指撫で調整していること

から，１２世紀前半頃の丹波系瓦であると思われる。

　ＫＣＨ３９（�８７６・�８７７）　 　均整唐草文軒平瓦。内向する「つ」字状の複線風唐草を

描出する。外区には珠文帯が巡る。曲線顎で，瓦当下部はやや斜めに面取りする。灰色を

呈し焼成は堅緻。平古４６７と同笵と思われ，後期�期頃の瓦である。讃岐系の瓦であろうか。

　ＫＣＨ４０（�８８０）　 　均整唐草文軒平瓦。ＫＣＨ１０に意匠は似るが，こちらは左右に

大きな葉状の文様をもち，そこから太く巻きの強い唐草が内行している。顎形状は曲線顎

だが，顎面の作り出しや凸面調整は雑である。乳白色を呈し焼成は軟質。上原氏による

と，ＫＣＨ１０や後出のＫＣＨ４１～４４などを含めたこの種の文様のうち，均整唐草文は中央

官衙系瓦屋第�期（１１世紀後半）に遡るとされる〔上原１９７８〕。

　ＫＣＨ４１（�８８１）　 　唐草文軒丸瓦。残存部は左行する巻きの強い唐草が描出される。

顎形状は曲線顎。黄灰色を呈し焼成は軟質。平古４６１に似る。中央官衙系瓦屋第�期頃と

思われる。

　ＫＣＨ４２（�８８２）　 　これも同一意匠の唐草文軒平瓦。顎形状は曲線顎であろうか。

褐灰色を呈し焼成は軟質。文様は平古４６２に近く，中央官衙系瓦屋第�～�期の瓦であろう。

　ＫＣＨ４３（�８８３）　 　右行する偏行唐草文軒平瓦。顎部は半折り曲げ技法で作られる。

黒灰色を呈し焼成は軟質。平古４６３と同笵であり，中央官衙系瓦屋第�期の瓦である。

　ＫＣＨ４４（�８８４）　 　唐草文軒平瓦。同系の文様をもつＫＣＨ４０～４３に比してやや線

が繊細である。顎形状は曲線顎であろうか。暗灰色を呈し焼成は軟質。中央官衙系瓦屋第

�～�期の瓦であろう。

　ＫＣＨ４５（�８７８）　 　唐草文軒平瓦。肉厚で短い唐草を配す。頸部に曲げジワをもつ。

暗灰色を呈し焼成は軟質。

　ＫＣＨ４６（�８８５）　 　唐草文軒平瓦。残存部には右行する巻きの強い唐草文で，先端

が三叉状になる。顎面に横縄叩きが，頸部から平瓦部にかけては縦縄叩きが施される。灰

色を呈し焼成は軟質。尊勝寺に同文品が存在する。１２世紀前半の丹波系瓦と思われる。

　ＫＣＨ４７（�８７９）　 　蓮華文軒平瓦。内区に蓮弁状の文様を並べて配す。瓦当角は鈍

角で，半折り曲げ技法で作られる。黄灰色を呈し焼成は軟質。平古５１９と同文である。

２０２
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２０３

古代・中世の瓦

図１４２　軒平瓦�（�８８０～�８９５）



　ＫＣＨ４８（�８８６）　 　宝相華文軒平瓦。ＫＣＨ１４と酷似するが，文様の細部が異なっ

ており，異笵と思われる。瓦当角は鈍角で，半折り曲げ技法で作られる。青灰色を呈し焼

成は堅緻。中央官衙系瓦屋第Ⅳ期の瓦と思われる。

　ＫＣＨ４９（�８８７）　 　宝相華文軒平瓦の右端と思われる。瓦当角は鈍角だが，顎形状

は抉りの弱い曲線顎であり，ＫＣＨ４８など中央官衙系瓦屋の製品とは異なる。灰色を呈し

焼成は堅緻。平古５３９と同笵または同文の瓦で，１２世紀代の播磨系瓦と思われる。

　ＫＣＨ５０（�８９１）　 　唐草文軒平瓦。細い唐草が密に展開し，唐草の先端は珠点状に

なる。瓦当角は鈍角。黄灰色を呈し焼成は堅緻。平古４９９と同文異笵であり，後期�期の

瓦と考えられる。

　ＫＣＨ５１（�８９２）　 　唐草文軒平瓦。ＫＣＨ５０と同系統の文様であるが，こちらは唐草

が内行している。瓦当角は鈍角。黄灰色を呈し焼成は堅緻。これも後期�期の瓦であろう。

　ＫＣＨ５２（�８９３）　 　唐草文軒平瓦。小片のため詳細は不明。外区に珠文帯をもつ。

黄白色を呈し焼成は軟質。

　ＫＣＨ５３（�８９０）　 　左行する偏行唐草文軒平瓦。暗黄灰色を呈し焼成は軟質。完成

した段階の折り曲げ技法であり，中央官衙系瓦屋第Ⅴ期の製品であろう。

　ＫＣＨ５４（�８８９）　 　唐草文軒丸瓦。小片につき詳細不明。橙褐色を呈し焼成は堅緻。

　ＫＣＨ５５（�８８８）　 　唐草文軒平瓦。小片だが，上下に展開する巻きの強い唐草が描

かれる。淡茶褐色を呈し焼成は堅緻。

　ＫＣＨ５６（�８９４）　 　文様の詳細は不明。瓦当角は鈍角である。暗灰色を呈し焼成は

堅緻。瓦当形状からは，中央官衙系瓦屋第Ⅳ期頃の瓦と考えられる。

　ＫＣＨ５７（�８９５）　 　唐草文軒平瓦。淡茶褐色を呈し焼成は軟質。本部構内ＡＷ２５区

やＡＸ２５・ＡＸ２６区の瓦と同文であろう〔千葉ほか１９９７，古賀１９９９〕。

　ＫＣＨ１６（�９０２）　 　均整唐草文軒平瓦。細く短い唐草文が上下から左右に開く。黄

褐色を呈し焼成は軟質。平古５２２と同文であり，常盤仲ノ町集落跡や法住寺殿，東福寺から

も同文瓦が出土している。１３世紀代の瓦であろう。本部構内ＡＸ２５・ＡＸ２６区やＡＸ２８区，

医学部構内ＡＮ２０区などにも同文の瓦がみられる〔古賀１９９９，五十川１９８３，五十川ほか

２０００〕。

　ＫＣＨ２５（�９２０・�９２１）　 　均整唐草文軒平瓦。唐草の形状から２種に分けた。唐草

は単純化されており，Ａは三葉状の中心飾りをもつ。瓦当貼り付け式で作られており，１４

世紀代の瓦であろう。
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古代・中世の瓦

図１４３　軒平瓦�（�８９６～�９１４）



　ＫＣＨ２６（�９１２・�９１３）　 　連珠文軒平瓦。珠文の大きさで２種に分けた。両者とも

顎貼り付け式のようである。１３世紀の和泉産の瓦であろうか。

　ＫＣＨ２７（�８９６）　 　連巴文軒平瓦。左右に２単位の巴文を配し，中心にはトンボ形

を呈する中心飾りをもつ。瓦当角は鈍角である。灰色を呈し焼成は堅緻。栢森神社八角円

堂跡から同笵と思われる瓦が出土している。中央官衙系瓦屋第Ⅳ期頃の瓦であろう。

　ＫＣＨ２８（�８９７）　 　連巴文軒平瓦。こちらは左半に３単位の巴文を配しており，中

心飾りはもたないものと思われる。瓦当角は鈍角。黄灰色を呈し焼成は軟質。栗栖野瓦窯

で同笵または同文の瓦が確認されており，中央官衙系瓦屋第Ⅳ期頃の瓦であろう。

　ＫＣＨ３０（�８９８～�９０１・�９０３～�９１１・�９１５～�９１９）　 　剣頭文軒平瓦をこの型式

にまとめた。ＡＲ２５区における分類基準に準じ，以下のように主として剣頭の特徴により

大別した。Ｊ以降はＡＲ２５区では出土しなかった型式である。軒丸瓦ＫＣＭ２２型式と同様，

黒灰色を呈し焼成はやや軟質の個体が多いが，Ｈａのみは明灰色で堅緻な焼成の瓦である。

　Ａ：中心飾りに巴文を置き，左右に剣頭文を配す。巴文の巻きなど文様の細部からａ～

ｃの３型式に細分した。完成した段階の折り曲げ技法である。栗栖野瓦窯などで同

文品が出土しており，中央官衙系瓦屋第Ⅴ期頃の瓦であろう。

　Ｂ：剣頭内部の子葉が３本になるもの。

　Ｃ：彫りの深いおおぶりな剣頭文のうち，子葉が太いもの。

　Ｄ：同じくおおぶりな剣頭文で，剣頭の幅が広く子葉が細いもの。Ｃ・Ｄとも瓦当上端

を強く面取りしている。顎頸部は多くが横撫で調整されており，曲げジワを残さな

い。これらの瓦を含め，以下の瓦はやや時期差をもちつつも，いずれも大覚寺御所

跡第�期瓦群と同時期の範疇に入る瓦と思われる。１３世紀第４四半期あたりの瓦と

いうことになる。

　Ｆ：ややこぶりで縦長の剣頭文。図示した個体はＣ・Ｄ同様瓦当上端の面取りがしっか

りしたものであるが，面取りがやや弱い個体も含む。

　Ｇ：やや縦長の剣頭で，笵が浅いもの。多くは瓦当上端の面取りが弱く，また顎頸部の

曲げジワを残さない。

　Ｈ：６つの彫りが深い剣頭を配する。本調査区の中世瓦の主体をなす瓦で，とくにＳＤ

５１から完形品を含め多数が出土している。瓦当上端は強く面取りするが，顎頸部に

は綺麗に横撫で調整を施し，曲げジワを残さない。

Ｈａは子葉が太いもので，大覚寺御所跡ＤＫＨ１４Ｅと同笵の可能性がある。Ｈｂは
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図１４４　軒平瓦�（�９１５～�９１７）



子葉が細いもので，大覚寺御所跡ＤＫＨ１４Ｇと同笵の可能性がある。この２型式が

ＳＤ５１の主体であり，両型式それぞれ，出土した個体はすべて同笵と思われる。Ｈ

ｃはこぶりの剣頭文で子葉が楔状のもの。これのみは瓦当上端の面取りも浅く，や

や時期が降るものであろう。Ｈｄは子葉が太い剣頭文だが，左右の剣頭がやや崩れ

たものである。

　Ｊ：中心に 字状の飾りをもつ剣頭文軒平瓦。常盤仲ノ町集落跡で同文瓦が出土してお

り，瓦当部に布目が残る点からも，ＫＣＨ３０の他種に比してやや時期が遡るもので

あろう。

　Ｋ：子葉をもたない剣頭文。瓦当角が鈍角を呈し，また曲げジワを明瞭に残す点などか

ら，これもやや時期が遡るものであろうか。

　ＫＣＨ６５（�９１４）　 　均整唐草文軒平瓦。文様は弱々しく退化しきっている。折り曲

げ技法で作られている。瓦当面にも布目が残り，また顎頸部は横撫で調整を施している。

前述の剣頭文の瓦群と年代的には変わらないであろう。医学部構内ＡＯ１７区〔伊藤２００３〕，

ＡＯ１８区〔梶原２００３〕から同笵瓦が出土している。

　�　丸瓦・平瓦・熨斗瓦（図版５６，図１４６～１４９）

　丸瓦・平瓦・熨斗瓦に関しては，詳細な型式分類にはいたっておらず，代表的なものを

図示するにとどめる。

　�９２２は凸面に撚りの太い縦縄叩きを施す丸瓦。凹面には糸切痕が残る。厚手で軟質の

瓦で，平安期のものであろう。

　�９２３は完形品の丸瓦。長さは３４�。凸面の縦縄叩きは細い。縄叩き後に弱い撫で調整

で叩き目を擦り消している。凹面は布目と糸切痕。厚手で軟質の瓦で，これも平安期のも

のであろう。

　�９２４は凸面に太い縦縄叩きを施す平瓦。ほぼ完形品で，全長３３�。凹面は布目と糸切

痕。厚手で軟質の瓦で，平安期のものであろう。

　�９２５は狭端面に布目が回り込む平瓦。凸面は丁寧な削り調整で，凹面には布目が残る。

軒平瓦の狭端部の可能性がある。厚手で軟質の瓦で，平安期のものであろう。

　�９２６は凸面に斜格子叩きを施す平瓦。凹面は布目を丁寧に擦り消しており，「大」字の

刻印を打つ。やや薄手で須恵質の瓦であり，１２世紀の播磨系の瓦と考えられる。

　�９２７は鎌倉期の丸瓦。全長２５�。凸面は縦縄叩きを丁寧に撫で消している。凹面は布

目が残る。薄手で外面黒色系の瓦である。
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図１４５　軒平瓦�（�９１８～�９２１）
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図１４６　平安期の丸瓦（�９２２・�９２３）



２１１

古代・中世の瓦

図１４７　平安期の平瓦�（�９２４）
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図１４８　平安期の平瓦�（�９２５・�９２６）
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図１４９　鎌倉期の丸瓦・平瓦（�９２７～�９２９）（隅に振られた数字は表１３に対応）



　�９２８は鎌倉期の平瓦。全長２２．５�。凸面の端部には凹型台の痕跡をとどめる。凹面は

丁寧に縦削りを施す。薄手で外面黒色系の瓦である。

　�９２９は鎌倉期の熨斗瓦。全長１８．４�。薄手で外面黒色系の瓦である。

　�　遺構との対応（図１５０）

　本調査区においては，いくつかの遺構で良好な瓦資料の一括出土をみた。本項では，出

土瓦と遺構との対応関係について述べ，そこから瓦のセット関係を復原していく。

　ある程度まとまった時期の瓦が一括出土した遺構としては，経筒出土地点周辺の土坑Ｓ

Ｋ２０・ＳＫ２４・ＳＫ２５・ＳＸ１１，調査区中央の東西溝ＳＤ８６・８７，調査区西方の落ち込み

ＳＸ４～６・ＳＫ１１，そして調査区南東方のコ字状溝ＳＤ５１がある。

　まずＳＸ１１では，軒丸瓦ＫＣＭ２４と軒平瓦ＫＣＨ２がセットで出土しており，ＫＣＨ２

はＳＫ２４でも確認されている。ＫＣＭ２４は一本作りで作られており，平安中期�期頃の瓦

とされる。
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図１５０　本調査区における軒瓦のセット関係　縮尺１/５



２１５

　ＳＫ２０・ＳＫ２５では，軒丸瓦ＫＣＭ２５が主体となる。ＫＣＭ２５は文様的に他に類例をみ

ない瓦だが，これも一本作りで作られており，中期�期頃の瓦と考えられる。軒平瓦は出

土していないが，同遺構からは中期�期以降と思われる軒丸瓦ＫＣＭ６やＫＣＭ３０も出土

しており，ＫＣＭ２５の年代観もやや下げて考えたほうがよいのかもしれない。

　ＳＤ８６・８７やＳＸ４～６・ＳＸ１１からは，１２世紀前半頃の栗栖野瓦屋産と思われる瓦が

まとまって出土している。とくに多いのがＫＣＭ１４とＫＣＨ１０であり，これがセットにな

るものと思われる。

　ＳＤ５１からは鎌倉期の瓦が大量に出土している。完形のものも多く，きわめて良好な資

料である。軒丸瓦ではＫＣＭ２２Ｃｃ・Ｄｂ型式，軒平瓦ではＫＣＨ３０Ｈａ・Ｈｂ型式が出

土数や完形資料の多さで他を圧倒している。大覚寺御所跡第�期瓦群と同一時期のものと

考えられる。また先述のとおり，軒丸瓦ＫＣＭ２２Ｃｃ型式と軒平瓦ＫＣＨ３０Ｈａ型式は，

光沢をもった明灰色の色調と，堅緻な焼成という点で，他の瓦と異質な特徴をもつことか

ら，この両者がセットになるものと思われる。

　�　箆記号・刻印（図１５１，表１１・１２）

　軒丸瓦・丸瓦の箆記号・刻印　　確認された箆記号はすべて細長いＤ字状の記号であっ

た。この記号を�類とする。記号はすべて玉縁部付近に記されており，玉縁部を上にした

とき右端にくるものを�Ａ類，右端にくるものを�Ｂ類とする。いずれも弧線が外を向い

ており，やや左傾して記される。図中ｃは軒丸瓦の玉縁部付近右端に円形の刻印が打たれ

たもので，１点のみ確認された。

　軒平瓦・平瓦の箆記号　　軒平瓦の平瓦部凸面側に記された箆記号（�類～�類）と，

平瓦（熨斗瓦を含む。以下同じ）の端面に記された箆記号（端�類～端�類）がある。�

類は軒平瓦の顎部付近に横位の細長いＤ字状の記号を記すもの。�類はおなじく顎部付近

に，斜方向の短い直線と，それに被さるように大きな×字を記すもの。�類は顎部付近に

縦方向の２本の直線を記すもの。�類は平瓦部側端付近に斜方向の短い２本の直線を記す

もの。�類は顎部付近の斜方向の短い直線。�類は平瓦部側端付近の小さい×字。本調査

区の多くは�・�類であり，�類以降は各１点ずつの出土である。

　端�類～端Ⅷ類は図１５１のとおり。端�類までが鎌倉期の瓦であり，端�・�類は平安期

の瓦に記された箆記号である。

　平瓦の刻印　　いずれも端面に打たれる。四角に×のものをＡ類，不整円に×のものを

Ｂ類，田字状のものをＣ類，二重円状のものをＤ類，円の中に珠点１個をもつものをＥ類
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とする。

　ＳＤ５１の出土瓦と箆記号・刻印　　先述のとおり，ＳＤ５１では鎌倉期の瓦が一括で出土

している。これらの瓦資料における，瓦の種類や瓦笵と，箆記号および刻印との対応関係

を調べた（表１１・１２）。

　まず軒丸瓦だが，Ｄｂ型式のうち，瓦当部と箆記号部分の双方が残存している１３個体の

すべてが，�Ａ類の箆記号であった。Ｃｃ型式の軒丸瓦は３点中２点が�Ａ類で，１点が刻

印であった。それに対して，完存した丸瓦５点はすべて�Ｂ類の箆記号をもっていた。以

上のようにＳＤ５１出土瓦においては，軒丸瓦と丸瓦で箆記号が分かれることがわかった。

またこの分析で使用した，完形またはそれに近い軒丸瓦・丸瓦の中には，箆記号や刻印を

もたない個体は存在せず，記号率は１００％であったと考えられる。

　次に軒平瓦であるが，Ｈａ型式のうち瓦当部と箆記号部分がともに残存する４点中２点

が箆記号�類，１点が�類，１点は�類と�類の両方が記されていた（�９１６）。それに対し

てＨｂ型式のほうは，６点すべてが�類であった。軒平瓦においては，ほぼ笵ごとに箆記号

が異なっていることがわかる。また軒平瓦も軒丸瓦や丸瓦同様，箆記号をもたない個体は

存在せず，記号率は１００％と考えられる。

　平瓦の刻印はＡ～Ｄの４種計８点みられたが，ＳＤ５１からは箆記号の平瓦は確認されな

かった。完形品の中にも刻印をもたないものが相当数存在しており，平瓦の記号率のみは

１００％ではなかったものと考えられる。

　以上の結果を，大覚寺御所跡第�期瓦群の分析結果と比較してみる。ＳＤ５１と大覚寺に

共通する箆記号としては，軒丸瓦・丸瓦の�Ａ類が大覚寺の�ｂ類に，�Ｂ類が大覚寺の

�ａ類にそれぞれ対応し，また軒平瓦�類は大覚寺の�ｂ類に対応すると思われる。大覚

寺においては，軒丸瓦・丸瓦�ｂ類は，軒丸瓦ＤＫＭ１３Ａ型式にほぼ限定してもちいられ

ており，一方�ａ類は，７点中あきらかに軒丸瓦と組み合うものは存在しない。軒丸瓦には

�Ａ類，丸瓦には�Ｂ類と使い分けるＳＤ５１の状況と，ある程度対応しているといえる。

また大覚寺の軒平瓦�ｂは，２点しか出土しないものの，うち１点はＤＫＨ１４Ｇに記されて

おり，これもＳＤ５１において軒平瓦�類の箆記号が，ＤＫＨ１４Ｇと同笵の可能性のあるＫ

ＣＭ３０Ｈｂ型式のみに記される状況とよく対応している。

　しかしこれらの瓦は，大覚寺ではむしろ客体的な瓦である。かつてＡＲ２５区の調査報告

の中で触れたこととおなじように〔伊藤２０００〕，本調査区ＳＤ５１出土の瓦製作の主体となっ

た工人についても，大覚寺御所跡第�期瓦群を製作した工人とは，やや異なっていたので
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図１５１　箆記号・刻印（ａ：丸瓦ⅠＡ類，ｂ：丸瓦ⅠＢ類，ｃ：丸瓦刻印，ｄ：平瓦�類，ｅ：平
瓦�類，ｆ：平瓦�類，ｇ：平瓦�類，ｈ：平瓦�類，ｉ：平瓦�類，ｊ：平瓦端�類，
ｋ：平瓦端�類，ｌ：平瓦端�類，ｍ：平瓦端�類，ｎ：平瓦端�類，ｏ：平瓦端�類，
ｐ：平瓦刻印Ａ類，ｑ：平瓦刻印Ｂ類，ｒ：平瓦刻印Ｃ類，ｓ：平瓦刻印Ｄ類，ｔ：平瓦
刻印Ｅ類，ｕ：平瓦端�類，ｖ：平瓦端Ⅷ類）　 縮尺１/２



あろう。

　またＳＤ５１の瓦を製作した工人集団の規模について触れておく。軒丸瓦および丸瓦はそ

れぞれ１種類の箆記号が対応しており，各１名の工人が主体的に生産に携わっていたもの

と思われる。軒平瓦においても�類が過半を占めており，多くの瓦は１人の工人の手で作

られたと考えられる。平瓦の刻印はやや種類が多いが，これもＡ類が８点中４点と半数を

占めている。

　以上のことから，これらの瓦を製作した工人集団の規模はそれほど大きくなく，各瓦１

名，計４名程度が基本となっていたことが想起できる。以前，医学部構内ＡＯ１８区のＳＫ

１２における一括資料から復原したものとほぼ同様の状況が，この資料からも導き出すこと

ができる〔梶原２００３〕。

　�　屋根景観の復原（表１３）

　最後に上原氏の分析手法〔上原１９９５・１９９７〕に従い，隅数計測法をもちいて各瓦の枚数

を計算し，これらの瓦が葺かれていた屋根景観の復原をおこなってみたい。

　ただし，とくに平安期の瓦については，数量的に分析に耐えうるとは言い難い資料であ
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表１１　ＳＤ５１における軒丸瓦・丸瓦の箆記号

表１３　遺構出土瓦の隅数計測（隅の番号（１～４）については図１４９参照）

復原数値軒平瓦軒丸瓦平瓦丸瓦

平丸軒平軒丸４３２１２１２・３１・４４３２１

１１

５

１６

７

２

８

０

０

１

６

５

５

－

－

－

－

－

－

０

０

１

０

０

１

６

５

５

６

５

５

２１

２

３３

２０

９

３１

１１

３

１３

１３

３

１２

５

２

８

０

２

８

ＳＫ２０

ＳＫ２５

ＳＸ１１

２２

４０

１４

１２

８

８

６

１９

－

－

－

－

８

８

７

７

６

１８

５

１９

５１

８５

４７

８８

１２

２６

２０

２４

６

１２

５

９

ＳＤ８６・８７

ＳＸ４・５・６ＳＫ１１

５３２４３４６６２６３４３２２５６６６５１０６１０６７５６７２４１８ＳＤ５１

丸瓦刻印丸�Ｂ類丸�Ａ類

１

５

１２

１３

２

１７

軒丸Ｄｂ

軒丸Ｃｃ

丸瓦（完存）

軒丸または丸瓦

１１７３２計

平�類（細）＋�類平�類平�類

１２１

６

１

軒平Ｈａ

軒平Ｈｂ

軒平Ｈｄ

１２８計

表１２　ＳＤ５１における軒平瓦の箆記号
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る。あくまでもそのような傾向がみられるという程度で理解願いたい。

　まず平安中期の瓦の一括資料である，ＳＫ２０・ＳＫ２５・ＳＸ１１の資料についてみていく

（ＳＫ２４は資料数が僅少のため除外）。この時期の資料は量的にやや少ないため，とりあ

えず全体を一括して検討する。表１３の右端の項に計測結果からの復原数値をあらわしてい

るが，ここから軒丸瓦の数量と丸瓦の数量がほぼおなじであり，平瓦はその倍量程度であ

ることがわかる。

　次に平安後期の資料であるＳＤ８６・８７およびＳＸ４～６・ＳＫ１１の資料をみていく。２

者でやや様相が異なっており，ＳＤ８６・８７では軒丸瓦と軒平瓦がほぼ同量であり，丸瓦が

その倍量，平瓦が３倍量程度である。またＳＸ４～６・ＳＫ１１では軒丸瓦が軒平瓦の倍以

上存在し，また軒平瓦が少ない分，平瓦の割合が多くなっている。

　最後に鎌倉期の資料であるＳＤ５１の資料であるが，これも軒丸瓦の数量が軒平瓦の約２

倍となっている。丸瓦は軒丸瓦の３分の１強，平瓦は軒平瓦の１．５倍程度の量である。

　ここにあげたすべての遺構の瓦において，相対的に軒瓦の数量の多さが目立っており，

丸瓦・平瓦の数量が圧倒的になるであろう総瓦葺の屋根は，いずれの時期においても想定

し難い。甍棟かあるいは，築地塀などに葺いた瓦なのであろう。それにしても平瓦の数は

いずれもかなり少なく，上原氏が大覚寺御所跡第�期瓦群から復原したような，棟積みの

かなり低い屋根が想定できる。

　また多くの遺構において，軒丸瓦に対する軒平瓦の少なさが顕著にみられる。平安中期

の諸遺構では軒平瓦がほとんど出土しておらず，特定部位以外には軒平瓦をもちいていな

かった可能性も考えられよう。また平安後期のＳＸ４～６・ＳＫ１１および鎌倉期のＳＤ５１

においては，軒丸瓦が軒平瓦のほぼ倍量という結果となっている。両者がほぼ同数である

ＳＤ８６・８７に比して平瓦の数量が多くなる点からも，築地塀などの片面（おそらく外面）

のみに軒平瓦をもちい，もう一面は平瓦で代用していたとも考えられる。

　しかし上原氏による大覚寺御所跡出土瓦の検討や，医学部構内ＡＯ１７区ＳＥ６〔伊藤

２００３〕，ＡＯ１８区ＳＫ１２〔梶原２００３〕出土瓦の分析などにおいては，このような軒丸瓦と

軒平瓦の出土割合の差は出ていない。軒平瓦のみ他に転用された可能性も考慮しつつ，慎

重に事例を積み重ねていく必要があろう。 

古代・中世の瓦



　８　近世の遺跡

　�　近世の遺構（図版２８，図１５２）

　東西方向にはしる溝と段差，野壺とみられる円形土坑，中世以来存在していた調査区東

南部の長方形の高まり（方形土壇）がある。また，図示していないが，灰褐色土を埋土と

する２０�程度の方形小ピット群が，方形の高まり部分をのぞく全域で密に検出される。従

来より想定されているように，近世後半期の耕作関連，とくに野菜類乾燥のための柵の痕

跡だろう。

　近世Ⅰ期の遺構　　おおむね１８世紀中葉ごろに帰属する遺構。ＳＤ２・ＳＤ４０・ＳＤ４５

は，幅１～１．５�深さ５０�程度の東西溝。淡い茶褐色土を埋土とする。うち，ＳＤ２は断面

Ｖ字形のしっかりとしたもので，下層は近世�期，上層は後述する近世�期の遺物が出土

することから，比較的長期間機能していたものといえる。ＳＤ４０・４５は輪郭や方向がやや

不安定である。ＳＫ８は大型の不定形土坑で，最深で１�あまりに達する。砂の採取にと

もなう掘削であろうか。ＳＥ６・ＳＥ７は径１．５�深さ１�程度の円形土坑。形状から，木

桶を設置した野壺であったとみられる。

　近世Ⅱ期の遺構　　１９世紀前葉～後葉の遺構。ＳＤ４４は不定形な輪郭で東西方向にはし

る浅い溝。近世前半期のＳＤ４０・４５と方向を同じくし，一帯が近世を通じた土地境界で

あった可能性がある。調査区北半には，北から南へ下る段差があり，周囲に東西溝が密に

分布する。段差は茶褐色土を４０�程度削り出すもので，中世期より２�ほど北へ移る。Ｓ

Ｄ３は，段差際を東西にはしる幅５０�深さ３０�程度の明確な溝で，多くの遺物が出土して

いる。そのほかの溝は幅２０～３０�程度と浅く，耕作に伴うものとみられる。ＳＥ２は漆喰

製の野壺。ほか野壺の可能性がある円形の土坑が若干確認されているが，漆喰の痕跡はな

い（ＳＰ１・ＳＥ３・ＳＥ４・ＳＰ３５・ＳＥ８）。

　方形土壇　　調査区の東南部に，南北６�×東西１０�周囲との比高差３０�程度の長方形

の基壇状高まりがある。旧地形でも微高地であった一帯に，中世の終わりごろには形成さ

れていたものとみられ，厚く中世遺物包含層が堆積する（茶褐色土高まりとして既述）。近

世の堆積層は削平されており，この部分のみ表土直下で茶褐色土上面が露出する。本来は

さらに比高差がある高まりであったと思われる。１９９７年に行われた築山整備において多数

の近世遺物が採集されており〔伊藤２００２〕，発掘前の樹木移植や表土除去に際しても，こ

の部分では大量の近世陶磁器を採集している（図１５２－植木抜痕跡）。次節で触れるように，
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図１５２　近世の遺構　縮尺１/４００



中世末期～近世を通じて塚状の高まりとして管理され，大学設置後の築山に引き継がれて

いたものと推察する。

　�　近世の遺物（図版５７，図１５３～１５７）

　遺構出土のまとまった資料はない。特徴的なものについて説明しておく。�９３０は口径

１８�近くに達する大型の椀。淡青灰色に施釉され，外面には濃緑色の釉が撥ねたように飾

る。高台部分は露胎。外面下半は釉の下に飛び鉋状の成形痕がうかがわれる。�９３１は畳

付のみ露胎の椀。蛇の目状の細線の刷毛目文が内外面に釉描される。�９５７・�９６５・�９６６

は土師器のいわゆるつぼつぼ。�９５９は備前系の徳利。�９８９～�９９６は，土壇状高まり部

分の植木移植時の採集遺物。「くらわんか手」の染付椀や京・信楽系の灯明受皿など１８世

紀後葉以降の陶磁器が残りの良い状態で多数得られており，この時期以降とくに人的働き

かけの対象となっていたことがうかがわれる。

　�９９７以下は灰褐色土出土遺物。年代幅のある遺物を含んでいる。土師器は少なく，陶

磁器や土製品が目立つ。陶磁器のうち小型の杯のたぐいでは，店名等が見受けられるもの

がある。�１００５は平面楕円形で片側に凹みのあるミニチュア。竹ひご状の細い棒を差し込

めるような構造になっており，平坦面側に墨書や朱書の線描きがある。何かの部材と思わ

れるが用途不明。�１０２０は蓮月焼の焼締の急須口縁部。刻書の端が残存しており，「ち・せ・

松・□」と読める。該当する歌は以下の２首。
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図１５３　ＳＫ８出土遺物（�９３０・�９３１産地不明陶器，�９３２白磁，�９３３染付），ＳＤ２下層出土遺
物（�９３４土師器，�９３５染付），ＳＤ４０出土遺物（�９３６土師器，�９３７天目，�９３８瀬戸美
濃，�９３９備前）
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図１５４　ＳＫ３出土遺物（�９４０～�９４４土師器，�９４５陶器），ＳＤ２上層出土遺物（�９４６土師器，
�９４７～�９５０陶器，�９５１瓦製円盤），ＳＤ３出土遺物（�９５２・�９５３陶器，�９５４～�９５６
染付，�９５７土師器，�９５８石硯），ＳＤ４出土遺物（�９５９陶器），ＳＰ３４出土遺物（�９６０・
�９６１陶器，�９６２染付）
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図１５５　ＳＤ４４出土遺物（�９６３～�９６６土師器，�９６７～�９７２陶器，�９７３～�９７７染付），ＳＥ２出
土遺物（�９７８陶器），ＳＥ３出土遺物（�９７９陶器），ＳＥ８出土遺物（�９８０・�９８１染付），
ＳＰ５出土遺物（�９８２染付），ＳＰ７出土遺物（�９８３土師器，�９８４陶器，�９８５染付），
ＳＰ８２出土遺物（�９８６土師器），近世小ピット出土遺物（�９８７・�９８８陶器），植木枝根跡
出土遺物（�９８９土師器，�９９０～�９９２陶器，�９９３白磁，�９９４～�９９６染付）
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図１５６　灰褐色土出土遺物（�９９７～�１００４土師器，�１００５土製品，�１００６～�１０３０陶器，�１０３１～
�１０３８染付，�１０３９青銅製品）　 �１０３９縮尺１/２，ほか縮尺１/４



　Ａ：七十はまだ若ばえのふたばにて末のちとせをまつぞひさしき

　Ｂ：ゆく末のさちとよはひをふたばにてちとせをまつやひさしかるらん

□の部分を「ひ」とみると双方決めがたいが，「そ（ぞ）」と見ればＡに限られる。なおＡ

は出土例が無く，Ｂは既出品に存在する。

　�１０２７は崩れた山水楼閣文を描く京焼風陶器。底面中央に円形の削り込みと，記号の刻

印がある。�１０２８は，赤褐色の胎土を持ち，肥前系の陶器と見られる。�１０３９は青銅製の

飾金具。環状部で釣り下げるようになっており，頂部に花文が，側面に草文意匠が毛彫り

風に施されている。

　�１０４０は表土中より採取した「第三高等中学校」と呉須書きされる小椀。底面に「亀水

造之」と呉須書きされる。亀水（きすい）は，村田亀水として明治年間に知られる清水の

陶工の銘であり，亀水窯は現在まで伝えられる。本資料はこの窯の製品だろう。このほか

に，学校関連の遺物として，ガラス製のインク壼各種や石筆などを採集している。

　９　小　　　結

　�　縄文・弥生時代の遺跡と遺物

　今回の調査では，弥生前期以前の旧地形が良好に確認されるとともに，７０００点以上にお

よぶ遺物が出土した。遺跡と遺物のそれぞれの成果と課題を簡単にまとめる。

　斜面地形の形成と埋積　　京大構内遺跡一帯で弥生前期末～中期初頭の鍵層となる黄色

砂の堆積は，調査区西辺に厚く，東に向かって薄くなり，中央付近で消滅していた。この

ことから，弥生前期末の段階で，調査区が地形の変換点に位置しており，東から西へ最大

で２�程度下る斜面地が広がっている状況を詳細に把握できた。調査区南半では全面に緩

やかな斜面が広がっているが，北半では凹地から急激に東に向かって立ちあがっており，

わずかな地点の違いで地形環境に大きな差が生じているといえる。こうした黄色砂によっ

て埋積している斜面は，近くでは西南２００�に位置する２６１地点で詳細に把握されており，
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図１５７　表土出土遺物（�１０４０磁器）
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高野川系流路の攻撃による形成の可能性と，縄文後期以降の埋積が示されている〔千葉・

阪口２００５　pp.１２０-１２１〕。今回は，高野川系流路の痕跡は確認できなかったけれども，埋積

の状態は共通しており，一連の斜面地形になる可能性が高い。また，近似した状況は，吉

田南構内では２２０地点東南隅や７地点，本部構内２１８地点，北部構内６・５６・１３５地点など

が挙げられ，小規模な尾根や谷状の入り組む地形を繰り返しながら，こうした斜面地形が

南北にはしっているという想定も可能である。ただし，本部構内では，２１９地点などで黄色

砂の埋積する谷状の流路地形が確認され，複雑な地形環境にあったことも推察されてい

る。吉田山の西南に位置する今回の調査区以南と，東流する白川系流路による影響を直接

被りやすい本部構内以北とでは，地形環境条件に相応の配慮をしながら議論する必要があ

ろう。

　縄文時代遺跡としての問題　　今回の出土土器のうち，縄文時代に帰属する資料では，

若干の晩期後葉の資料以外に，中期末北白川Ｃ式から後期中葉北白川上層式３期までの各

時期のものがあり，そのなかでは後期前葉の福田Ｋ�式～広瀬土壙４０段階がもっとも目立

つ。これらは混在して出土しており，単一時期の堆積層を把握するに至らなかったが，斜

面地近辺の微高地上が継続的に利用されていたことを示す証左となろう。これまで周辺で

は，上述した２６１地点でも継続的な遺物出土が知られているが，量的にある程度まとまって

いるのは早期，中期末，後期中葉ごろである。また同じ吉田南構内の７地点や２２０地点でも

北白川上層式３期前後の良好な資料が得られている。そして，南方６００�の聖護院遺跡〔百

瀬１９８８〕で北白川上層式２期のまとまった資料が得られているほか，病院構内１９１地点〔千

葉１９９１〕などでも後期前半の出土が知られる。しかし，今回多数が出土している後期前葉

の出現期縁帯文土器の資料は，量的にまとまった出土例は無かった。単一型式にまとまる

出土ではないため，編年の基準資料として用いるには適当でないけれども，比叡山西南麓

における人間活動の空間的な展開をあとづけていくうえでは，きわめて重要な成果と考え

る。

　今回の調査成果もそうであるが，南方に近接した２６１地点，あるいは病院構内での出土資

料の様相は，単一土器型式のまとまった資料というよりも，複数型式にまたがった内容と

なっている。堆積過程や出土状況の吟味という課題は残されているものの，同一地点での

ある程度継続的な活動が推察される。集団が一定の領域内を移動しながら継起していくと

いう図式的な前提にとらわれることなく，出土資料の評価をおこなう必要があると考え

る。比叡山西南麓という空間的な枠組みを離れ，また集団構造や社会組織に関しても，離
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合集散を柔軟に繰り返した流動的なあり方をも考慮した仮説の構築が，今後の重要な課題

と考えている。

　なお今回の報告においては，こうした遺跡の評価以外に，多数の出土土器・石器類の遺

物としての評価は積み残している。蛇紋岩製の磨製石斧（�３４５）など優品も多く，今後

機会を得てそれぞれ検討を加えていきたい。

　弥生時代遺跡としての問題　　黄色砂よりも下層からの出土遺物のもうひとつの主体は

弥生前期末の土器群である。すでに東接する２３８・２４９地点でもまとまった資料が得られて

おり，今回の出土とあわせて一帯が当該期の重要な空間に相当することがはっきりした。

上述した縄文後期以前の状況との違いは，斜面の上位部分，黄色砂の堆積しない微高地上

にも密な分布がみられることである。また今回は，ほぼ完形状態の甕形土器や多数の土器

片の一括出土とあわせて，�片を多数ともなう石器類の出土があった。住居祉の確認には

至っていないが，明らかに居住域として評価して良い内容と考える。そして，南南西１５０�

の２２０地点発見の水田が，対応する生産域であったと想定したい。この水田は，黄色砂に埋

積した弥生前期末時点で機能していたと考えられること，２２０地点やその南側の２６１地点で

は弥生前期末段階の資料は少なく，そこでの居住は想定しがたいこと，による。上記のよ

うな，低い地点の水田を望む微高地上の居住，といった関係は，北部構内２７６地点発見の弥

生前期水田と，その南東１００�の６地点一帯の微高地上との関係にも想定することができ

る〔伊藤ほか２００５　p.２０６〕。弥生集落のモデルとしてこのような図式はすでにイメージされ

ているところであるが，具体的検証が可能な遺跡は多くない。考古資料のみならず，地形

形成や古環境の復元も含めた総合的な検討を，今後の課題としたい。

　内傾口縁土器について　　今回，「内傾口縁土器」と俗に呼ばれる伊勢湾東岸域の特異

な土器が，口縁部片で１０点，ほか若干の胴部片が出土した。同種の土器はこれまで，いず

れも口縁部で，東側の２３８地点で２点〔伊藤２０００　図７〕，南接する４８ａ地点で２点〔樋

口・宇野１９７８　第３２図〕が出土しており，今回と合わせると口縁部だけで１３点を数えるこ

とになる。

　いわゆる内傾口縁土器は，おおむね弥生前期～中期前葉に平行する時期の，伊勢湾地方

における条痕文土器の器種のひとつである。器形の特異さや分布の偏りがかねてより注目

されており，体系的な整理を経て〔中村友１９８７〕，近年各地への搬出品も含めた包括的な資

料の検討が提出されている〔豆谷２００３，永井２００４〕。これらに依ると，近畿地方に於いては，

奈良県田原本町唐古・鍵遺跡と滋賀県守山市小津浜遺跡で１５０個体前後と群を抜いた出土が
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知られ，ほか１～数点の出土遺跡が奈良・滋賀県下を中心に複数存在する。こうした内陸

部指向の分布や器形的な特徴から，製塩土器としての機能が強く想定されているが，確実

な論証は課題として残されている。

　京大構内の出土資料は，〔永井２００４〕での分類に従うとＢ・Ｃ・Ｄ類におおむね該当す

るものといえる。それらは尾張様式の�－６～�－１様式の帰属が想定されており，弥生

前期末という位置づけに合致している。撫で仕上げと条痕仕上げの双方がある点や，一部

に被熱とみられる器表面の荒れが指摘できる点など，特徴的にはほとんどの点が伊勢湾地

方のものと共通しているが，口唇部に微細な刻み目状の装飾が施される例は知られておら

ず，さらに比較検討が必要である。なおＧ・Ｈ類などの「厚口鉢」の器形は全く含まない。

多種類が出土している唐古・鍵遺跡とは異なり，組成としては小津浜遺跡に近いと評価で

きる。遺跡の存続期間の違いが反映された側面が強いけれども，琵琶湖南岸を経由したで

あろう交流ルートや交渉対象の相違も影響している可能性を考えておきたい。

　山城地域では京大構内遺跡以外に報告例が無く，今回の出土資料は，上記のような伊勢

湾沿岸部との交流関係，また内傾口縁土器そのものの性格を考える上でも，重要な事例と

いえよう。また，京都大学構内遺跡に限定して言えば，内傾口縁土器が今回の調査区周辺

に偏在して出土している，という問題がある。弥生前期後葉の資料そのものは北部構内一

帯でも多数出土しているので，仮に，同時期に併存して活動していた集団が，等しく地域

間の交流を行っていたとすれば，きわめて不自然な偏在である。微妙な時期差をもった活

動期の違いが反映されているのか，あるいは小地域内で併存する集団間でも交流の選択が

相違していたのか，今後詳細に検討を続けたい。

　�　奈良時代の遺跡

　今回は，８世紀代に比定される掘立柱建物２棟と若干の出土遺物を得た。この時期の遺

構は，本部構内以南を中心に，密集することなく散発的に確認されることが特徴といえる。

現状では，本部構内７５地点での竪穴住居２棟の確認を北限として，吉田南構内２２０地点での

井戸と掘立柱建物を南限とする，北東－南西方向に４００�たらずの帯状空間がこの時期の

遺跡範囲と認定できる。今回確認した掘立柱建物も，おおむね上記のような方向性をもっ

ており，おそらくは当時の微高地上に沿って配置されたことに起因するのであろう。

　平安京遷都前の奈良時代の様相が，ほとんどわかっていない現状を考慮すると，小規模

でもある程度遺跡像が描きうる京大構内の事例は，貴重な情報であるといえる。本遺跡の

性格をうかがう手がかりは乏しいが，都城を中心に出土するとされる製塩土器や，暗文土
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師器の優品が出土していることを重視すると，一般の農耕村落という評価よりも，何らか

の公的機関の存在を想定することも可能と思われる。そこで，ここでは，北東方向の約１．５

�先に北白川廃寺，南方向２�に法勧寺という，奈良時代に存在していたであろう古代寺

院に注目しておきたい。こうした寺院沿いに当時の交通路があることが想定され，南方か

ら鴨東地域を北上して，近江・北陸方面へとむかうルートがあったものと仮定したい。本

遺跡は，吉田山西麓の微高地上をはしるその交通路上に位置して，中継地的な機能を担っ

ていたのではないだろうか。今後検証すべき仮説として，呈示しておきたい。

　�　平安時代の遺跡

　平安時代遺跡の性格　　平安時代に関するおもな調査成果は，年代順に整理すると

　�９世紀末葉～１０世紀前葉の甕埋納遺構，東西・南北溝

　�１０世紀後葉～１１世紀中葉の瓦溜，東西・南北溝

　�１２世紀中葉～後葉の経塚遺構ＳＸ１，瓦溜，不定形土坑

となる。このうち�については，藤原山陰による吉田社創始の伝承と年代的に符合してお

り，この時期に一帯の開発が開始された契機の一端をうかがうことができる。�について

も，かつて２３８地点の調査成果から，当該期における吉田社の隆盛の反映ととらえた〔伊

藤２０００　p.７６〕。今回は，多数の土器と瓦類のほか，金銅性の飾金具なども出土している。

また，文献にみる藤原兼家の吉田における活動記事などを考慮すると〔本年報紀要吉江崇

論文　p.２９０，以下『吉江論文』と略記〕，吉田社関連に限定するよりも，ひろく摂関家を

中心とする階層の吉田への関心の反映ととらえておく方が良いだろう。ただし，土器類に

ついては土師器皿類を中心とする組成であり，ほかに見るべき遺物はない。瓦類について

も，軒丸瓦と軒平瓦の数量的な不均等が指摘されており，使用状況の復元は困難な内容と

なっている。情報に乏しい現状では，１１世紀代以前の吉田地域の具体的復元はまだ難しい

と言わざるを得ない。

　経塚遺構ＳＸ１の造営とその背景　　１２世紀代以降，貴族の別業や寺院建設など，吉田

地域の開発はおおきく進んだとされる。その状況は吉江論文に詳しいので割愛する。

　こうした状況のなか，経塚遺構ＳＸ１が造営される。その特徴をあらためてまとめる

と，１１３６～５２年の紀年銘が知られる青銅製四段積上式経筒を，小規模な石組に納めたもの

で，半壊状態の石室から飾金具３点と１５０点以上のガラス玉が伴出した。ただしほとんど

のガラス玉は台座内に納めた状況であった。村木二郎の集成と研究によると，いわゆる

「九州型」経筒のひとつである積上式のうち，四段積上式はとりわけ規格性の高い大量生
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産品と予想され，太宰府を中心に九州南部まで広域に分布をみている〔村木１９９８　p.２３５〕。

しかし，積上式全体で見ても，九州以外での出土はきわめて稀であり，伝山口県長門一ノ

宮経塚出土二段積上式〔奈良国立博物館編１９９１　p.４２〕，岡山県神郷町岩屋経塚出土台座・

筒身〔岡山県教育委員会編１９７７　第７図〕，奈良県吉野郡金峯山経塚採集筒身３段分〔石

田・矢島１９３７　第９図〕の３例にすぎない。九州以外で，積上の状況が把握される状態で

の出土は今回が初例であり，きわめて貴重な事例を提供したことになる。

　なぜ吉田の地に九州型経筒が埋納されたのかについては，発掘資料からはうかがい得な

いが，文献記事にみる１２世紀代以降の吉田地域の動向に，関係者の候補を求めることは可

能である。それは，仁平元年（１１５１）に初出する「吉田辺新造堂」の主体者源季兼なる人

物であり，季兼は久安五年（１１４９）まで豊後守として赴任していたという〔吉江論文　

p.３０６・注（３４）〕。豊後地域は四段積上式の濃密分布域ではないが，北部九州と吉田の双方

に縁があり年代的にも該当する人物は，現状で彼以外には浮上していない。任地から持ち

帰った経筒を用い，修験僧を招いて自堂の敷地内で儀式を主宰したのであろうか。

　あるいは，少し別な解釈もまだ可能であろう。経塚出土の玉類等の意味について，関連

資料を集成検討した秋山浩三は，鎮壇や地鎮などの埋納遺構に共通する祭祀的機能を強く

指摘している〔秋山１９９５〕。台座内部に納めるという今回の特異なガラス玉出土状況も，そ

うした性格を色濃く表すものと評価できる。地鎮や鎮壇の役割で埋納されたとすれば，

もっと幅広くその他の公�や僧侶の関与が考慮されるべきであろう。とくに経塚ＳＸ１

が，先行する１１世紀瓦溜の堆積の上部に構築され，後述するように，その場所一帯が中世

以降に旧吉田社社殿地とも想定される空間となっていくことを考慮すると，吉田社関連の

造作であった可能性も十分配慮しておかなければならないだろう。微高地上にランドマー

ク的な祭祀遺構を構築する意義は，景観的にも大きな意義を有していたと予想できる。今

後も関連資料を収集しつつ，多面的な検討を継続していきたい。

　なお，経塚出土のガラス玉に関しては，本文中に蛍光Ｘ線分析の結果を示したように，

カリウム鉛ガラス系のものであることが示唆された。帰属年代が明瞭な資料として，今

後，さらなる分析や比較研究に活用が期待される。

　また，１２世紀代については土師器資料がきわめて乏しい一方で，瓦は調査区西半や東西

溝からまとまった出土をみている。ただしその組成は，軒丸が軒平の倍以上という偏りが

あった。その時期は土師器を大量に用いるような空間ではなかったと解釈せざるを得ない

が，建物の景観は復元困難といえる。これも解決は今後を待たねばならない。
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　�　中世の遺跡

　１２世紀後葉以降，中世を通じて，東西方向の濠状大溝ＳＤ１０６が築かれ続けることが判明

した。そして，東側の２３８地点の調査成果もあわせると，１４・１５世紀代には，この大溝が

方形区画を指向するように東方で屈曲して南行している様相が復元可能となった。また，

同時期に調査区南東部には，小溝ＳＤ５１と柵で囲われた方形区画が生じていた。このよう

な，柵による区画，小溝・大溝での囲繞というありようは，一般的な屋敷地とは考えがた

い。調査区が山上遷座以前の旧吉田社地に相当し，吉田社殿の遺構の一端があらわれてい

る可能性が高いと判断する。おおむね１５世紀後葉以降，斎場所や社殿が山上に移される様

相の詳細は，〔吉江論文　pp.２９９-３０４，表１５〕に詳しい。当時吉田社と吉田卜部家は隆盛を

迎えており，応仁２年（１４６８）の焼亡ののち，文明１０年（１４７８）の境内地下人の神楽岡移

住，という事態の推移は，今回検出の大溝ＳＤ１０６や方形区画が埋積・廃絶していく時期

と年代的に相応している。

　また，今回検出の南北方向の柵ＳＡ２とＳＡ４の中間線（図１５８�）は，ＳＤ５１による

区画の中軸にもほぼ対応するが，２３８地点の南北溝ＳＤ１１・５３のライン（同�）までの距

離がおおむね５４�（１町のおよそ半分）をはかることから，そのラインを西側へも折り返

すなどして（同�），５４�四方のメッシュをあてはめて周辺調査区の溝との関係を検討した

（図１５８�～�およびＡ～Ｆ）。厳密な遺構存続時期の検討は今後に残されているが，中世

後半期という幅でとらえると，２２０地点の南北溝ＳＤ２０，２６１地点の南北溝ＳＤ１１は，ライ

ン�から１０８�（１町）西のライン�に良く合致する。そして，東西大溝ＳＤ１０６のライン

（同Ｂ）からおおむね２１６�（２町）南のライン（同Ｆ）に，２６１地点の東西溝ＳＤ４がお

おむね合致している。中世後半期に，約２度ほど東へ振る方位による地割に従って，周辺

一帯の遺構が配置されていた可能性は，きわめて高いものと考える。

　そして，２６１地点一帯では，数多くの石室状の遺構をはじめとした中世後半期の遺構が濃

密に分布して，邸宅の一角かとも想定されているのをはじめ，２２０地点西半や１１１地点でも

当該時期の遺構密度はきわめて濃い。今回の調査地を微高地上に配された吉田社旧社地と

想定した場合，区画溝を設けながら，西南方のやや低い位置に神職や神人の屋敷，外縁に

地下人の居住といった配置を想定できるのではないだろうか。１６世紀にはそれらがほぼ廃

絶しているという事実も，山上遷座にともなう彼らの神楽山麓への移住（すなわち吉田構，

近世以降の吉田社家町の形成）に対応しているとみたい。

　今回の調査成果と文献・絵図との対照により，中世吉田地域の総合的な復元検討はかな
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りの進捗をみた。今後も資料の吟味を継続し，残された諸課題の解明をはかりたい。

　�　近世の遺跡

　中世末期以降，調査地一帯がひろく耕地となって近世以降継続していく状況は，おおむ

ね京大構内遺跡の多くの地点と共通している。今回の特徴は，調査区南東部に，中世の方

形区画の位置を継承する形で長方形の土壇状高まり（方形土壇）が存続していた点にある。

近世の吉田地域の景観を考える上で参考となるのが，『山城国吉田村古図』（総合博物館蔵）

である〔吉江論文　図１８２〕。この絵図内に，今回の調査区に相当する字「林」の一画に，

二本の松を描いた塚の表現があり，この土壇状高まりを示す表現と思われる。これが，現

在の字名「二本松」の由来と誤解されかねないが，その字名は近世以前には存在せず，明

治以降の字名統合に際して，白川道沿いの名樹として知られた二本の松にちなんで新設さ

れたものという想定が提出されている〔金田２００４〕。いずれにせよ，近世に塚状の空間が

あったことが絵図からも裏付けられたことになり，遺物の出土は１８世紀以降に豊かになっ

ていることから，近世後半に供献をともなう祭祀が活発化したことが推測される。周囲の

耕地化に反して長きにわたって祭祀空間として維持された背景として，この地が吉田社旧

社地であるという認識が存在したのではないか，と拝察するが，その検証は今後の課題で

ある。また，大学設置後も築山に取り込まれ，今回の調査前まで存続したことが，偶然の

産物であるのか，設置時に配慮された事情があるのかも，興味深い検証課題である。

　今回の発掘調査と報文作成の過程で，以下の方々のご教示・ご指導をいただきました。

末尾ながら厚くお礼申し上げます（順不同）。

　内傾口縁土器に関して，永井宏幸氏（愛知県埋蔵文化財センター），経塚の調査研究に

関して，村木二郎氏（国立歴史民俗博物館），杉山洋氏（奈良国立文化財研究所），久保智

康氏・宮川禎一氏（京都国立博物館），出土ガラス玉の分析に関して，堀木真美子氏（愛

知県埋蔵文化財センター），古代のガラス玉研究に関して，高橋照彦氏（大阪大学），秋山

浩三氏（大阪府文化財センター），出土動物骨に関して，菊池大樹氏（人間環境学研究科

博士課程），吉田村古図に関して，野田泰三氏（京都光華女子大学），上杉和央氏（総合博

物館）。 
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第４章　京都大学病院構内・本部構内の立合調査

清水芳裕　　千葉　豊　

　第１章に記したように，２００１年度に京都大学構内で実施した立合調査は７件である。こ

のうち，病院構内で実施した２件と，本部構内で実施した１件については，とくに重要な

知見が得られたので，ここで報告しておきたい。

　１　病院構内ＡＦ１２区・ＡＦ１３区の立合調査

　病院西構内に，総合研究実験棟と再生医科学研究所ＥＳ棟の新営が計画された。ともに，

聖護院川原町遺跡の範囲内である。総合研究実験棟新営予定地では，２０００年度に試掘調査

を実施しており，近世の遺物包含層を確認したものの，中世以前にさかのぼる遺跡は確認

されなかった〔京大埋文研２００５　第１章〕。再生医科学研究所ＥＳ棟新営予定地周辺におけ

る過去の調査でも，中世以前にさかのぼる遺跡は発見されておらず，両新営予定地におけ

る埋蔵文化財調査は，立合調査として実施することにした（図版１－２９０・２９１）。

図１５９　病院構内ＡＦ１３区の立合地点　縮尺１/３００



　総合研究実験棟（ＡＦ１３区）の立合調査　　６月２９日に開始し，７月９日に終了した。

前年度の試掘調査の結果に基づき，最初に工事区域全域を地表面から６０�前後，重機に

よって掘削した。その後，工事区域の北端と西端に幅２．５�のトレンチを設定して，手作業

にて堆積土を除去しつつ，遺構・遺物包含層の有無を確認した（図１５９）。

　現地表面は，標高４６．４�で，ほぼ水平。上から層位を記すと，第１層は表土で，６０�を

はかる。第２層は黒褐色土で，層厚３０�。近世後半の遺物を包含する。第３層は淡褐色砂

質土で，層厚は５～１０�。中世の土師器小片を含み，Ｙ＝１６８０以西では確認できなかった。

第４層は茶褐色砂礫で，遺物は認められなかった（図１６０）。

　淡褐色砂質土ないしは茶褐色砂礫上面で，遺構検出をおこなった。近世の耕作にともな

うとみられる円形および方形の小穴が調査区全域で認められたものの，中世以前に遡る遺

構は検出されなかった。この知見にもとづき，残りの工事区域については，重機による掘

削としたが，井戸など地中深く設けられた遺構は確認されなかった。

　再生医科学研究所ＥＳ棟（ＡＦ１２区）の立合調査　　１１月７日に開始し，１１月８日に終

了した。工事予定地全域を重機で掘削するのにあわせて，壁面で土層の堆積状況を確認し

つつ，遺構・包含層の有無を調査した。

　現地表面の標高は，４６．０�前後。工事区域の約半分は，既設の管路などによって，下層

の砂礫層まで深く掘削されていたが，１．１�の厚みをもつ表土のしたに，厚さ２５�前後をは

かり近世後半の土師器・陶磁器を含む黒色土のひろがりを確認した。黒色土の下層には，

遺物を含まない赤褐色砂礫が堆積していた。黒色土と赤褐色砂礫のあいだには部分的に，

１０～１５�の厚みをもつ淡褐色砂質土が堆積しており，中世の土師器小片が出土した。黒色

土の残存部分ではこれを重機で慎重に除去し，赤褐色砂礫および淡褐色砂質土上面で遺構

検出をおこなった。耕作にともなうとみられる多くの円形小穴と東西方向の小溝２本検出

したため，縮尺１/１００で遺構分布図を作成し，立合調査を終了した。

　小　　結　　ＡＦ１２区と１３区の立合調査地点は，直線距離で３０�の距離をはかる。両調
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図１６０　ＡＦ１３区北壁の層位　縮尺１/８０
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査区の南に隣接する地点では，１９２・１９８地点で発掘調査〔千葉・森下１９９３〕，２２０地点で試

掘調査〔京大埋文研１９９７　第１章〕がおこなわれており，これらの調査地点も加えて，基

本的な堆積状況は同じである。表土は大学設置時の造成土で，近世の遺物を包含する黒褐

色土ないしは黒色土が近世耕作土であり，その下層は茶褐色砂礫あるいは赤褐色砂礫で，

高野川系流路によって形成されたものであろう。黒色土と砂礫の間にはさまる淡褐色砂質

土は，全域にわたって安定して存在するものではない。中世の摩滅した遺物を含んでお

り，中世後半から近世前半にかけて，この地一帯が徐々に安定してゆくのに対応して形成

されたものであると理解できる。

　このように，旧高野川系流路の流域内にあり不安定であったこの地が徐々に安定し，近

世後半にいたって，聖護院村周辺の耕作地として利用されるようになったという従来の調

査成果を補強する知見を得ることができた。

　２　本部構内ＡＴ２５区の立合調査

　本部構内正門の西脇にある門衛所の増築工事が計画されたため，立合調査をおこなっ

た。立合調査日は，２００２年１月１７日・２３日である。立合地点は，吉田本町遺跡に含まれる。

　本部構内西半には幕末に尾張藩邸が築かれており，この地点付近に東西方向の堀がめ

ぐっていた可能性が絵図や従来の調査から予想されたため，堀の有無にとくに留意して，

南北方向のトレンチを２本設けて，調査をおこなった（図版１－２９３，図１６１）。

　この結果，上部は大学造成時に削平を受けていたものの，尾張藩邸の堀跡にあたるとみ

られる溝状の落ち込みを確認することができた。溝状の落ち込みは，３．６�の距離をはか

る２つのトレンチでともに認められ，東西方向に伸びる溝であることが確認できた。西ト

本部構内ＡＴ区の立合調査

図１６１　本部構内ＡＴ２５区の立合地点



レンチ東壁の層位を図１６２に示す。幅４�前後，検出面からの深さ１．１�前後をはかるが，

本来存在すべき中世～近世の堆積層が大学造成時に削平されているため，幅，深さともに，

もう少し大きかったと推定できる。埋土は，黒灰色土の単層であり，廃絶時に一気に埋め

戻されたものと想定する。

　溝以外の堆積状況は，上から表土（第１層），黒色土（第３層），暗褐色土（第４層），

黄白色砂（第５層）である。第１層は大学造成土。第３層は遺物をほとんど含まないため

判断が困難であるが，周辺の調査成果からみて，古代以前の可能性が高い。第４層も遺物

を含まなかった。先史時代に遡ると判断する。黄白砂は調査地周辺の基盤層である。

　尾張藩邸を画する堀については，８９地点で東南コーナー〔五十川１９８１〕，１８８地点で南を

画する堀〔京大埋文研１９９０　p.２〕，２７７地点で西を画する堀（本年報　第２章）を確認して

いる。２７２地点でも，時期不明の大溝を立合調査で発見しており〔冨井２００３〕，近世であれ

ば西を画する堀の一部であろう。このように，尾張藩邸の四周を囲っていたとされる堀の

うち，南側と西側については考古学上の情報も増加している。今後は，東側，北側を画す

る堀にかんして，知見を得ることが重要な課題となろう。

　また，調査地点のベースをなす黄白色砂は，弥生前期末の洪水性堆積物である黄色砂と

は，色調や粒性からみて，異なると判断した。この理解が正しければ，この地点には黄色

砂は分布しないことになる。先史時代の地形についても，新たな情報を付け加えることに

なった。
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図１６２　西トレンチ東壁の層位　縮尺１/５０
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　　　　　　１９８６年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　昭和５８年度』

　　　　　　１９８７年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　昭和５９年度』

　　　　　　１９８８年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　昭和６０年度』

　　　　　　１９８９年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９８６年度』

　　　　　　１９９０年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９８７年度』

　　　　　　１９９１年　『京都大学埋蔵文化財調査報告�―京都大学病院構内遺跡の調査―』

　　　　　　１９９２年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９８８年度』

　　　　　　１９９３年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９８９～１９９１年度』

　　　　　　１９９５年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９２年度』

　　　　　　１９９７年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９３年度』

　　　　　　１９９８年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９４年度』

　　　　　　１９９９年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９５年度』

　　　　　　２０００年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９６年度』

　　　　　　２００２年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９７・１９９８年度』

　　　　　　２００３年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　１９９９年度』

　　　　　　２００５年　『京都大学構内遺跡調査研究年報　２０００年度』

京都市埋文研（京都市埋蔵文化財研究所）

　　　　　　１９７８年　『常盤仲ノ町集落跡発掘調査報告』

　　　　　　１９８６年　『栗栖野瓦窯跡発掘調査概報　昭和６０年度』

　　　　　　１９８７年　『法勝寺跡発掘調査概報』

　　　　　　１９９０年　『仁和寺境内発掘調査報告書－御室会館建設に伴う調査－』

　　　　　　１９９３年　『栗栖野瓦窯跡発掘調査概報　平成４年度』

　　　　　　１９９８年　『南ノ庄田瓦窯跡』

　　　　　　２００２年　『鳥羽離宮跡�　金剛心院跡の調査』
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鈴木一有　　１９９９年　「律令時代における轡の系譜」『下滝遺跡群２』　（財）浜松市文化協会

大本山東福寺　１９９０年『東福寺防災施設工事・発掘調査報告書』

高橋健二　　１９１２年　「山城稲荷山経塚及発掘遺物に就きて」『考古学雑誌』第２巻第８号

高橋照彦　　２００１年　「三彩・緑釉陶器の化学的分析結果に関する一考察」『国立歴史民俗博物館研究

報告』第８６集
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構内遺跡調査研究年報　１９９３年度』

千葉豊・阪口英毅　２００１年　「京都大学本部構内遺跡出土の中世鉄鍋」『墓標研究会会報』第５号

　　　　　　　　　２００５年　「京都大学吉田南構内ＡＮ２２区の発掘調査」『京都大学構内遺跡調査研究

年報　２０００年度』

千葉豊・森下章司　１９９３年　「京都大学病院構内ＡＥ１２・ＡＥ１３区の発掘調査」『京都大学構内遺跡調査

研究年報　１９８９～１９９１年度』

東京都埋蔵文化財センター　２００３年　『汐留遺跡Ⅲ』（第６分冊）東京都埋蔵文化財センター調査報告

第１２５集

鳥羽離宮跡調査研究所　１９７５年　『栢森遺跡調査概報』

冨井　眞　　１９９８年　「北白川追分町遺跡出土の縄文土器―北白川Ｃ式の成立を考える―」『京都大学

構内遺跡調査研究年報　１９９４年度』

　　　　　　２００３年　「京都大学本部構内ＡＸ２２区の立合調査」『京都大学構内遺跡調査研究年報　

１９９９年度』

外山秀一　　２００２年　「京都大学構内遺跡におけるプラント・オパール分析Ⅰ―ＡＯ２２区発掘調査―」
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奈文研（奈良国立文化財研究所）
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究年報　昭和５２年度』
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『人文』第１９集（京都大学教養部）
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研究紀要』第３輯

平安博物館編　１９７７年　『平安京古瓦図録』

前田義明　　１９９４年　「中期の瓦」『平安京提要』

豆谷和之　　２００３年　「内傾口縁土器について－弥生時代中期における大和と尾張の物流－」『初期古

墳と大和の考古学』　 学生社

宮本康治　　１９９２年　「須恵器の編年と技術的検討」『岩倉古窯跡群』　 京都大学考古学研究会

三好　一　　１９８６年　「吉田山に生まれた神楽岡文山焼」『日本美術工芸』５７４号

村木二郎　　１９９８年　「九州の経塚造営体制」『古文化談叢』第４０集

本山町教育委員会　１９９２年　『松ノ木遺跡』Ⅰ

百瀬正恒　　１９８８年　「白川街区１」『昭和６０年度京都市埋蔵文化財調査概要』

森下章司　　１９９２年　「芝蘭会国際交流会館建設予定地ＡＲ１９区の発掘調査」『京都大学構内遺跡調査

研究年報　１９８８年度』

森島康雄　　１９９５年　「瓦器椀」『概説　中世の土器・陶磁器』　 真陽社

森田　稔　　１９９５年　「中世須恵器」『概説　中世の土器・陶磁器』　 真陽社

山崎一雄　　１９８７年　「日本出土ガラスの化学的研究」『古文化財の科学』　 思文閣出版

山崎信二　　２０００年　『中世瓦の研究』

横山浩一・佐原眞　１９６０年　『京都大学文学部博物館考古学資料目録』　 第１部日本先史時代 
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京都大学構内遺跡調査要項　２００１年度

京都大学埋蔵文化財研究センター要項

第１条　京都大学に埋蔵文化財研究センター（以下「センター」という。）を置く。

第２条　センターは，京都大学敷地内の埋蔵文化財についての調査研究及びその保存のため必要な業

務を行なう。

第３条　センターにセンター長を置く。

　２　　センター長は，京都大学の専任の教授をもって充てる。

　３　　センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。

　４　　センター長は，センターの所務を掌理する。

第４条　センターに，必要に応じて，助教授，助手その他の職員を置く。

第５条　センターに，調査研究及び保存に関する業務を処理するため，研究部を置く。

　２　　研究部に主任を置き，前条の教官をもって充てる。

　３　　主任は，研究部の業務をつかさどる。

第６条　センターにセンターの事業に関する基本的計画，人事その他管理運営に関する重要事項を審

議するため，運営協議会を置く。

　２　　運営協議会は，次の各号に掲げる委員で組織する。

　　�　センター長

　　�　センターの研究部の主任

　　�　前２号以外の学識経験者のうちから総長の委嘱した者　若干名

　　�　事務局長及び施設部長

　３　　センター長は，運営協議会を招集し，議長となる。

　４　　前各項に規定するもののほか，運営協議会の運営に関し必要な事項は，運営協議会が定める。

第７条　この要項に定めるもののほか，センターの組織及び運営に関し必要な事項はセンター長が定

める。

センター長 　細田　重好（施設部長）

　鎌田　元一（文学研究科教授　２００１．４．１～） 研究部主任

運営協議会委員 　清水　芳裕（文学研究科助教授）

　金田　章裕（文学研究科教授） 同　研　究　員

　上原　真人（文学研究科教授） 　千葉　　豊　（文学研究科助手）　 　

　石田　英實（理学研究科教授） 　伊藤　淳史（文学研究科助手）　 　

　瀬戸口烈司（理学研究科教授） 　冨井　　眞　（文学研究科助手）　 　

　高橋　康夫（工学研究科教授） 　梶原　義実（文学研究科助手　２００１．４．１～）

　小�　　隆　（農学研究科教授） 　磯谷　敦子（施設部教務補佐員）

　伊東　隆夫（木質科学研究所教授） 　中田　敬子（施設部教務補佐員）

　山中　一郎（総合博物館教授） 　柴垣理恵子（施設部教務補佐員）

　清水　芳裕（文学研究科助教授） 事　務　室

　本間　政雄（事務局長） 　松本　一代（施設部事務補佐員）
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表１４　京都大学構内のおもな調査

 （地点は図版１を参照，文献中「埋」は京
大埋文研，「調」は京大調査会をさす。 ）

備　　考文　　献遺　　物遺　　構面積
（�）

調 査 の
種 類担　当　者地

点
追 跡 名
調 査 名

年
度

梅原２３，島田
２４

縄文土器，石
器

表 採 ・
試 掘

濱田　耕作１･２農 学 部１９２３

横山・佐原６０石棒藤本理三郎不明農 学 部１９２４
島田・水野ほ
か２９

弥生土器発　　掘島田　貞彦
水野　清一
ほ か

大 阪 府
安 満

１９２９

梅原３６乾漆棺，玉飾
枕

発　　掘梅原　末治大阪府阿
武山古墳

１９３４

梅原３５縄文土器，石
器

梅原　末治北 白 川
小 倉 町

１９３５

縄文土器採　　集羽館　　易３農 学 部１９５６
埋７９弥生土器採　　集石田　志朗４農 学 部１９７１

石棒採　　集５農 学 部１９７２
建物をずら
し条里の溝
を保存

小野山・都出
７３

弥生土器条里の溝１５００事前発掘小野山　節
都出比呂志

大 阪 府
安 満

１９７２

石田ほか７２，
伊藤９９

弥生土器６００事前発掘石田　志朗
中村　徹也

６追分地蔵１９７２

藤岡７３縄文土器工事中採
集・実測

藤岡謙二郎７教 養 部１９７２

瓦溜埋戻し埋７８ｂ縄文土器，瓦
（平安）

瓦溜１３事前発掘中村　徹也８農 学 部１９７３

中村７３縄文土器，土
師器

６００事前発掘中村　徹也９農 学 部１９７３

甕棺・配石
遺構の移築
を決定

中村７４ｂ，
泉７７

縄文土器縄文後期甕
棺・配石遺
構

４００事前発掘中村　徹也１１植 物 園１９７３

中村７４ａ縄文土器８００事前発掘中村　徹也１２農 学 部１９７４
中村７５縄文土器８００事前発掘中村　徹也１３農 学 部１９７４
小野山・中村
７６

土師器，瓦，陶
磁器

７５０事前発掘小野山　節
中村　徹也

１４教 養 部１９７５

調７７縄文土器，土
師器，瓦

縄文晩期土
壙墓

９００事前発掘泉　　拓良１６農 学 部
ＢＥ３３区

１９７６

調７７，埋８１ａ土師器，瓦，陶
磁器

古代・中世
溝，池，土器
溜

２２００事前発掘岡田　保良１９病 院
ＡＥ１５区

１９７６

甕棺・配石
の移築復元

調７７保　　存吉野　治雄２９植 物 園
ＢＤ３５区

１９７６

埋７８ａ土師器，瓦近世溝，井
戸，集石

２００事前発掘泉　　拓良３４病 院
ＡＨ１７区

１９７６

調７７縄文土器，須
恵器

溝１０試　　掘吉野　治雄３５教 養 部
ＡＳ２３区

１９７６

調７７縄文土器１０試　　掘宇野　隆夫３６北 部
ＢＪ３３区

１９７６

埋７８ａ縄文土器，人
骨

縄文時代土
壙墓

３００事前発掘丹羽　佑一和歌山県
瀬 戸

１９７６

埋７８ａ，埋８１
ａ

土師器，瓦，陶
磁器

古代護岸，
溝，井戸

８００事前発掘岡田　保良
宇野　隆夫

３９病 院
ＡＦ１４区

１９７７

埋７９土師器，瓦，陶
磁器

中井戸，土
器溜，井戸

１２００事前発掘泉　　拓良
吉野　治雄

４１医 学 部
ＡＯ１８区

１９７７

京都大学構内遺跡調査要項



２４５

京都大学構内のおもな調査

備　　考文　　献遺　　物遺　　構面積
（�）

調 査 の
種 類担　当　者地

点
追 跡 名
調 査 名

年
度

埋７８須恵器，土師
器

溝，土坑立　　合吉野　治雄
宇野　隆夫

４３北 部
電 気 管

１９７７

埋７９弥生土器，土
師器，瓦

溝８０試　　掘宇野　隆夫４８教 養 部
ＡＱ２３区
ＡＮ２３区

１９７７

埋７９土師器，瓦，陶
磁器

溝　４０試　　掘岡田　保良４９白河北殿
比 定 地
ＡＡ１８区

１９７７

火葬塚と方
形周溝墓を
現地保存

埋７９弥生土器，土
師器，瓦

弥生中期方
形周溝墓，
中世火葬塚

５００事前発掘岡田　保良
宇野　隆夫
吉野　治雄

５４理 学 部
ＢＥ２９区

１９７８

埋７９縄文土器，土
師器

縄文土坑，
古代溝，土
坑

１００事前発掘泉　　拓良
宇野　隆夫

５５農　 部
ＢＧ３２区

１９７８

埋８０，埋８５縄文土器縄文晩期埋
没林

６５０事前発掘泉　　拓良
宇野　隆夫

５６北 部
ＢＧ３１区

１９７８

埋８０陶磁器，土師
器，銭貨

近世白川道５００事前発掘岡田　保良
吉野　治雄

５７本 部
ＡＷ２８区

１９７８

埋７９高野川旧河
道

立　　合泉　　拓良６０本 部
ＡＹ２２区

１９７８

埋７９，埋８０弥生土器井戸，溝立　　合吉野　治雄６４医 学 部
ＡＮ１９区

１９７８

埋８０土師器，須恵
器

土坑４６試　　掘吉野　治雄６６北 部
ＢＨ３７区

１９７９

埋８０弥生土器，土
師器

８試　　掘岡田　保良
清水　芳裕

６９教 養 部
ＡＭ２４区

１９７９

埋８０土師器，瓦，瓦
器

中世溝３０試　　掘西川　幸治
浜崎　一志

７１本 部
ＡＺ３０区

１９７９

埋８１ｂ土師器，瓦，陶
磁器，旧石器

中世溝，井
戸，土器溜

２７７６事前発掘清水　芳裕
五十川伸矢
吉野　治雄

７４医 学 部
ＡＰ１９区

１９７９

竪穴住居跡
を現地保存

埋８１ｂ土師器，須恵
器，白磁

奈良後期竪
穴住居，中
世土壙墓，
近世道路

４００事前発掘五十川伸矢７５本 部
ＡＴ２７区

１９７９

埋８０瓦（平安）立　　合泉　　拓良７９北 部
ＢＤ３２区

１９７９

埋８１ｂ土師器，近世
陶磁器

近世道路，
堀

１１５事前発掘泉　　拓良８９本 部
ＡＴ２７区

１９８０

埋８３土師器，瓦，陶
磁器，銅鏃（弥
生），磨製石鏃

近 世 白 川
道，中世土
器溜，井戸，
建物

１１２０事前発掘泉　　拓良
五十川伸矢
浜崎　一志

９０本 部
ＡＸ２８区

１９８０

立合調査中
に遺跡を発
見，工事を
中断し発掘
調査

埋８３弥生土器，打
製石斧，瓦器，
陶磁器

弥生中期・
後期水路，
土坑，中世
土器溜

１４６８事前発掘泉　　拓良
清水　芳裕
五十川伸矢
浜崎　一志
吉野　治雄

京 都 府
美 月

１９８０

埋８３土師器，瓦器，
陶磁器

中世井戸，
土壙墓

１１２事前発掘吉野　治雄９１教 養 部
ＡＯ２１区

１９８０

埋８１瓦器，陶器火葬墓，石
列 

立　　合吉野　治雄９３教 養 部
ＡＭ２２区

１９８０

遺構実測埋８３土師器，瓦流路，中世
土器溜

立　　合清水　芳裕９８本部実験
排 水

１９８０



２４６

京都大学構内遺跡調査要項

備　　考文　　献遺　　物遺　　構面積
（�）

調 査 の
種 類担　当　者地

点
追 跡 名
調 査 名

年
度

埋８３土師器，瓦，陶
磁器

古代建物，
近世瓦溜

２７２事前発掘泉　　拓良
浜崎　一志

１０９理 学 部
ＢＤ３０区

１９８１

埋８４縄文土器，硬
玉管玉，弥生
土器，製塩土
器

弥生土坑，
弥生配石，
古墳時代土
坑

１５００事前発掘泉　　拓良
清水　芳裕
五十川伸矢
浜崎　一志

和歌山県
瀬 戸

１９８１

埋８３土師器，瓦，陶
磁器，硯

中世土器溜３４事前発掘浜崎　一志１１０本 部
ＡＸ２８区

１９８１

梵鐘鋳造遺
構を現地保
存

埋８４縄文土器，弥
生土器，須恵
器，土師器，鋳
型，溶解炉

古墳，古代
梵鐘鋳造遺
構，中世門，
溝，墓

１７１６事前発掘五十川伸也
飛野　博文

１１１教 養 部
ＡＰ２２区

１９８１

埋８３縄文土器，緑
釉陶器，灰釉
陶器

分布調査京 都 市
本 山

１９８１

埋８４縄文土器，土
師器

中世土器溜２０試　　掘泉　　拓良京 都 府
中 海 道

１９８２

埋８４白磁中世井戸，
溝

１０２８事前発掘清水　芳裕
浜崎　一志

１２２病 院
ＡＦ１５区

１９８２

埋８４縄文土器，土
師器

縄 文 住 居
跡，中世土
坑

７８７事前発掘清水　芳裕
浜崎　一志

１２３農 学 部
ＢＦ３３区

１９８２

古代製塩炉
を移築保存

埋８４縄文土器，弥
生土器，製塩
土器

古代製塩炉２９７事前発掘泉　　拓良和歌山県
瀬 戸

１９８２

埋８６土師器，瓦器，
陶磁器

中世濠，建
物

８９０事前発掘泉　　拓良
飛野　博文

１２４本 部
ＡＴ２９区

１９８２

埋８６土師器，瓦器，
陶磁器

中世・近世
水田，溝

８０３事前発掘泉　　拓良
飛野　博文

１２５農 学 部
ＢＥ３３区

１９８２

埋８６須恵器，瓦器，
土師器

中世井戸，
土取り穴

８６３事前発掘泉　　拓良
五十川伸矢

１３４医 学 部
ＡＮ２０区

１９８３

埋８７，冨井９８縄文土器，土
師器，緑釉陶
器

縄 文 埋 没
林，古代・中
世溝

７３７事前発掘清水　芳裕
五十川伸矢

１３５北 部
ＢＦ３１区

１９８３

埋８６土師器，瓦器，
石鍋

中世土取り
穴

立　　合泉　　拓良
浜崎　一志

１３９医 学 部
ＡＭ１９区

１９８３

埋８７縄文土器，蓮
月器

近世池，井
戸，野壺

８６３事前発掘浜崎　一志
宮本　一夫

１４１病 院
ＡＦ１９区

１９８４

埋８７土師器，近世
陶磁器

中世土坑，
近世土取り
穴

２６０事前発掘清水　芳裕
浜崎　一志

１４２病 院
ＡＪ１９区

１９８４

埋８８土師器，瓦器，
鋳型

中世井戸，
土取り穴，
中世梵鐘鋳
造遺構

１９２０事前発掘五十川伸也
宮本　一夫

１４３医 学 部
ＡＮ１８区

１９８４

埋８８弥生土器，土
師器，須恵器

古代溝，建
物跡，土坑，
近世溝

６２４事前発掘清水　芳裕
宮本　一夫

１５３北 部
ＢＪ３１区

１９８５

埋８９土師器，近世
陶磁器

中世井戸，
近世土取り
穴

４２９５事前発掘清水　芳裕
浜崎　一志
菱田　哲郎

１５４病 院
ＡＪ１８区

１９８５

埋８９土師器，近世
陶磁器，鋳型

中世井戸，
近世土取り
穴

３０００事前発掘五十川伸矢
宮本　一夫

１５５病 院
ＡＪ１９区

１９８５



２４７

京都大学構内のおもな調査

備　　考文　　献遺　　物遺　　構面積
（�）

調 査 の
種 類担　当　者地

点
追 跡 名
調 査 名

年
度

埋８９土師器，近世
陶磁器

中世・近世
溝

５９９事前発掘清水　芳裕
宮本　一夫
難波　洋三

１６７教 養 部
ＡＰ２５区

１９８６

埋８９土師器，陶磁
器

古代土坑，
中世道

３３０事前発掘清水　芳裕
難波　洋三

１６８本 部
ＡＸ３０区

１９８６

埋９０土師器，陶磁
器

近世土取り
穴

３３１事前発掘浜崎　一志
難波　洋三

１６９医 学 部
ＡＬ２０区

１９８６

埋８９土師器，瓦器，
陶器

中世溝２４試　　掘清水　芳裕
五十川伸矢
浜崎　一志

１７０教 養 部
ＡＬ２３区

１９８６

埋９０縄文土器，土
師器，須恵器

土坑，河川６１８事前発掘浜崎　一志
千葉　　豊

１８０北 部
ＢＤ３３区

１９８７

埋９２縄文土器，土
師器，陶磁器

中世土坑，
近世道路

１６０４事前発掘五十川伸矢
千葉　　豊

１８１本 部
ＡＷ２７区

１９８７

埋９０土師器，須恵
器

包含層１６試　　掘清水　芳裕１８２北 部
ＢＨ３５区

１９８７

埋９２土師器，須恵
器

包含層１２試　　掘清水　芳裕１８３北 部
ＢＤ２８区

１９８７

埋９０近世尾張藩
邸堀

立　　合清水　芳裕１８８本 部
ＡＴ２５区

１９８７

埋９２土師器，瓦，陶
磁器

中世土坑，
近世道路

２１６事前発掘清水　芳裕
森下　章司

１９０牛ノ宮町
ＡＲ１９区

１９８８

埋９３土師器，瓦，陶
磁器

中世土坑，
溝

２４９５事前発掘浜崎　一志
千葉　　豊
森下　章司

１９１病 院
ＡＨ１９区

１９８８

埋９３土師器，瓦，陶
磁器

近世道路，
溝，野壺，井
戸

５９８.５事前発掘千葉　　豊
森下　章司
宮原恵美子

１９２病 院
ＡＥ１２区

１９８８

埋９３土師器，陶磁
器，瓦

近世井戸，
野壺，柵列

８０５事前発掘千葉　　豊
森下　章司
宮原恵美子

１９８病 院
ＡＥ１３区

１９８９

埋９５土師器，陶磁
器

近世井戸，
道路

３９３.５事前発掘千葉　　豊
森下　章司

２００病 院
ＡＧ１４区

１９９２

埋９３土師器中世土坑立　　合五十川伸矢
浜崎　一志
森下　章司

２０２教 養 部
ＡＲ２１区

１９９２

埋９５土師器，陶磁
器

中世井戸，
土器溜

１９５０事前発掘五十川伸矢
森下　章司

２０７医 学 部
ＡＭ１７区

１９９２

埋９５縄文土器，土
師器，陶磁器，
桟瓦

噴砂，古代
埋納遺構，
近世堀

１２４２事前発掘浜崎　一志
千葉　　豊

２０８北 部
ＢＡ２８区

１９９２

埋９５縄文土器，石
器

縄文包含層立　　合浜崎　一志
伊藤　淳史

２１３和歌山県
瀬 戸

１９９２

埋９７土師器，陶磁
器

中世砂取り
穴，近世野
壺

１４８０事前発掘千葉　　豊
伊藤　淳史

２１４本 部
ＡＶ３０区

１９９２

埋９７土師器，陶磁
器

古代溝，中
世土坑

１３２３事前発掘清水　芳裕
古賀　秀策

２１７北 部
ＢＢ２８区

１９９３

埋９７縄文土器，石
器，土師器，陶
磁器

中世井戸，
濠，溝，土坑

９２９事前発掘千葉　　豊
吉井　秀夫

２１８本 部
ＡＷ２５区

１９９３

埋９７弥生土器，土
師器，陶磁器

弥生流路，
古代溝，中
世土器溜

１０７４事前発掘伊藤　淳史
古賀　秀策

２１９本 部
ＡＵ３０区

１９９３



２４８

京都大学構内遺跡調査要項

備　　考文　　献遺　　物遺　　構面積
（�）

調 査 の
種 類担　当　者地

点
追 跡 名
調 査 名

年
度

梵鐘鋳造遺
構を現地保
存

埋９９縄文土器，弥
生土器，土師
器，陶磁器

弥生水田，
古代梵鐘鋳
造遺構，中
世井戸，溝

４０８０事前発掘五十川伸矢
伊藤　淳史

２２０総合人間
学 部
ＡＯ２２区

１９９３

埋９８土師器，陶磁
器

古 代 土 器
溜，土坑，中
世・近世道
路

１２２８事前発掘千葉　　豊
吉田　　広

２２１北 部
ＢＦ３４区

１９９３

埋９７土師器，陶磁
器

近世道路１１２.５試　　掘伊藤　淳史２２２病 院
ＡＦ１２区

１９９３

埋９８縄文土器，弥
生土器，土師
器

縄 文 貯 蔵
穴，弥生方
形周溝墓，
平安土壙墓

５３０事前発掘千葉　　豊
古賀　秀策
吉田　　広

２２９北 部
ＢＦ３０区

１９９４

埋９９土師器，陶磁
器

古代溝，土
器溜　

１３１４事前発掘古賀　秀策
吉田　　広

２３０本 部
ＡＸ２５区

１９９４

埋００弥生土器，土
師器，陶磁器，
瓦

弥生土器棺
墓，古代溝，
土坑，中世
溝

２０９２事前発掘伊藤　淳史
古賀　秀策

２３８総合人間
学 部
ＡＲ２５区

１９９５

埋００縄文土器，弥
生土器，土師
器，蓮月焼

縄文流路，
弥生流路，
中世井戸，
近世大溝

２２６０事前発掘千葉　　豊
吉田　　広

２３９病 院
ＡＧ２０区

１９９５

埋００土師器，陶磁
器

近世池，土
坑

２８０事前発掘千葉　　豊
吉田　　広

２４０病 院
ＡＦ２０区

１９９５

埋９９土師器，陶磁
器

中世大溝，
近世柵列

６２７事前発掘古賀　秀策
吉田　　広

２４１本 部
ＡＸ２６区

１９９５

埋００縄文土器，弥
生土器，土師
器，陶磁器

縄文流路，
中世土取り
穴，近世井
戸

５１０事前発掘五十川伸矢
古賀　秀策

２４８医 学 部
ＡＮ２０区

１９９６

埋０２弥生土器，土
師器，陶磁器，
銭貨

中世掘立柱
建物，土坑，
溝

３３０事前発掘伊藤　淳史
冨井　　眞

２４９総合人間
学 部
ＡＲ２４区

１９９６

弥生～中世
包含層

埋０２弥生土器，土
師器，陶磁器，
瓦

中世瓦溜立　　合伊藤　淳史２５４総合人間
学 部
ＡＲ２３区

１９９７

埋０５縄文土器，弥
生土器，土師
器，陶磁器，瓦

縄文流路，
弥生方形周
溝墓，中世
溝・土坑・土
器溜・石室

１８００事前発掘千葉　　豊
古賀　秀策
阪口　英毅

２６１総合人間
学 部
ＡＮ２２区

１９９８

埋０２土師器，陶磁
器，瓦

中世土坑，
近世柱穴

５４３事前発掘伊藤　淳史
冨井　　眞

２６２本 部
ＡＵ２８区

１９９８

弥生～近世
包含層

埋０２弥生土器，土
師器，陶磁器

立　　合古賀　秀策
千葉　　豊

２６４総合人間
学 部
ＡＬ２４区

１９９８

埋０３縄文土器，土
師器，陶磁器

中世井戸，
土坑

４９事前発掘千葉　　豊
阪口　英毅

２６９病 院
ＡＦ２０区

１９９９

埋０３土師器，瓦，陶
磁器

中世井戸，
集石，土器
溜

２０２８事前発掘伊藤　淳史
冨井　　眞

２７０医 学 部
ＡＯ１７区

１９９９
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京都大学構内のおもな調査

備　　考文　　献遺　　物遺　　構面積
（�）

調 査 の
種 類担　当　者地

点
追 跡 名
調 査 名

年
度

埋０３古 墳 時 代
溝，中世井
戸，瓦溜，
溝，近世溝

１９１３事前発掘千葉　　豊
阪口　英毅

２７１本 部
ＡＷ２６区

１９９９

埋０３時 期 不 明
溝，高野川
系流路攻撃
面

立　　合冨井　　眞２７２本 部
ＡＸ２２区

１９９９

埋０５縄文土器，弥
生土器，石器，
陶磁器

弥生水田，
中世溝，近
世井戸

２１５８事前発掘伊藤　淳史
冨井　　眞

２７６北 部
ＢＣ２８区

２０００

第２章縄文土器，土
師器，陶磁器，
鉄鍋，馬具，銭
貨

終末期古墳
周濠，中近
世白川道，
尾張藩邸水
路・堀

２６５４事前発掘千葉　　豊
阪口　英毅

２７７本 部
ＡＴ２１区

２０００

整理中縄文土器，近
世陶磁器，瓦

縄文時代流
路，中世井
戸，近世井
戸・土坑

８０００事前発掘千葉　　豊
冨井　　眞

２７８病 院
ＡＥ１９区

２０００

近世包含層埋０５土師器，陶磁
器

近世土坑３２０試　　掘阪口　英毅２７９病 院
ＡＥ１８区

２０００

埋０５１２試　　掘清水　芳裕２８０病 院
ＡＦ１３区

２０００

遺跡なし埋０５１２試　　掘清水　芳裕２８１病 院
ＡＪ１５区

２０００

第３章縄文土器，弥
生土器，石器，
土師器，陶磁
器，青銅製経
筒，ガラス玉，
瓦

奈良時代掘
立柱建物，
平安時代経
塚，古代・中
世溝，柵

２３７５事前発掘伊藤　淳史
梶原　義実

２８８吉 田 南
ＡＲ２４区

２００１

第１章立　　合清水　芳裕２８９本 部
ＡＸ３０区

２００１

第４章土師器近世柱穴立　　合清水　芳裕
千葉　　豊

２９０病 院
ＡＦ１２区

２００１

第４章土師器，陶磁
器

近世柱穴立　　合清水　芳裕
千葉　　豊

２９１病 院
ＡＦ１３区

２００１

第１章立　　合伊藤　淳史
梶原　義実

２９２吉 田 南
ＡＭ２４区

２００１

第４章尾張藩邸堀立　　合清水　芳裕
千葉　　豊

２９３本 部
ＡＴ２５区

２００１

中近世包含
層

第１章青磁立　　合清水　芳裕
千葉　　豊

２９４北 部
ＢＨ２９区

２００１

第１章立　　合清水　芳裕２９５北 部
ＢＪ３５区

２００１
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所　在　地
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所収遺跡名 遺跡番号市町村

共通管理棟新営２６５４

２０００
１００１～

２００１
０３３０

１３５°

４６′
　

５５″

３５°

１′
　

１６″

－２６１００
 京都府京都市左京区 
きょうとふきょうとしさきょうく

 吉田本町 
よしだほんまち

 本部構内 
ほんぶこうない

AT２１区

全学共通教育棟新営２３７５

２００１
１００１～

２００２
０５０２

１３５°

４６′
　

５８″

３５°

１′
　

１２″

－２６１００
 京都府京都市左京区 
きょうとふきょうとしさきょうく

 吉田二本松町 
よしだにほんまつちょう

 吉田南構内 
よしだみなみこうない

AR２４区

特　記　事　項主　な　遺　物主　な　遺　構主な時代種　別所収遺跡名
縄文土器，弥生土
器，石鏃

縄文～
弥生時代

散布地本 部 構 内
AT２１区

中世～近世の白川道
土師器，須恵器溝 １

土　坑 ６
古　　代墓　地

鉄製馬具（轡）の出土
大型鉄鍋の埋納土坑
備前すり鉢を蔵骨器と
した土坑墓

土師器，須恵器，陶
磁器，瓦器，馬具，
鉄製品，銅製品，銭
貨，瓦 

道　路 ２
井　戸 ７
土坑・集石・溝・柱穴
 多数

鎌倉～
室町時代

集落跡

江戸時代の銭貨の一括
出土

土師器，陶磁器，銅
製品，銭貨

道　路 １
野　壼 ７
土坑・溝・柱穴 多数

江戸時代田　畑

幕末尾張藩の水路と堀
土師器，陶磁器，瓦
器，人形，泥面子

溝 ３
池 １
土　坑 ７

幕　　末大　名
屋　敷

京都帝国大学草創期の
水路と陶磁器

陶磁器溝 ２
池 １
道　路 １
建物状遺構 １

近　　代大　学

縄文後期・弥生前期土
器（内傾口縁土器含む）
のまとまった出土　
奈良時代の掘立柱建物
平安時代の経塚遺構
平安～鎌倉時代の瓦の
大量出土　
中世濠状の大溝と吉田
社関連の遺構

縄文土器，弥生土
器，石器

縄文～
弥生時代

散布地吉田南構内
AR２４区

土師器，須恵器，陶
磁器，経筒，ガラス
玉，瓦，鉄製品，青
銅製品，銭貨

建　物 ２
経塚遺構 １
土坑・溝・柱穴 多数

奈良～
平安時代

集落跡

土師器，須恵器，陶
磁器，瓦器，石製品，
鉄製品，瓦

柵 ４
石室 １
土坑・溝・柱穴 多数

鎌倉～
室町時代

神社跡

土師器，陶磁器，蓮
月焼，青銅製品

野　壼 ３
土坑・溝・柱穴 多数

江戸時代田　畑

緯度・経度は旧日本測地系（第�座標系）にもとづく



第�部　京都大学埋蔵文化財研究センター紀要��

  遺 棄 か ら 埋 没 ま で

 冨井　眞

  中世吉田地域の景観復原

 吉江　崇

  考古資料としての蓮月焼

 千葉　豊



２５３

遺棄から埋没まで
――弥生土器の原位置論的分析――

冨井　眞　

　１　は　じ　め　に

　遺跡出土の遺物を回収するに当たって，出土状態の記録をとることは非常に重要な作業

である。出土情報の必要性を訴えた１３０年以上前のピットリヴァーズの功績は無論として

も，その後の日本での研究でも原位置情報の収集は，麻生優の先史時代遺跡での実践を転

機として加藤晋平・宇田川洋の近世遺跡での調査などを経て，時代を問わず遺跡全般で効

力をもつことが示されたが，こうした原位置情報を基にして遺物の遺存状態や接合関係な

どを調べることによって，遺跡の形成過程や当時の人の行動まで推察が可能になること

は，先学の数多くの分析結果が物語っている（１）。しかしその一方で，墓などのように遺構

の性格が容易に限定できる場合には，かえって遺物の出土状態の検証が不十分になること

もあり，また，一般に出土資料の時代背景などに対する関心が強過ぎるせいか，遺物につ

いては原位置情報は閑却が許されて，出土状態に左右されない内包的情報が偏重されるこ

とも少なくない。そして，後者の場合の遺物そのものの内包的特徴についても，使用時点

の痕跡が指摘されることもあるが多くは製作時点の痕跡の抽出にとどまり，破損の痕跡は

あまり注目されず，従って廃棄の理由も推測されにくい。

　本論では，流路際の斜面で出土した弥生時代の土器一個体を題材として，遺物の出土状

態に関するいわば状況証拠と，遺物そのものに関するいわば物的証拠とを基に，過去の人

間行動の復原を試行する。その手順として，まずはじめに遺跡とその周辺について概観を

する。ついで，対象とする弥生土器の遺棄から埋没にいたるまでの様相を，遺構の堆積環

境，遺物の内包的情報，遺物の原位置情報の三つの視点からそれぞれ分析・検討する。そ

して最後に，この土器の利用の最終時点の場面の復原，すなわち過去の人間の具体行動の

一端の復原を試みる。

　本論の目的は，考古学を軸とした過去の人間行動学が，過去の一場面（いつ，どこで，

なにを，だれが，なぜ，どうした）をいかに具体的に復原し得るか，その論理的道筋を示

すことにある。これを契機に，復原されたこの具体場面の是非だけでなく，考古学的研究

の実践方法の意義や可能性についても議論が深まれば幸いである。



　２　遺跡の概要と作業の方針

　�　遺跡の位置と遺構の概要（図１６３）

　対象となる資料は，京都市左京区の北白川追分町遺跡から出土した弥生時代中期末（第

�様式末：約２０００年前）の壺形土器一個体であり，この時の調査については既に報告があ

る（２）。遺跡は，東方の比叡山地南部から西流してきた白川の形成した北白川扇状地の西端

近くに位置しているが，この北白川追分町遺跡では，同時期の明確な資料はほとんどまっ

たく確認されていない。周辺に位置する第�様式から第�様式にかけての遺跡は（３），１�

南西の現在の鴨川左岸に，大型の土器片がコンテナ１箱ほど出土している吉田山西麓遺跡

があり，２�南方の現在の白川右岸に，方形周溝墓も確認されている岡崎遺跡がある。こ

のように，北白川追分町遺跡よりも下流に位置する地域には同時期の遺跡が知られている

が，上流に位置する，白川の上中流域や谷出口，あるいはかつての白川に合流する辺りと

なる現在の高野川下流域左岸には，当該期の資料はほとんど見つかっていない。

　本論で扱うのは，黄色砂からなる白川弥生土石流堆積層を削り去って西流した白川に

よって形成された東西方向の窪地の，北肩に堆積したシルト質土中で検出された土器片集

中部である。土器片の広がりは，楕円形状で，窪地に平行する東西軸は約１．５�，窪地への

南下がりの傾斜に平行する南北軸は約１．０�をはかる。以下，この集中部を，調査記号と既

に報告された遺構記号とを併せて，「ＫＳ００ＳＸ５」，あるいは「ＳＸ５」と呼ぶ。

２５４

遺棄から埋没まで

図１６３　遺跡と遺構の位置（左：縮尺１/６万，右：縮尺１/８００）



２５５

　�　分析の方法と作業の方針

　土器片は，シルト質土の上面では確認できず，掘削中に検出された。土器片が出土し始

めてからは竹ベラで丁寧に掘り下げ，また土器片の集中部の周囲も精査して遺構検出に努

めたが，掘り込み状の遺構は確認されなかった。回収された土器片の点数は約１５０だが，遺

物の存在に留意しながらの掘削をおこないかつ破片の存在を確認してからは丁寧に掘り下

げているので，回収し損なった破片はごくわずかと言える。このうちの１２６点については

出土時の三次元的な原位置情報を記録し，その多くについて，調査中の記録写真を基に，

出土時の表裏の向きや破片の口縁側が指していた方位などを確かめた。また，原位置情報

のない破片８点も含めて，部位の同定や長軸の計測のほかに，接合に先行して，器表面や

破断面の摩滅程度の相対評価，付着物および�離部の有無など，幾つかの観察項目を設け

て破片の状態を記録し，接合に際しては接着断面の接着程度も相対評価した（４）。

　一個体の弥生中期末の壺形土器が単独で残存率も比較的高い状態で掘り込みもない斜面

水際から出土した，ということは通常の考古学的調査から導き出せるにしても，この遺構

がどのように形成されたのか，つまりなぜこの土器が割れ，そしてどのように残されたの

か，ということを解釈するためには，堆積環境，出土状況，破片の特徴，割れる前の土器

の素性などに関する情報を総合的に把握する必要がある。そこで次章からは，堆積環境，

土器の破損に関わる製作・使用上の特徴と破片の特徴，破片の分布や接合関係や接合線の

様相について，それぞれ検討していく。

　３　堆　積　環　境

　前章ではＫＳ００ＳＸ５の周辺環境について概観したので，ここでは，より微視的な堆積

環境について，堆積物の観察に基づいて検討していく。

　�　白川について（図１６３・１６４）

　ＳＸ５の土層は，水流に起源のある黄色シルト質土で，いわゆる斜面堆積の観を呈する

（図１６４－１：ｇ層）。しかし，ラミナも確認できず，径５�に満たない花崗岩風化砂粒が

散在し，径５０～１５０�ほどの礫も稀にみられることから，通常の流水による水成堆積を思わ

せるような層相とはいえない。また，直上の層は土壌化の進んだ黒灰色の粘質土層，直下

の層は灰白色のシルト質土で，これら３枚の地層には色調以外には基本的に相違点はない

ので，おそらく堆積環境はほぼ同一であったと考えられる。これらのシルト質土の下位な

いしは斜面下方に堆積しているのは，拳大から小児頭大の礫を多く含む褐色砂礫層であ

堆　積　環　境
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図１６４　ＳＸ５の検出層位と周辺の層位　縮尺１/１００



２５７

る。この砂礫層は，地点によって層相が異なり一様には扱えないが，ＳＸ５周辺では，径

５�以上の粗砂中に５０～１５０�ほどの礫多数を緩く包含していて，礫のならび具合等も含

めて判断する限りでは，一定の流量の水流による水成堆積の状況そのままを維持している

とは思えない。その一方で，ＳＸ５から東方へ２０ｍほどの所では，この砂礫層に介在する

径５�以下の粗砂層の中に，ラミナが発達した部分も確実に残存する。つまり，褐色砂礫

層の中には白川の水成堆積がそのまま維持されている部分もある。以下，この褐色砂礫層

全体を，既に報告された遺構記号に準拠して「ＳＲ１下部」と呼ぶ。

　ＳＲ１下部の底面の標高を東西方向でみてみると，ＳＸ５南縁付近では５９．６�ほどであ

り，ＳＸ５の２０ｍ東で５９．８�をはかり３０�西で５９．４�をはかるので，ＳＲ１下部は５０�に

つきわずか０．４�西に下がっていることになる。また，ＳＲ１下部の上面でみれば，ＳＸ５

周辺の標高は５９．９ｍほどであり，ＳＸ５出土土器片の標高の最も低い破片も５９．９�で同様

の値を示す。しかしＳＲ１下部の上面は，十数�南方においては，標高６１．０�をはるかに

超えるほどに，堤状に盛り上がった堆積をしている。

　さらに南をみてみると，ＫＳ００ＳＸ５（京都大学構内遺跡ＢＣ２８区）の南約３０�のＢＢ

２８区で，同様の層順で標高６１．０�をはるかに超える，ＳＲ１下部に類似した砂礫層がある

が（５），この地点では白川弥生土石流堆積層とその砂礫層との見分けが難しい。しかし，Ｋ

Ｓ００ＳＸ５の南約５０�のＢＡ２８区では（図１６４－２），ＳＲ１下部と同様の砂礫層が標高

６１．０�ほどまでに達し，さらに，２�余りの厚さをもつ白川弥生土石流堆積層が，その砂

礫層をもたらした水流によって北側に傾斜しながら削り取られている（６）。以上より，ここ

では，中間の様相は不確実な点が多いものの，ＳＲ１下部は，延べ約５０�の川幅で西方に

流れた白川の痕跡と考えてみたい。

　このかつての白川の水流は，北岸に近いＳＸ５の東２０�ほどの所では，径５�前後の粗

砂のラミナが発達した部分も残しており，南岸側では，土石流堆積砂の下位の土層さえも

深さ１�近く削っていて土石流堆積層上面の旧地表付近からみれば２．５�近くの深さまで

（標高５８．５�ほど）浸食している。しかし，このようにして幅広くそして深く浸食した河

道ではあるが，その横断面のわかる範囲から考えると，滞水と強い流れとを繰り返しなが

ら軌道を移動させているようであり，常時５０ｍ幅の水流が流れていたとは思われない。む

しろ，ＫＳ００ＳＸ５の辺りは，白川扇状地の傾斜変換点近くに位置することから（７），白川

の流れは，通常は伏流していて「水無川」のような状態か，流れていても「小川」程度

だったかもしれない。
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　�　微地形について

　ＳＸ５周辺の地層が水成堆積そのままの状態を維持していないとすれば，ＳＸ５は，恒

常的な流水域ではなく，むしろ頻繁に水の及ぶ機会のある川岸近くと考えるべきであろ

う。つまり，ＫＳ００ＳＸ５は，白川の水流が，総幅５０�の河道の少なくとも北縁部分には

常時は存在せずに大雨の時ぐらいにしかそこを走らないような，いわば放棄流路のような

環境下に，すなわち，ＳＸ５の数�南方の自然堤防状の礫堤の北側にできた東西方向に広

がる後背湿地状の堆積環境下に形成された，土器集中部であると言えよう。

　ＳＸ５の土器片の分布から堆積環境を考えてみても，同様の推察が導き出せる。調査区

を横断して広がるこのシルト質土層内全体でみれば，土器片の存在が局所的であるととも

に，ＳＸ５の広がりは集約的である。しかも，ほとんどシルトのみしか堆積させていない

程度の水流には，これらの土器片を運んでくる営力はない。これらのことは，土器片が原

位置を損なっている可能性を否定しよう（８）。その一方で，シルト質土中に確認されたＳＸ

５の周辺で，出土土器片とＳＲ１下部の上面が標高を同じくしている。こうした状況か

ら，ＫＳ００ＳＸ５は，湿地のような非恒常的流水域のなかでも，例えば，わずかな出水で

も寄せ波の来るような，正に水際のような環境が想定できる。

　以上の堆積環境についての検討を承け，破片となった遺物そのものの出土状況の説明を

して詳しく状況証拠を分析していくが，その前に，破片それぞれの特質についての理解を

助けるために，次章では遺物そのものについての物的証拠の記述をおこなう。

　４　遺物の特徴

　本章では，遺物が内包する情報，すなわち

遺物が製作され始めてから破片になって遺棄

される直前までの物的特徴について，製作・

使用・破損のそれぞれの段階でそなわった破

損に関わる要素を中心に，その段階順に検

討・説明していく（図１６５～１６８）。

　�　製作に関して

　まず，本論での破片の部位名称について，

口縁から順に説明する。端部がなくとも受け

口状の側面があれば，口縁部とみなす。口縁

２５８
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図１６５　ＳＸ５出土土器　縮尺１/６



２５９

端部を含まずに最もくびれる部分が含まれるものを頸部とする。最もくびれる部分までは

達しないが頸部付近のナデが認められるものを胴上部とする。外面に斜めハケが施される

部分は胴部とする。胴部のうち，特に，胴部最大径以下のハケメ部で器壁の薄い部分を胴

下半部とし，最大径付近を胴央部とする場合もある。接地部はないが底部近くのナデ調整

が見られ器壁が厚みをもつものを底部付近とする。接地部があるものを底部とする（９）。

　続いて，既往の報告を踏まえつつ（１０），主に製作技術などに関して，本論に関わる点をや

や細かく説明する。出土した土器の口径は２６�，胴部最大径３２�，底径４．５�，器高３６�を

はかり，残存率は，口縁ではおよそ１００％に近いが底部では５０％程である（図１６５・１６６）。

遺　物　の　特　徴

図１６６　出土土器片の接合のしかたと破損線（数字は破片番号）　 縮尺１/６



胴部には欠損面積が大きい部分があるけれども，胴下半部では，接合できない２０点ほどの

破片も含めれば残存率は胴部の中でも高い。全体の残存率はおよそ７０％程であろうか。器

厚は，胴下半部が薄く，最も薄い部分では４�程であるが，その他の部位ではおよそ６～

７�である。口縁の断面形態は受け口状で，口縁端部外面の強くつまんだナデによって凹

線が痕跡的に表現されている。

　底部の成形は，円盤充�技法によるものと思われ，円盤と底部付近とを補強するべく底

部周辺にも粘土が付加され，凹底になっている。底部の接地部（以下，便宜的に「畳付」

と呼ぶ）の調整が，底裏面のナデに被さっていて，畳付外面には幅の細い刻みが巡るので，

円盤充�後に土器を逆位にして底部の最終調整をおこなったことがわかる。このように，

底部は素地粘土の接着を入念におこなっている。器体の内面調整は，底部はナデで，胴下

半部から胴上部にかけてはハケメが施され，その方向はそれぞれ，胴部最大径以下の胴下

半部は鉛直方向，胴上半は内面に向かって左上がりで，頸部・口縁の調整は横方向のナデ

である。外面は，底部はナデが残る部分もあるが基調としては向かって左上がりのハケメ

が施され，胴下半部はおよそ鉛直方向のハケメ，胴上半は外面に向かって左上がりのハケ

メ，頸部から口縁にかけてはナデであり，頸部ではハケメがナデに切られている部分があ

る（破片番号８・３６。以下，個別破片については○○番と呼ぶ）。こうした特徴から，こ

の土器は，第�様式の終わり頃の壺形土器と言える。

　胴部最大径部分をやや下がった辺りでまだ器壁の厚い部分の外面には，器壁の薄い胴下

半部の器表面とは異なる色調の粘土が，胴下半部に覆い被さるようにして，溜まりのよう

な１�以下の段差をもちながら巡っており（図１６７－１），さらに，主にこの段差の下位に

は，ゲル状の粘土を塗りつけたような飛沫がしばしば見られ，これらによって，例えば５５

番の外面では，灰黄色（２．５Y７/２）のカンバスににぶい橙色（７．５YR６/４）の泥滴が底部に

向かって垂れた観を呈している（同２：矢印）。また，この段差の直上１�前後では２～

３�の砂粒が５～１０％の面積比を占めながら口縁方向に５�程度移動している箇所が多数

見られ，下から上へのケズリ状痕跡となっている（同３）。こうした諸痕跡のうちで，飛

沫の上にはハケメが認められることがある（同４：矢印）。ケズリ状痕跡では，ハケメと

向きを違えるものはなく，むしろハケメの一単位の中の条と一致するものも多い。さら

に，内面では，この辺りからハケメの方向が変わることに加え，胴下半部のハケメの上端

に上方からの粘土が覆い被さっている部分も確認できる（同５：矢印）。以上のことから，

土器の上半と下半とを分割成形しておいて，両者を併せて一つの壺形にするときに，器壁

２６０

遺棄から埋没まで



２６１

の薄い下半と厚い上半とをうまくなじませるべく，接合部外面に補強用に，胴下半とは別

の，粗粒砂を多めに含んだ粘土をかなり水分を多く含んだ状態の時に補充し，ハケメを施

す原体を下から上へと移動させて上半と下半との密着をはかったと思われる（１１）。

　色調差と段差を伴うような同様の接合痕跡は，頸部でも確認でき，例えば９９番の内面で

は，にぶい黄橙色（１０YR６/３）の口縁の粘土がにぶい赤褐色（５YR５/４）の頸部の粘土に覆

い被さっている（図１６７－６：矢印）。ただし，この色調の差異は，上記の胴部最大径部と

は異なって土器の内側のしかも屈曲部の事例なので，土器焼成時の被熱の程度差を示すに

遺　物　の　特　徴

図１６７　各部の詳細（カッコ内の数字は破片番号）　 縮尺不同



すぎない可能性もある。この他の頸部での接合痕跡では，３９・２４番の外面の�離部では，

横位のナデが確認できることに加え，�離によって生じた段差であるにもかかわらず，色

調は途切れずに整合的に移行していく（同７）。この場合は，接合強化のための添付粘土

が，焼成直前ないしは焼成中に�がれた痕跡と考えられよう。また，胴下半と底部付近と

においても，粘土の色調の差異はないけれども，胴下半外面の粘土が底部付近外面の粘土

に覆い被さるようになって段差を生んでいる部分があり，例えば９５番では，その段差上位

側に２�の砂粒が下から上へわずかに移動しているケズリ状痕跡があって，しかも下位の

ハケメとは異なる方向をとっている（同８）。つまり，この部位においても器体上方の調整

が下方の調整の上にのっている。

　こうした観察によれば，この土器は口縁・胴上半・胴下半・底部付近・底部円盤の複数

の部位に分けてあらかじめ成形しておいて，それらを輪積みのように密着させるときに，

それぞれ口縁側の部位が底部側の部位に覆い被さるように粘土を付加していると判断され

る。このように，製作技法において，器壁の厚みという点では水平方向でのまとまりはあ

るが，そのまとまりを越えて垂直方向にまとまりをみせる製作の単位があるわけではない

ので，製作の単位は，バナナの皮むきのような縦板ではなく，通常の水平方向の粘土単位

の積み上げであることは間違いない（１２）。

　さて，土器の胎土は，内面では部位による偏りなく全体的に，３�までの長石・石英お

よび堆積岩粒と思われる濃紺色の砂粒を面積比５～１０％程度含む。しかし，外面では，胴

下半部にはこうした砂粒はほとんど全くなく，粒子は１�までで面積比も１％程度であ

る。また，胴部最大径以上の胴上半や底裏でも比較的粒度は小さく，１�以上の砂粒の面

積比も小さい。対照的に，口縁から頸部，胴部最大径付近の分割成形接着部の段差直上，

底部付近には，それぞれ２�以上の砂粒が３％以上の面積比で確認できる部分が多い。特

に胴部の分割整形接合部では，その面積比が上述のように外面では著しく高く，内面と同

程度であり，胴部に砂粒の帯が巡っている観を呈するとも言えよう。この外面の含有砂粒

の対照は，成形技術からうかがえた分割成形の単位とおよそ対応するが，内面ではそうし

た対照性はないので，胎土全体の違いというよりは，外面の器面調整作業中の工程の違い

と解釈できよう。以上のように，この土器は，基本的には同一の胎土を複数の部位に分け

て分割整形で製作されたが，外面を比較的丁寧に調整しながら，それぞれの部位を念入り

に継ぎ合わせたと考えられる。
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２６３

　�　使用に関して

　胴部外面の最大径部分よりやや上方の斜めハケメ部に幅５�前後の帯状の薄黒色部分が

巡っている（図１６７－９）。使用に伴う煤の付着なのか，土器焼成時のものなのかは不明で

ある。その一方で，口縁外面の受け口部から胴部にかけて薄黒色部分が下方に連なる箇所

があり，吹きこぼれを思わせる（５４・３９番）。使用痕として明確なものに，被熱ではない

が，畳付の摩滅光沢をあげられる（同１０）。この土器が頻繁に据え置かれたりするなどし

て，底部に対していくらかの営力が頻繁にかかった証拠となろう。このほかに使用痕と思

われるものとして，器面の�離部が数カ所認められる。破損時ないし堆積時のもので使用

時点には存在しなかった場合もあろうが，複数の破片にまたがって�離の縁端を共有して

いるものについては，破損以前の�離とみなし得る。底部付近の９５番と１２０Ｂ番の内面に

またがる�離部は（同１１），底部と胴下半部との接着粘土が�離したものであろうが，通

常の内面とは色調の差異が明瞭なので，焼成以後に生じたと思われる。胎土中に気泡など

を含んでいて�がれやすかった部分が，オタマなどと接触して�離した使用痕といえるか

もしれない（１３）。複数の破片にまたがるこうした�離部は外面にもあり，３９番と４１番にまた

がる口縁の外縁に認められる。ここは，他の器物と接触して一部損壊してしまったのだろ

う。一部損壊という観点で見れば，５９・９７番の外面の５�ほどの傷には，小指の爪先のよ

うな鋭利な傷も数条見られ（同１２），齧歯類の噛み痕の可能性もある（１４）。

　器表面の摩滅度を見てみると（図１６８），外面の摩滅度の高い破片は胴部最大径付近ない

しその直下にやや目立つが，�離はむしろ器表面が摩滅していないものにも多い。それぞ

れ，土器を支持する際の手ズレと，他の器物との接触による使用痕と考えられるかもしれ

ない。その一方で内面については，破片の多くは出土時に内面上向きだったので破損後の

表面変化の可能性もあるが，摩滅度の高い破片が総じて多く，また，内面の�離があるも

のは内面の摩滅しているものの中でも胴下半にやや目立つ。内容物やその内容物を取り出

す行為によって器表面が摩り減っていた可能性もある。なお，内面上向き出土以外で内面

の摩滅度が高い破片は，頸部付近に目立つので，土器を横向けに抱えながら内容物をかき

出す作業もしばしばおこなわれたのかもしれない。

　�　破損に関して

　破片の形状では（図１６６），頸部から胴上半では横長の菱形・三角形が目立ち，胴央部付

近では（隅丸）方形が目立つ（１５）。破片の大きさは，最小で１５�四方程度，最大でも８０�四

方程度であり，長軸の長さで見れば２０～１２０�に収まる。部位ごとに見れば，口縁部は１２４
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番と包含層出土破片を除いて全て

長軸５０�以上であり，また底部・

底部付近でも８２番を除いていずれ

も長軸５０�以上であり，どちらの

部位でも一破片当たりの表面積が

小さくならない傾向が強い。同様

の特徴は，胴央部の分割成形接合

部付近でもみられ，包含層出土の

ものを除けば７９番を除いて長軸が

５０�を超えるもので占められてお

り，そのうち７０�を超える大型の

ものも半数近くある。対照的に胴

下半部では，９７番を除いて長軸が

７０�を超えるものはなく，１破片

当たりの表面積がやや小さくなり

小破片化している傾向がある。な

お胴上半は，小片もあるけれども

比較的大きめの破片が多い。破片

の大きさは割れやすさの目安とな

るが，当然，器壁の厚みに規制さ

れるので，厚い破片は小さくなり

にくく薄い破片は小さくなりやす

い。この点で胴下半部の小破片化

は必然的である。

　完形個体の破損という現象を考

えてみた場合，土器の第一次的な

亀裂を把握することは重要であ

る。こうした亀裂をここでは「破

損幹線」と呼ぶ。破損幹線は幹線

以外の破損線に切られることはな

２６４

遺棄から埋没まで

図１６８　内外面の摩滅の傾向　縮尺約１/１０



２６５

く，幹線以外の破損線は理論上は時間的に幹線よりも後に生じたことになる（１６）。破損幹線

の走向は（図１６６），胴上半は斜方向が目立ち，胴下半では底部付近から放射状に走るもの，

すなわち，口縁に対しておよそ垂直方向にスムーズに走るものが目立つ。口縁に対して水

平方向に走る破損線は，胴央部の分割成形接合部およびその数�上位の最大径付近によく

認められるほかは，頸部くびれ部付近に多少認められるだけであるが，そのどちらの部位

でも，破損線が波打つように走行している。頸部にまで垂直方向の幹線が達してはいない

が，胴部最大径付近の分割成形接合部は，垂直方向の幹線を切ることはほとんどない。お

そらく，頸部でも胴央部でも，分割整形という技法のために継ぎ目から破損しやすかった

とはいえ，製作時の粘土塗布による入念な密着化によって，このような波行を示したのだ

ろう。

　外面ないし内面のどこか一点を中心にしてそこに穴が生じ，かつそこから皮むきされた

バナナのように全ての破損幹線が放射状に走り始める，といった箇所は明確には確認でき

ない（１７）。しかし，胴下半部では，底部付近の８４番と１１６番の間あたりに，部分的にバナナの

皮むきのような幹線の収斂がみられる（図１６６：×印）。これに対して，胴部ではむしろ斜

め方向に破損幹線の走行がみられるが，明確な収斂箇所は見あたらない。この土器は，バ

ナナの皮むきのように縦方向の粘土板をつなぎ合わせる技術では製作されていないので，

少なくとも垂直方向の破損幹線のほとんどは土器焼成以後に生じた要因によって走ったこ

とを示している。例えば，土器の疲労部分（ひびなど）を示しているか，あるいは破損を

生じさせた衝撃の伝わり方を示しているかもしれない。複数の破損線の合流点において，

破片縁辺部に見られる�離痕のような傷跡が，その合流点を中心にそれぞれの破片に共有

されていれば，その傷が破損に先行して生じている可能性があり，そうした箇所は，６１番

と７４番と１０７番との縁辺が同時に交わる箇所と，１６番と２８番と１１２番との縁辺が同時に交わ

る箇所がある。しかし，どちらの交点も，破損幹線の放射状走向の起点とはなっていない

ので，破損前の疲労を示唆するもののその傷が破損の直接の要因とは考えがたい。

　垂直方向の破損幹線の走向と関わる疲労として注意したいのは，畳付けの摩滅が物語

る，土器を正位に据える行為の頻度の高さである。この行為による衝撃疲労が，底部から

口縁方向へ向かうかたちで蓄積されていたと考えられる。また，復原的に製作した縄文土

器の煮沸体験を重ねた研究によれば，破損幹線が垂直方向に生じやすく水平方向に生じに

くいという（１８）。縄文土器も弥生土器も煮沸土器においては製作と使用に著しい違いがない

とすれば，先史土器においては，煮沸の繰り返しによって，製作技法に伴う水平方向の相対
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的脆さ以上に垂直方向に潜在的疲労が蓄積していると理解できるかもしれない。ＳＸ５の

壺形土器には胴上半に帯状の黒色部が巡るが，これを煮沸による二次的被熱痕跡とみなす

ならば，頻繁な据置行為に加えて煮沸も，垂直方向への疲労を蓄積させたと考えられる。

　いずれにしても，破損幹線の多くは，破損を生じさせた衝撃の伝わり方を示していると

考えるべきであり，以上より，底部近くの８４番と１１６番のあいだ辺りの衝撃が破損の直接要

因だと考えられる。そして，そことは「地球の裏側」に相当するような対称的位置関係の

辺りで破損線を見てみると，１０８番より外面向かって右側辺りを中心にして，水を張ったバ

ケツを叩いたときの水紋のように，同心円状の走向が読み取れるので，その同心円の中心

を，８４番と１１６番のあいだを基点とする破損の衝撃の伝導の最終到達点と考えれば，この推

測は矛盾してはいないだろう。

　５　出土の状況

　本章と次章では，破損した壺形土器の出土状況について，まず本章で各破片の特徴と原

位置情報とを組み合わせながら検討し，つづいて次章で破片の接合作業から得られた知見

を説明する。

　ＫＳ００ＳＸ５の分布の平面形状は（図１６９），前述のように東西長軸をもつ略楕円形であ

る。破片の出土標高をみてみると，東西では，ほぼ水平と言えるがごくわずかに西が低く，

南北では，Ｘ＝１９９８．７付近までは北から南へとおよそ５０�につき２０�の勾配で低くなって

おりそれ以南では標高５９．９５�くらいのまま勾配もなくなる。つまりＳＸ５は，およそ地

形を反映した垂直分布を呈する。破片の出土標高を参考にして，後述するように二次的に

移動したと思われる破片の存在なども考慮しつつ，試みに等高線を５�コンターで引いて

みると（図１７０），遺物の広がりの東半西側付近がやや北東方向へ入り江状に奥まっている

ように思われる。これらのことはＳＸ５全体が，掘り込まれた遺構ではないことと，局所

的に遺物が溜まりやすい窪地のような堆積環境でもないことを支持する。

　破片の大きさを見ると（図１７１），長軸７０�以上の大型破片は分布の東半に多く，また東

半では長軸４０�未満の小型破片が西半よりも少ない。西半には大型破片も分布するが小型

破片の比率も高い。また，分布の南縁の破片は（８２・８１・２４・２５・２３・２１・２０・１９・２

番），長軸が４０�未満で，南下がりの地形にもかかわらず出土標高もやや高い。さて，小破

片については，西側に多く分布するのは器壁の薄い胴下半部が多く分布することを反映し

ているが，傾斜の低くなる南縁に分布するものについては，大きい破片よりも弱い営力で

２６６
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図１７０　出土破片の標高から推定したＳＸ５一帯の等高線　縮尺１/２０

図１７１　出土破片の大きさと長軸方位　縮尺１/２０



２６９

移動しやすいという必然的条件のみでなく，出土標高が比較的高いという特徴も，ともに

二次的移動を示唆するだろう。

　破片の長軸方位を長軸７０�以上の大型破片で見ると，中央北側では，傾斜に直行する東

西方向のものはほとんどなく，南下がりの地形を反映した長軸方位である。中央から西半

にかけては，傾斜の緩くなる南半では南北方向をとらずに傾斜に直交するものが多い。こ

れに対して中央部の５４番や東半東側の破片では，傾斜の緩くなる南半でもほとんど傾斜に

平行して南北方向をとる。さて，中央部の５４番あたりと東半東側は，推定等高線が示すよ

うに半島状の高まりとなっており，そこでは，ＳＸ５南半のそれ以外の箇所が川岸に打ち

寄せる弱い水流を完全に被って微かに地点移動するような水深になっても，まだ半島の上

では水がひたひた寄せる程度で，却って引き波の影響をやや強めに受けて，川の方へ向か

う長軸方向となる南北方向へと水平回転している可能性もある。その他では，勾配のほと

んどない南半では，東辺を除いて，東西方向の水の弱い流れの影響を受けていたかもしれ

ない。つまり，破片が着地してからは，西への弱い水流に引きずられるようなわずかな移

動もあったのかもしれない。

　土器の部位別の分布をみてみると（図１６９），胴下半から底部にかけてはほとんど西半に

分布し，対照的に胴部から口縁部にかけてはほとんど東半に分布するかたちで，西から東

に進むにつれて底部から口縁部へと移っていくように，部位ごとのまとまりにはかなり整

合性がある。胴下半で東半に分布しているものでは，その中でも最も西寄りに出土した５２

番を除く２１・１０２番の２点は，接合が適わずしかも長軸３０�以下の小片であり，特に２１番

は標高もやや高い。また，胴部で西半に分布しているものでは，５５・６１・６２・６７・１１３・

７４・７６・７７・７９・８３番は，胴央部の分割成形接合部の器壁の厚い部分が含まれる破片であ

る。この部位の破片は，後述のように，６１・６２番を除いて，中央北辺から南西へ直線的に

分布する。西半の５９・９４番は，周囲の破片に比べ出土標高が高い。底部や底部付近の破片

は，土器に占める表面積率が少ないので破片数も少ないが，西半でも特に西側の南半に分

布する。これらのことより，２１・５９・９４・１０２番は，やや長距離を二次的に移動した可能

性がある。

　破片が出土したときにその破片の口縁方向が指している方位を破片の口縁方位とする。

口縁方位を見てみると（図１７２），全体の３分の１以上が西を基調としていて，東基調は全

体の４分の１にも満たない。部位別分布からは東基調が高率をとることが期待されたけれ

ども，実際はむしろその逆である。従って破片そのものは，着地地点を空間的にはほとん

出　土　の　状　況



ど動いていないと仮定しても，潰れて割れたままの状態を維持しているのではなく，着地

後に二次的に，大した水平・垂直移動には至らないような小さな営力を受けて，独楽のよ

うに回転した可能性もある。例えば，接地している土器とシルトとの隙間に，打ち寄せる

小波や降雨にともなう水が入り込んで回転させた状況も想定できるかもしれない。

　破片の出土時の内外面の向きでは（図１７３），内面を上に向けて出土したものが最も多く，

外面を上にして出土した破片の倍以上あり，全体でも半数を超えるが，そのうち３０点は，

上を向いていた内面があまり摩耗していない。外面を上に向けているものと立位のものは

ほぼ同数で，それぞれ全体の４分の１以下である。立位で出土している破片は，西北辺と

東北辺および南縁東半にややまとまって出土しており，そのうち南縁東半では，破片も大

きく出土標高も低い１００番以外の，２１・２３・２４番の３点は破片も小さく出土標高も高い。立

位出土でも外面を北方へ向けているものは，南下がりの地形を加味すれば，やや角度のき

つい内面上向きとみなすこともできよう。すると，外面上向きと捉えられる外面南向きの

立位出土のものは，わずかに３点しかない。また，外面が東西どちらかを向いている立位

出土破片は１０点あるが，南縁のもの以外は，９１番や１２１番あるいは３３番や３７番などの，小さ

くはない破片が，南下がり斜面で傾斜に沿った立ち位置になっている。外面上向き出土

は，分布の東縁と，中央やや西寄りに目立つものの，分布の偏りというほどではない。外

面上向き出土では，外面が摩滅しているものは半数以上あり，それらのうちでは分布の東

２７０
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図１７２　出土破片の口縁方位　縮尺１/２０



２７１

縁と南縁に多い。部位別で特徴があるのは，口縁部破片で，１０・５０・９４番以外は全て内面

が上向きで出土しているが，そのうち９４番は，上述のように他の口縁部の出土傾向に反し

て離れて西側で出土し標高も高い。

　内面上向きの破片が多いので，もともと完形だった土器が単純に押しつぶされてそのま

まの状態をある程度保っていたとは考えにくいが，部位別分布では長距離の錯綜した移動

が否定されるから，内面が上に向きやすいような地形環境だったか，もともと内面を上向

きにするように破損したかであろう。前者の場合は，破片の湾曲の内側が内面に相当する

ことから，斜面上から転落してきて内面を上に向けた安定状態で静止したという想定にな

るが，それほど斜面を転落しながら移動したにしては，破片の分布の広がりに対して部位

別分布が整合的すぎるかもしれない。後者の場合は，完形土器が破損したときの，着地し

た地面側の破片だけでなく，天空側の破片も上向きになるような状況，すなわち，破損時

に土器内部から外部へかけての営力がある程度生じ，かつ着地床のシルト質土がある程度

の弾力性をもつ湿った状態で着地の反動を吸収した可能性が高い。それでも，破片の広が

りと部位別分布に照らして，落下の際の位置エネルギーはあまり大きくなく，せいぜい数

十�の高さからの自然落下であろう。

　立位出土破片では，上述の中央南縁の２１・２３・２４番の３点は，二次的に移動した結果に

よると思われる。立位の破片のやや集中した分布が，斜面やや上方に相当する西北部に位

置するが，そこでは破片も長軸４０�以上と小さくなく，しかも内面ないし外面が東西方向

を向いて破片自体は斜面方向に平行なものを含むということは，それぞれの破片が立位で

安定しやすいような溝が傾斜にそっておよそ平行して存在していた可能性もある。その成

因として，降雨の流水による，わずかなガリー状の浸食を想定したい。

　破片の表面の遺存状態では，外面良好で内面摩滅しているものが半数以上ある（図１７４）。

内外面良好のものは２０点，内面良好で外面摩滅のものが１０点，内外面摩滅のものが２８点あ

る。内面摩滅しているものは分布に偏りなく存在し，内面上向きで出土するものが多い。

一方，内面良好のものは３０点あり，偏りなく分布し２２点が立位ないしは外面上向き出土だ

が，そのうち６点ある内面上向き出土では，東半には１点しかなく，西半には５点ある。

また，外面摩滅している３８点では，分布の東半と南縁ではほとんどが外面上向きで出土し

ているが，西半ではむしろ立位ないしは内面上向きが多い。以上から，強いて言えば東半

では，上向きで出土する破片の上を向いた面に摩滅を生み易い傾向がややうかがえるが，

排他的傾向ではなく，二次的な摩滅が特定の地点でより進行したとは想定できない。

出　土　の　状　況
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図１７３　出土破片の出土時の向き　縮尺１/２０

図１７４　出土破片の内外面の摩滅程度　縮尺１/２０
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　６　接合関係の読みと接合線の読み

　�　接合関係の読み（図１７５・１７６）

　一つの破片において，３４番のように，５０�近く離れて接合してもその接着断面がぴった

り密着する縁端辺をもつ一方で（５９番との接合），すぐ近くで出土して接合する破片との接

着がよくない縁端辺をもつ例はある（３８番との接合）。しかし，概して長い距離を離れて接

合する破片どうしは，少なくともどちらか一方の破片の破断面の摩滅が進んでいて接着面

積が小さくなって接着がよくないことが多く，接着面積が小さくないにもかかわらず接着

がよくない場合も，ほとんどの接合例はやや離れた破片どうしである（図１７５・１７６）。こ

のことは，器表面以上に破断面が摩滅しやすいことを示している。

　接合関係にある破片の接合部の密着程度は，破損幹線とも土器片の出土位置とも相関し

ない。また，各破片を構成する縁端辺それぞれの破断面の摩滅程度も，土器片の出土位置

とは，東辺の数点を除いておよそ相関しない。ただし，縁端辺の破断面の摩滅程度は破損

幹線と相関し，破損幹線上に位置する縁端辺は摩滅の進んでいることが多い。このこと

は，もともと土器にひびが入っていた場合に，破損後に摩滅しやすくなることを示してい

るかもしれない。なお，東辺で出土した１・２・３番については，それぞれの破片のうち

でも東側に位置していた縁端辺の破断面の摩滅程度が他の縁端辺に比べて高い。東から

の，例えば水などの影響を，ＳＸ５の中で最も受けやすかったのだろうか。

　�　接合線の読み（図１７７～１８１）

　比較的長距離の接合をする破片のうちで，西から，８５・８２・８１・１１６・２４・２５・２３・２０・

１９・５・２番は，それぞれ，接合する他の破片よりも小さくかつ傾斜の下側に位置する

（図１７７）。そのうちでも８５・１１６番以外の９点は出土標高が高いので，それら９点は二次的

に移動してきた可能性が高い。

　口縁部の分散度に対して底部の分散度が低いのは，破片の数に反映される器表面の少な

さもあろう。しかしそれでも，二次的移動を考慮してもなお，底部と底部付近の破片の接

合線は，東西方向よりも南北方向の方が長くまた多いように，斜面に沿った散逸状況を呈

すのに対し，口縁部破片の接合線は東西方向に長く，全体として西北西から東南東の軸を

もつ（図１７８）。つまり，器体の上部と下部とでは割れた破片の分布の仕方が異なる。さら

に，胴央部の分割成形接合部の接合線は，全体として東北東から西南西の軸をもつ（同図）。

このように，部位ごとで接合線の方向が平行しない関係にあることは，完形土器が単純に

接合関係の読みと接合線の読み
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図１７５　出土破片の接合関係と接合破片間の接着程度

図１７６　密着程度は低いが接着面積の小さくない破片どうしの接合線　縮尺１/２０



２７５

その場で押し潰されたわけではないことを示す。また，胴下半では，垂直方向の破損幹線

に挟まれたバナナの皮状の縦長のまとまり部分の破片における接合線は，玉突き的な連結

状態を示さずに返し縫いのようになることが多い（図１７９）。縦長の長軸の両極から営力が

加わった結果，その中央付近が横へはじけ出すように割れたのかもしれない。

　破損線に囲まれた破片のまとまり（＝破片群）にあっては（図１８０），７つの破片群にお

いて，構成破片の分布と構成破片間の接合線の収斂とに，ある程度の有意性を示している

（図１８１）。Ａ群では，中央付近に出土した口縁部の５０番と胴部の５１番を基点として，東な

いし東南東に向かって分散的に，より底部に近い破片が遠くなるかたちで分布する。つま

り，口縁部よりも胴部の方が強い営力を受けて，そして全体的にみてやや大きい営力を受

けながら飛散したといえる。Ｂ群では，Ａ群よりも分布域がまとまっており，傾斜の上方

にある口縁部の４２番を基点とみれば，底部に近い破片が遠くなるかたちで，その東ないし

東南で出土している。つまり，口縁部よりも胴部の方が強い営力を受けて，全体的にはあ

まり営力を受けずに内面上向きに分布していったといえる。Ｃ群も，Ｂ群と同様に分布域

がまとまっており，傾斜の上方にある４７番を基点とすれば，底部により近い破片がより南

で出土している。つまり，胴央部付近が胴上半より幾分強い営力を受けつつも，全体的に

はほとんど営力を受けずに内面上向きに分布していったといえる。Ｄ群は，Ａ群のように

図１７７　南縁側に分布する小破片の接合線　縮尺１/２０

接合関係の読みと接合線の読み
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図１７８　口縁・胴央部・底部付近の破片の接合線　縮尺１/２０

図１７９　垂直方向の破損線にはさまれた胴下半部の破片の接合線　縮尺１/２０
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接合関係の読みと接合線の読み

図１８０　破損線に囲まれた主な破片群の位置

図１８１　各主要破片群を構成する破片の分布　縮尺１/２０



分布域が広いものの，斜面の上方にある９７番を基点に見れば，底部により近い破片がより

南ないし東に分布している。つまり，胴下半部よりも底部の方が強い営力を受けて全体的

に大きい営力を受けながら飛散したといえる。

　これらに対し，Ｅ群では斜面上方の１０８・１０９番を基点に見れば，東南東から南に向かっ

て分散的に，土器の外面に向かって左側の破片が遠くなるかたちで分布する。つまり，口

縁部よりも胴部が，さらに胴部でも外面向かって右側に相当する欠損部側よりは向かって

左側のＢ・Ｃ群に近い方が，強い営力を受けて分布していったといえる。Ｆ群では，斜面

上方にある１５番を基点に見れば，より底部に近い破片が遠くなるかたちで東南から南に向

かってし，Ｇ群では，斜面上方の口縁部の１０番を基点に見れば，土器の外面に向かって右

側の破片あるいは底部に近い破片が遠くなるかたちで東南から南南西に向かって，それぞ

れ分散的に分布していった。Ｆ群もＧ群も，ともにその基点となる破片がその他の群より

もかなり東に位置していることに照らしても，全体的に他の５群よりも大きい営力を受け

ながら飛散していると思われるが，Ｆ群は胴央部付近が胴上半よりも強い営力を，Ｇ群は，

口縁部よりも胴部，そして口縁部では外面向かって左側の欠損部側よりも向かって右側の

Ａ群に近い方が強い営力を，それぞれ受けて飛散したといえる（１９）。

　以上の７群に含まれない胴下半部の破片は，まとまりを抽出することは難しく，どこを

基点にどの方向に分散したかは判断しがたい。しかしながら，７つの群の形成をこのよう

に推測できるならば，落下の位置エネルギーは，そのまま単純に重力方向に吸収されたの

ではなく，ある程度強い反作用・反動を受けて，これらの群の破片を東方や南方へ推進さ

せたと考えられる。

　その位置エネルギーの反動が各群どうしの関係にどう作用したのか整理すると，それぞ

れ内面上向きの出土が多いＡ・Ｂの二群が，衝撃による営力にのって運ばれるときに，１３・

３８番が口縁方向への引っ張られるように飛ばされて，１３番はＡ群で最も東方へ，３８番はＢ

群で最も南東へそれぞれ着地したのだろう。内面上向きの多いＣ群は，４９番が南方へ引っ

張られるようにして内面上向きで着地したのだろう。Ｇ群は５・８番が口縁方向に強く

引っ張られるように東南東へ，Ｆ群はやや不明だが４番が口縁方向に引っ張られるかたち

で東南東へ，それぞれ巴投げで飛ばされたように着地したのかもしれない。

　Ｅ群については，この土器が最初に着地した部分とは対称的位置関係にありながらも，

１０８・１０９番が，Ｃ群の４４番よりもほぼ同地点の下位から出土している。Ｅ群では立位や外

面上向きの出土破片も多いことも加味すれば，落下の位置エネルギーを最もそのまま重力

２７８
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方向に反映させて，外面上向きのままやや水平回転をしながらほとんど真下へ着地したの

ではないだろうか。

　また，回収され得なかった破片の多い部分（＝欠損部）については，最初に着地したと

想定できる底部付近の８４番と１１６番のあいだ辺りとは対称的位置関係となる部分の，やや

南側に相当する。つまり，衝撃で飛んだその部分が，他の破片より遠く南方で着地した可

能性が高い。これは，前述のように，その部位を中心に破損線が同心円状に走ることから

も支持されよう。南方は，白川の流れをはるかに受けやすい所であり，従って，はるか下

流に運ばれていって，この調査地点よりも遠くへもたらされたのではないだろうか。

　７　破損状況の復原

　ＫＳ００ＳＸ５についてこれまで検討してきた，状況証拠（遺跡の堆積環境，破片の原位

置・接合に伴う特徴）と，物的証拠（遺物の内包する特徴）を基に，ここでは破損直前か

ら完全に埋没するまでの状況や背景を解釈・推測する。

　�　破損前後の状況と内容物の解釈

　ＳＸ５は，北西方面のやや斜面上方で，底部が西側で口縁部が東方向を向く状態で破損

し，そして埋没したと考えられるが，ここでは，これまでの情報と推測を整理しつつ，破

損の前後について時間を微分的に細かくみていきながら，内容物の解釈も試みる。まず落

下前に関して。底部破片から口縁部破片にかけておよそ西から東へと連続的に分布してい

ること，個々の破片が小さいこと，散漫な分布を示さずに分布全体の面積が小さいこと，

そういった点から，この土器が遺棄された当時のこの地点は，水際とはいえ，数十�の高

さの植物が生い茂るような環境ではなかったことがうかがわれる。多年生の植物が生育す

るほど水の影響が少ない環境ではなく，また，一年生の植物が繁茂する季節でもなかった

と言えるかもしれない。一年に何度かは水に覆われるが遺棄されたときには植物が繁茂し

ていなかったような，「秋から春までの間の水際」という時季と環境が推測される。さらに

は，シルト質土は，乾燥して固形粘土のように固化している状態ではなく，ある程度の湿

気を保っていたと考え得ることと，立位出土の土器片の方位の検討から斜面傾斜に平行す

る細い雨溝を想定し得ることから，破損の前後に降雨を想定できるかもしれない。

　次に，落下中に関して。破損線に囲まれた７破片群の形成の推測から，位置エネルギー

を強い反発力に転換させるべく，内容物の存在が想定できる。つまり，内容物が頸部近く

ないしそれ以上まで入っていたことが考えられる。二次的に大きく移動したと思われる破

破損状況の復原



片を除いて，数多くの破片が内面を上に向けていることもこれを支持しよう。

　ついで，落下し着地した瞬間について。底部付近の接合線は南北方向を基軸にしている

のに対し，口縁部の接合線は東西方向を基軸にしており，器体の上部と下部とでは割れた

破片の分布の仕方が異なる。さらに，胴下半部と，胴部及びそれ以上の部位とについて，

破片の分布域が東西に別れる点，破片の大きさや形状を異にする点，破損幹線の走向を異

にする点，胴央部付近の分割成形接合部の大破片はＳＸ５の中央北辺から西南にかけてお

よそ東西を二分する直線状に分布している点，などを考慮すると，胴央部付近の分割成形

接合部が胴下半部側に残るかたちで，まず胴部を境に上下二つに分離した可能性がある。

　さて，最初の着地部位と想定される胴下半部から，破損を生じさせることになる最初の

衝撃が伝導した結果，その対称的位置関係にあるＥ群の向かって右側の部分，すなわち着

地状態で斜面下方側の部分が南方へ飛ばされたと考えられることは，衝撃の伝導が破損直

前に比較的均等に器壁を伝わったことを支持していた。つまり内容物は，容器内の空隙部

を大きくせざるを得ないような，物質一個当たりで器壁に密着しない部分の占める割合の

大きいような固形物質ではなかった，と考えられる。例えば，つっかえ棒や角張った石な

どではなかっただろう。液体か，弾力性のある個体，ないしは一つ当たりの体積の非常に

小さい個体だったと思われる。

　しかし，ここで注目しておきたいのは，着地部位とは対称的位置関係にあるＥ群の破片

である。Ｅ群には，着地の瞬間により地面に近かったはずのＣ群の破片と同一地点で出土

しながら，そのＣ群の破片よりも低い標高で出土する破片がある。また，Ｅ群には外面上

向きの破片が少なくない。落下のときの位置エネルギーが重力方向に最も作用した破片群

と前に述べたが，破損の瞬間に内容物が瞬時に外へ飛び出さないと，こうした状況にはな

りにくいであろう。内容物が，落下の瞬間に，口縁から飛び出すだけでなくＥ群の右側か

ら欠損部破片とともに瞬時に外へ飛び出して，しかも，反作用を最も受け易いはずの，着

地部位とは対称的位置関係の破片がそれよりも地面に近かった部位の破片の下位から出土

するということから，内容物が個体であったとは考えがたく，従って，内容物は，液体だっ

たことを示すのではないだろうか。

　内容物が無機質の着色物質の混濁水であれば，発掘時の周辺土壌，ないしは土器の破片

内面に，その痕跡を色調などで確認できても良いが，それは確認できなかった。また，液

体だとすれば，落下・破損後にそれを回収するとは到底考えがたいが，仮に回収しようと

試みたとしても，回収行為がその場で積極的に行われたならば，土器破片はもう少し秩序
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なく散乱していてもよい。以上から，内容物は，水か水溶液，あるいは有機質の混濁水で

あったと考えたい。

　最後に破損後の経過について。出土時の器表面の向きとその面の磨滅の進行とにある程

度の相関があるようで，また，破断面は器表面以上に摩滅が早く生じたと思われるように，

破損から埋没までにはある程度の時間があったと言える。特に東半では，天空・東を向い

ている部分の摩滅がいくぶん早く進行しているようであり，西半よりも埋没までに時間を

要していたか，劣化を促進する作用が強く働いていたか，つまり外気ないし水に晒された

時間が多少は長かったのだろう。しかし，それらも含めてほとんどの破片において，著し

い摩耗をみせない程度の時間を経て，最初の破損時の状態を大きく損なうような攪乱を被

らずに，最初の着地時と堆積環境に大きな変化はない状態でシルト中に埋没した。斜面下

方に相当する南縁に分布する破片の中には，二次的に移動したと考えられる立位出土の小

破片があることから，埋没は当初，いくぶん強めの水流が到来して，そして遅々と水深

６０．１�くらいまでに達したのであろう。堆積物の粒度と土器の原位置性からみて，下流で

堰き止められた白川がダム湖を形成していたことがうかがえる。これほどの川幅と深度の

ダム湖が形成されるということは，下流を堰き止めた土砂の量も相当なものである（２０）。

　�　破損理由の推測

　地面に据え置かれていた土器が倒れて潰れた可能性は否定され，また，割れた土器の大

破片のまとまりを蒔いた後でさらに小破片化したにしては，部位別分布に整合がありすぎ

るのでその可能性も否定される。水の可能性の高い液体が頸部辺りまで充�されていた完

形土器が，地表数十�程度のところから落ちた衝撃で破損した，と考えるのが妥当であろ

う。しかし，弥生時代当時の現場は器台を据える足場が確保できるような平坦な状況では

なく，また実際に器台を据えた痕跡を示す遺構もないので，台の上に置かれてはいない。

おそらく，成人の腰回りあたりの高さで支持されていた状況から落下して割れたのだろう。

　土器は，胴部最大径は３０�以上で器高が４０�近くあるので，最大容量は１７リットル前後

になる。その中に頸部くらいまで水のような液体を入れたときの総重量は，その液体の密

度によるとはいえ，水でも１０�をはるか超える。そんな状態の土器容器を，着地面から数

十�程度の高さで保持するとなると，おそらく子供には不向きな作業である。底部が小さ

くて安定の悪い形状を考えると，子供が頭部に載せて移動するにも不安定であり，やはり，

大人が腹を利用して両手で抱きかかえている場面を想定するのがもっとも妥当である。で

は，意図的な投棄か，それとも不慮の落下か。

破損状況の復原



　ＫＳ００ＳＸ５の近くでの同時期の遺物は（図１６３），２０�ほど東の上流に位置する，ＳＸ

５と同様の川岸付近ところで，使用痕跡のある三穴の石庖丁一点と，残存率が２０％弱の甕

一個体（同図ＳＸ６）とが確認されているほかは，この調査地点西北部の高野川系の流路

の中などから土器の細片が４点出土しているのみであり，また，北白川追分町遺跡全体で

も，ほとんど全く出土を見ない。従って，この地点での遺棄行為は積極的にはおこなわれ

なかったといえる。ただし，水辺という環境も考慮すれば，祭祀行為の可能性は容易には

捨てきれない。２０�上流のＳＸ６についてはともかくとしても，石庖丁については，京大

構内遺跡でも初出であるほど希有な遺物であるばかりか，通常より一つ多い三箇所を穿孔

していることからも，遺物そのものの物的属性だけみても特殊な遺物ともいえる。この遺

物の存在をもって，その水際という出土状況に対して，祭祀行為をあてがうような推測を

するならば，やや距離があるとはいえ同様の水際という環境にあるＳＸ５も，祭祀行為に

伴うものとみなすことはできる。しかし，それにしても同様の祭祀は繰り返し行われた形

跡が無いので，「祭祀空間」だったとはいえない。むしろ，破損の前後に降雨を想定できる

ような気象条件を考えるならば，湿った斜面で足を滑らせて転倒したような，不慮の事故

として土器を落下させてしまった状況を想定する方が合理的であろう。

　さて，ＳＸ５の北側は特に地形の大きな変化は確認されていないので，仮におよそ平坦

な空間が広がっていたとすると，その平坦地ではなくわざわざ淀みに近い斜面を，一抱え

もあるような土器を携えながら傾斜に直行したまま東西方向へ進んでいくのは，あまり得

策ではない。むしろ，土器を落とした当事者は，土器を落とす直前は，意図的に傾斜と幾

分平行するような方向を進んでいたと考えたい。そして，土器に内容物があるので土器を

逆位や横位で携えていたとは考えられず，また走っていたとも考えにくい。また，土器の

部位別分布に照らしてみると，その当事者はＳＸ５よりは西方を歩いていたと思われる。

つまり，白川の北岸付近を西の下流方面から東の上流方面へと歩いている過程で，水際か

ら斜面を上がって北東へ歩みを変えたか，水際を目指して斜面を下って南東へ歩みを変え

たかして，斜面を斜行しようとした際に落下させてしまったのではないだろうか。

　ここで，この落下地点ＳＸ５近傍の地勢などを確認しておくと，ＳＸ５が臨む淀みの南

側には中州のような礫堤があり，さらにその南側にはおそらく水無川か小川のような状態

の白川の窪地ないし河道が東西方向にはしっていたと思われる。またＳＸ５の西３０�で

は，およそ北北東から南南西へと展開する高野川系流路と思われる氾濫原が確認されてい

る（２１）。つまり，白川系の流路と高野川系流路の氾濫原とが，ＳＸ５の３０�西方で交わって
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おり，おそらく先行する弥生中期のある時期には，そこは高野川と白川との両河川奔流の

合流点になっていたこともあろう。ちなみに，最も近くにある同時期の遺跡は，上述のよ

うに，１�離れてこの高野川（鴨川）の下流左岸に位置する吉田山西麓遺跡であり，東方

では遺跡は未確認である。

　さて，弥生中期末の暑くない季節にこの土器を抱えて歩いて来た当事者は，高野川系流

路の氾濫原のある西方からやって来て，白川系流路に沿いながら東方へ向かう過程で，斜

面の上方での東行きの歩みから東南方面へと方向を転じて５０�幅の放棄河道を横切って行

こうとしたか，あるいは水際での東行きの歩みから東北方面へと方向を転じて水から離れ

ていこうとしたか，ということになる。遺跡東方での活動状況が全く不明なので，これ以

上は議論を進められないが，２０�東方での同時期の遺物の出土は，この辺りが，旧河道か

ら離れて東北方面に進むか旧河道を横切って南東方面に進むか，どちらかの方向へ行くと

きの通過すべき分岐点ないし渡河地点であったことをうかがわせる（２２）。

　８　お　わ　り　に

　ＫＳ００ＳＸ５が舞台となった人間行動についての解釈を，「いつ，どこで，なにを，だれ

が，なぜ，どうした」というかたちでまとめる。約２０００年前の弥生時代中期末のある秋か

ら春にかけての時季のあまり乾燥していない頃合に，旧白川の河道跡の北側にできた放棄

流路状の窪地の北肩斜面で，水のような液体が頸部辺りまで入った壺形土器を，いくぶん

西方からやって来てこの斜面を横切ろうとした成人が，湿った地面に足を取られて，過っ

て腹付近から落として割ってしまった。その人は内容物を積極的には回収しなかった。そ

してそのまま放棄された土器破片は，水や小動物などによってやや位置移動したものが数

点あるものの，多くはその着地地点をしばらく保つ。その後，シルトのような小粒径の土

砂移動をともなうそれまでと同様の堆積環境下で埋没した。

　さて，本論で試みた分析と解釈は，考古資料の現場検証的な分析と民族誌的な解釈に過

ぎず，警察の科学捜査には及ぶべくもない分析であり（２３），弥生時代史の構築には直には貢

献し得ない解釈である。しかし，条件設定が困難ゆえに体験の累積による実験的追証が困

難な壊滅的破損という現象ではあっても，出土から遺物復元までの情報の収集の仕方に

よっては，その破損の現場から導く復原的解釈の幅をかなり限定できるという可能性，さ

らに大胆に言えば，過去の人間行動をその場で目撃したかのように復原し得る，そういっ

た可能性は示し得たと思う。物的証拠だけでなく「現場でしか得られない」状況証拠も丹
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念に収集してその両者を複合的に解釈すれば，目撃者情報がなくても，過去の人間にかな

りの所まで迫ることができる。

　発掘現場ではいろいろな遺構に遭遇するが，過去の人間による様々な遺構での様々な行

動を丹念に復原的に集積していけば，それを基に歴史学的に時代像を描くことにも，人類

学的に行動論を展開することにも，可能性は大きく広がる。そのための日々の実践とし

て，現場の調査者にしかできない重要な野外作業としての「状況証拠」の収集と，遺物の

製作から破損までを視野に入れた屋内整理作業がもたらす「物的証拠」の収集とを，バラ

ンスを維持しながら推し進めていくことが重要であることは言うまでもない。
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（１８）　阿部芳郎　１９９８「遺物のライフサイクルと廃棄ブロックの形成過程」『上土棚南遺跡第３次調査』

（綾瀬市埋蔵文化財発掘調査報告５）の１４１頁の註４。

（１９）　これらの７つの群のうちで，破損幹線に明らかに一致しないまとまりに属する破片は，Ａ群に

含まれる１３番のみである。１３番は，破損幹線に従えば，破損幹線を介して接合している１２番を含
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と，集落などに井戸はなかった可能性がある。）しかし，内容物を確定し得ないので，ここでは

とりあえず，水でない場合も許容し得る解釈を示した。

（２３）　古くからしばしば，考古学の発掘調査は犯罪捜査と対比されるが（例えば，樋口清之　１９６３

『発掘』（學生社）の１０-１３頁），最近の警察の科学捜査では，物質の破損についてはあまり研究が

多くはないようである。 
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中世吉田地域の景観復原

吉江　崇　

　１　は　じ　め　に

　１０世紀中葉以降，律令都城制の最終形態である平安京は，空間的にも社会的にも加速度

的に解体へとむかい，いわゆる中世都市京都へ移行することとなる。院政期の権力が，京

外の白河・鳥羽に宗教的・政治的な空間を創出して市街地を拡大したことや，室町期に入

ると洛中と洛外の区分が不明確になったという指摘に示されるごとく（１），中世京都の都市

構造が周辺地域と不可分だったことは，あらためていうまでもなかろう。中世都市京都に

おける隣接地域の位置づけは，前後の時代に比しても重要だったとみることができ，京都

の周縁が最も華やかで活気のある空間だったのは中世であるといっても過言ではない。本

稿では，そうした周辺地域の一事例として鴨東吉田地域を取り上げ，中世都市京都の景観

的特質とその展開を把握するための手がかりをえようとするものである。

　本稿が念頭におく吉田地域の範囲とは，吉田社の領域的支配を基軸とする近世の吉田

村，およびそれを継承した現在の吉田を冠する字名一帯である。しかし，中世という時代

においては，この範囲が明確ではないことにも注意をせねばなるまい。すなわち，「数千軍

兵相禦之間，東山・川原・賀茂・吉田之辺下人之田畠，為兵士等被滅亡了」との記載か

ら（２），吉田が東山や賀茂などとは異なる地域を指すと捉えうるのであるが，勧修寺流吉田

家の浄蓮花院が吉田新堂とされながら実際は下鴨社領であったことからも（３），賀茂と吉田

との区別は思ったほどには判然としない。国郡郷制に照らしてもこうした不明瞭な様相の

一端を看取できる。大嘗会御禊行幸の点地において，点定された鴨川の地名を問われた

「諳風土者」は「愛宕郡錦織郷吉田村」と答え（４），このことから吉田村が錦織郷に属した

とみるのが一般的である（５）。しかし一方で，吉田祭での宣命の中には「山城国愛宕郡下粟

田郷吉田村」との文言も存在し（６），国郡郷制の中に単純に包摂しうるものとは考えがたい。

さらに，中山観音堂が吉田寺とも称され（７），１３世紀中葉には北白河吉田という地域表記さ

えみいだせるなど（８），中世史料の上では吉田とその周辺（白河・北白河・中山・賀茂など）

との境界はきわめて曖昧であるといえる。中世における吉田地域は確たる領域として捉え

られるものではなく，視点や立場・状況によって変化するいわば観念的空間と理解すべき

なのであり，当然ながらそこには雑多な様相が内包されることとなる。近世とは異なる曖



昧な境界観念こそが，中世京都の周縁地域における重要な特徴の一つであろう。

　本稿は，上記のような問題意識と題材に対する認識のもと，中世吉田地域の景観を可能

な限り単純化させる形で概観し，その全体像を把握することに主たる目的をおく。景観復

原をおこなうに際しては，この地域に存在した建物の現地比定をするなど基礎的作業も不

可欠とは考えるが，より重視したいのは，各時期の特質を示しうる象徴的な様相を抽出し，

景観全体を時間軸に定置しようする視角である。そのため，考察の対象から漏れ落ちる事

柄も少なくないが，それら個々の事物の検討に関しては今後の課題としておきたい。

　２　福勝院の成立

　中世吉田地域の形成を描きだすには，福勝院の成立が重要と考える。福勝院は，藤原忠

実の女で鳥羽院の皇后，高陽院（泰子）の御願寺であり，仁平元年（１１５１）に異母弟，左

大臣頼長を行事上�とし，鳥羽院の臨幸のもとで創建供養会が催された（９）。翌年には鳥羽

院の五十算賀が忠実の主催でなされ，久寿元年（１１５４）には，東庭に設けられた三重塔の

供養会が准御斎会としておこなわれる（１０）。翌年１２月に高陽院が土御門第で崩じると，遺体

は忠実の指示で福勝院へ運ばれ，護摩堂の板敷の下に埋葬される（１１）。高陽院の本邸は京中

の土御門第であり，創建から崩御までの間，修正会や逆修，彼岸御懺法に際して福勝院へ

渡御するものの，日常的な居住空間としての意味合いは低いといえる。高陽院の崩後にお

いては大規模な仏教儀礼の開催を確認しえないが，高陽院領が近衛家領荘園の基盤だった

ことと符合するように（１２），近衛家によって修造がなされるなど福勝院は近衛家の管領下に

あったことが認められ，１３世紀後葉でも命脈を保っていたことが判明する（１３）。

　注目したいのはその地理的な位置である。福勝院は近衛大路末の北に建立されたが，高

陽院を葬る際に問題となったように，そこは「上皇御所近隣，上下往反路頭」であった（１４）。

高陽院の母，源師子を北白河にある源氏累代の墓所へ改葬する時には「自近衛末東行，自

神楽岡辺北行，至于北白河」ったし，頼長の北政所，徳大寺幸子の葬送でも「自近衛東行，

経河原尚東行，至于菩提樹院内府堂」っており（１５），近衛大路末はこの地域における主要な

東西道だったと推測する。また，徳大寺実定の邸宅は「近衛末北，件〔仏〕所小路西」に

おかれ，実定の妹（頼長養女）で近衛天皇の皇后である多子はここに住み，以仁王は多子

の邸宅で元服する（１６）。以仁王とともに挙兵する源頼政の邸宅も「近衛南，河原東」に存在

し（１７），近衛大路末に面して貴族の邸宅が建てられた。福勝院には三重塔が造られたが吉田

地域ではこれが唯一の塔であり（１８），平安京や白河地域など遠方からでも眺望できた可能性

２８８
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は高い。鴨川の西に目を転じると，京極近衛大路末には法成寺が存在し，福勝院が法成寺

と対応する位置に聳立していたと捉えることも可能であろう。

　『京都坊目誌』は，福勝院趾を「字一町が辻西南の地也，古へ方一町の所とす」と記す。

その信憑性については検討を要するが，近衛大路末の北に面したという事柄と大きな矛盾

は存在せず，現小字名では残存しない壱丁ヶ辻は，１８世紀後葉から１９世紀初頭にかけて作

成された『山城国吉田村古図』（１９）のなかに認めることができる（図１８２）。福勝院の立地を

考える際に注目したいのは，古図中において壱丁ヶ辻の西南に描かれた法光院なる小字域

である。文明１１年（１４７９）の「吉田社雑掌□□〔貞継ヵ〕言上状案」によると，吉田社領

の袋図師名が「東限法興院，西限阿立岸，南限近衛，北限鷹司」に位置しており（２０），ここ

から法興院（＝法光院）なる地名が１５世紀後葉にまで遡ることが判明し，かつこの地が，

福勝院の成立

図１８２　『山城国吉田村古図』にみえる小字名　縮尺１/１２０００



近衛大路末の北，鷹司小路末の南に広

がっていた事実を確認することができる。

そして，法興院と呼ばれた地こそが，藤

原兼家が建立した堂舎の遺称地であるこ

とはまず間違いないものと考える。

　永祚２年（９９０）５月に出家した兼家は，

当時「卜東郊吉田野」して造営していた

道場を「土木之功未畢，泡露之命欲消」

との理由で断念し，二条京極の家（＝法

興院）を仏寺（＝積善寺）にあらため，

７月にその地で薨去することとなる。吉

田野に造営されていた道場は，この時点においても「堂則構作，未及半作」という状態だっ

たとされる（２１）。兼家は前年９月に吉田において卒塔婆を供養するが（２２），これも堂舎建立と

結びつけて捉えるべきだろう。この地での道場建立の背後には，貞元２年（９７７）に神楽

岡吉田寺で舎利会を開催した良源と親密な間柄にあったこと（２３），寛和２年（９８６）の吉田祭

公祭化への関与など（２４），兼家自身の吉田に対する関心があったと推測される。白河には９

世紀以来の摂関家累代の別業が存在し，兼家の曾孫師実がその地を白河天皇へ献上して法

勝寺が建立されたことは有名であるが，兼家がこの山荘の継承から外れていたことも（２５），

累代の別業とは異なる地を新たに開かねばならなかった理由かもしれない。吉田地域が展

開する淵源を摂関の地位を確立した兼家に求めることも可能と考える。

　ところで，高陽院を福勝院へ埋葬する際に懸念された事柄には「上皇御所近隣，上下往

反路頭」という点の他に，「今熊野領已四至内」という事象も存在した。ここでいう今熊野

とは，白河院の熊野御幸の先達をつとめ，園城寺長吏・熊野三山検校に就任した増誉によっ

て白河の地に勧請された社であり，「祭熊野新宮御霊会」という康和５年（１１０３）の記事を

初見とする（２６）。増誉は白河に住房を有しており，この住房は増智（藤原師実息），覚忠（藤

原忠通息）へと師資相承されるが，白河熊野社が勧請された地は，増誉が居住していた白

河房の内，ないしはその指呼の地だったのだろう。保元３年（１１５８）には覚忠の白河房内，

中御門大路末の地に設けられた聖護院に対して阿闍梨３口が賜与された（２７）。

　「仏法之枢鍵，顕密之棟梁」と称された覚忠は（２８），自らの地に堂を建立する。中山堂と

称されたその堂は，「真如堂西，去観音堂艮二町余」にあった中山忠親の堂の西側に位置

２９０
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し（２９），ここには法印道円，二条天皇の皇后育子，近衛基実の

北政所平盛子といった摂関家に近しい人々が次々と埋葬され

た（３０）（図１８３）。増誉→増智→覚忠と継承された白河房は，聖

護院や中山堂をも含む広大な面積を占めていたとみるのが自

然であり，増誉が兼家の嫡男道隆を祖とする中関白家の出身

だったことからすれば（３１），その基盤が吉田の地に建立された

兼家の道場にあった可能性は高い。つまり，兼家の吉田野の

堂舎は完成をみないまま中関白家へと継承され，中関白家出

身の増誉を経て覚忠の白河房へ結実したと考える。福勝院が

白河房の一部を割いたものなのか，その近辺に造られたのか

は判然としないが，このような摂関家と歴史的に深縁な地

に，兼家の五代後の忠実が堂舎を建立したことになる。

　摂関家との関連に触れたついでに，忠実の孫，松殿基房の室（三条公教女）が息男家房

の忌日に八講を催した吉田亭も瞥見しておきたい（３２）。これは，勘解由小路経光が「亭主御

亭」と記すように経光の父頼資の邸宅で，１３世紀後葉には経光の子の兼仲が吉田に草堂を

所有して文庫をおいており，頼資→経光→兼仲という継承を辿ることができる（３３）。１３世紀

前葉には源兼親・兼時の兄弟が有した吉田堂が存在し，これは仁平元年（１１５１）にみえる

祖父季兼の「吉田辺新造堂」にまで遡りうるが（３４），『尊卑分脈』が兼時を従兄弟の兼資の子

として記し，兼資の女が経光の母（吉田禅尼）であることから，兼親・兼時から兼資女を

経て勘解由小路家領になったと考えられる（図１８４）。そして，源季兼が忠実の嫡男忠通の

家司で，兼親・兼時が九条家に仕えたこと，勘解由小路家が近衛家の代々の家司だったこ

とを勘案すると，吉田地域における摂関家の影響力の強さをあらためて看取できる。基房

室による頼資亭での八講開催も吉田地域と摂関家との繋がりを示唆するだろう。

　話を福勝院へ戻そう。福勝院は仁平元年に鳥羽院の臨幸のもとで創建供養会が開催され

た。その前年には，忠実は忠通を義絶して頼長を氏長者に就任させており，鳥羽院や高陽

院を権力基盤としていた忠実・頼長にとって，彼らとの親密な関係を維持することは重要

な政治課題であった（３５）。翌年の鳥羽院五十算賀に端的なごとく，福勝院はこうした忠実・

頼長の意図を体現する，きわめて政治色の濃い空間として成立するのであり，「上皇御所近

隣，上下往反路頭」で，かつ兼家以来の伝統を有する吉田の地に位置した意味は軽視しう

るものではない。そして，このような福勝院の成立状況に象徴されるように，中世吉田地

福勝院の成立

図１８４　吉田堂関係系図



域の形成は院政期の政治動向と不可分な関係にあったのであり，吉田地域の展開は，平安

京の変容や白河の開発の延長線上に位置づけねばならない現象だろう。

　ところで，兼家の嫡男で中関白家の祖の道隆は，「東郊吉田野」の道場を二条京極へ移す

理由について「一懐先公起居之難忘，一取微臣往返之不遠」と述べた。１０世紀末の吉田に

は往来に不便な地であるとの認識があり，しばしば吉田野と呼称された事実もこうした認

識に対応しよう。しかし，吉田野なる表現は１２世紀中葉を最後に史料上から姿を消し（３６），

野とは把握できない空間へと移行する。吉田地域は福勝院の建立と相前後して，野であっ

た古代的様相から貴族の邸宅や堂舎が林立する中世的景観へと変容するのである。

　３　勧修寺流吉田家の吉田亭

　１２世紀後葉から１３世紀における吉田地域には，貴族の邸宅や堂舎が次々と造営された。

代表的な邸宅としては，西園寺公経が造営し九条頼経を経て後嵯峨院・大覚寺統へと伝領

された吉田泉亭（泉殿・水閣）や（３７），後高倉院の后で後堀河天皇の母である北白河院から，

娘の安嘉門院・式乾門院へと女院の系譜で伝わる北白河殿が存在し（３８），徳大寺家の邸宅や

勘解由小路家の堂舎が建立されていたことについては前述した。他にも伝領過程や所在地

が不明瞭な邸宅・堂舎は散見し，史料に明記されなかった建物が多く造営されたことも推

測にかたくない。以下で検討する勧修寺流吉田家の吉田亭も，林立する貴族の邸宅や堂舎

の一つとして造営されたにすぎず，彼らが吉田という姓を持つからといって，そのこと自

体が吉田地域全体の掌握を意味することはない。

　正治２年（１２００）の「吉田経房処分状」によれば（３９），吉田家の祖である経房は吉田の地

に南亭・園領・角屋地の三つの屋敷地を所有し，それぞれ孫の資経・経兼・為定へ譲与し

た（図１８５）。吉田地域に邸宅を持った他の貴族と勧修寺流吉田家との相違は，邸宅ととも

に菩提寺である浄蓮花院を築き，「云社云寺，在縁彼寺社者，卜其近辺居住，霊社霊寺之法

也，一人伝領，若仕朝端卜仙洞之近辺，若依無頼不堪居住者，誰人可守護伽藍哉」との理

解から邸宅を分割相続させたこと，それらを通じて一門の本拠であることを明確に自覚

し，吉田という姓を積極的に使用したことなどにある。経房の吉田亭がいつまで遡るかは

明瞭ではないが，処分状から約２０年前の治承５年（１１８１）には母の遠忌法要を弟の光玄阿

闍梨の吉田房で開催し，翌年にはしばしば吉田亭を訪れていることから（４０），この時期には

吉田に地縁を持つようになり，相前後して邸宅を整備していったものと推測する。

　南亭・園領・角屋地の三つの屋敷地のうち，資経が嫡孫だったという事実に照らしても，

２９２
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最も重要な邸宅は資経の譲り受けた南亭とする

のが自然である。南亭は，経房が後見した前斎

院式子内親王が建久３年（１１９２）に遷御した邸

宅で，この時に「前庭掘小池構秋野，出居并南

面押色紙形」すような壮麗な空間へ改作された

という（４１）。華やかに装飾され，吉田家にとって

重要な邸宅だった南亭は，一方で建長２年

（１２５０）の「吉田資経処分状」にはみえず，そ

れ以降の処分状においても記述はない。

　経房が造営して正治元年（１１９９）１２月に供養

した浄蓮花院は（４２），願文の中で「於是，昔占鴨

水之東偏，早営兎裘而栖息，当其艮〔坤ヵ〕維

課西匠，責多年擁怠之心，尽納月輪奐之美，安

以無量寿仏，号曰浄蓮華院」と表現された堂舎

であった。具体的にみるならば，「兎裘」（＝隠棲

の地）の一郭に，東面の「檜皮葺一間四面堂一

宇」を建立して経典とともに「奉安置皆金色周半丈六阿弥陀如来像一体」り，「仏後壁東面

并母屋二柱」と「同西面」に仏像を描いたものである。「兎裘」とあることからも，浄蓮花

院は居住施設に堂を付属させたもので，当初より菩提寺として造営されたわけではない。

注意すべきは，供養時においても「作事之体太遅怠，其功雖未終」とか「次々事甚以半作，

且営出之間也」というように造営途中と理解されていた点，および「凡山水之勢，土木之

構，誠勝絶也，誠優美也」とあるごとく勝絶・優美な空間とする認識である。経房が供養

会の３ヶ月後に薨去することを考慮しても，必ずしも大規模とはいえない堂が未完成な状

態で供養されたみるよりは，それ以前の居住施設をも含む邸宅全体が造営途上と認識され

ていたと解するのがよかろう。そして，「経房処分状」が南亭に関して「不遂造畢，雖遺恨

已為名所，漸々加修造，可用風流之地」と記すこと，浄蓮花院の伝領を明記しないことを

勘案すると，南亭の状況と浄蓮花院との類似性を指摘できる。すなわち，南亭こそが浄蓮

花院であった可能性は充分ある。浄蓮花院の遺称地が，『山城国吉田村古図』にみえる浄蓮

花や 女老花 なる小字域である点は動かしようがないが，これは経房の邸宅が土御門大路末
ジョロウゲ

にあったことと矛盾しない（４３）。「資経処分状」以降に南亭が現れないのは，造作が終了して

勧修寺流吉田家の吉田亭
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長者の管轄下にある寺としての位置づけが明確化し，個人へ伝領されるような性質のもの

ではなくなったことに起因するものと推測する。

　さて，経房の次の「資経処分状」によれば，資経が所有した吉田亭には東亭と西亭とが

あり，それぞれ為経・経俊へと伝領された。弘安１０年（１２８７）の為経忌日法要は，為経が

埋葬された「吉田堂」（＝浄蓮花院）を儀場として開催されたが，参加者は法要終了後に為

経の息である経長の邸宅を訪れる（４４）。経長が吉田に邸宅を所有していたことは他の史料か

らも確かめられ（４５），『尊卑分脈』が「号吉田東」と記すことをも考え合わせると，為経の東

亭は経長へ継承されたと推定しうる。他方，為経の子で経長の兄である中御門経任が，弘

安２年（１２７９）に勧修寺長者として八講へ出立する際に，経俊の子である坊城俊定（経任

の従兄弟）の邸宅を用いた点にも注意したい。勧修寺八講への出立儀は「天下之壮観」と

される華やかな儀礼で，この時も亀山院が歓喜光院の西面へ臨み，今朱雀を南下したであ

ろう行列を見物したのであるが（４６），ここからは，俊定が吉田に邸宅を有していたのに対し

て，経任が邸宅を持っていなかったことを知る。経長の同母兄である経藤が，異母弟の経

任に出世を超えられたことで，弘長２年（１２６２）に「焼文書等忽出家」したことを思うと（４７），

あるいは為経の東亭は長男の経藤を経て経長へ継承されたとも考えられよう。

　文永１２年（１２７５）の「坊城経俊処分状」によると，「吉田家地〈東西屋地也〉」は経俊か

ら俊定へと伝領された。前述の「資経処分状」と比べるならば，俊定に譲与された東西屋

地が東亭と西亭に相当するとも考えたくなるが，「経房処分状」以下の処分状を引載する「御

遺言条々」は資経から経俊を経て勧修寺家に伝わった文書の写であり，当然ながら資経か

ら為経へ伝わった所領は記されないのが基本で，没収などがない限り経俊以後の文書に東

亭は現れるはずがない。俊定と経長が同時期に吉田に邸宅を持っており，経長の邸宅が東

亭である可能性が高いことからみても，東西屋地とは経俊が継承した西亭内部のことと理

解するのが適当である。東亭は一貫して為経系統へ伝領されたものと考える。建治２年

（１２７６）の「経俊第二度処分状」では「東西屋地，加北地」とされ，東西屋地と北地とが

隣接したと想定しうることからも，東西屋地が東亭・西亭の区分とは異なるとみるのがよ

い。１４世紀に入っても，経長の息定房が吉田に邸宅を持ち，後醍醐天皇の行幸があったこ

とを確認できる（４８）。定房は子の宗房・守房とともに後醍醐に従って吉野へむかったが，こ

のことで東亭自体も没落したことは想像にかたくなく，『太平記』は「元弘・建武の乱より

以来，回禄に逢ひぬる所々」として「吉田内府（定房）の北白川」をあげる（４９）。為経の系

譜で伝領された東亭は，南北朝期の動乱で命脈を閉じたのだろう。

２９４
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　一方の西亭は，「御遺言条々」所引の処分状によって経俊→俊定→定資→経顕→経方と継

承されたことは明白である。しかし，観応２年（１３５１）の「勧修寺経顕処分状」では，「吉

田家地」や「吉田亭」としてではなく「吉田地〈在類地〉」と記されており，この時点で

は邸宅としての機能を失っていた可能性がある。応永２４年（１４１７）には経顕の曾孫勧修寺

経興が，代々相伝してきた「吉田大納言殿（経房）御旧跡田畠」を父経豊の菩提のためと

して浄蓮花院へ寄進した（５０）。西亭は１５世紀初頭に解体したものと認められる。

　１２世紀最末年に作られた「経房処分状」に話を戻そう。経房が吉田地域に所有していた

邸宅には南亭・園領・角屋地の三つが存在した。南亭が浄蓮花院に相当するだろうことは

前述したが，問題となるのはそれ以外の園領と角屋地のその後の変遷である。「資経処分

状」では，東亭に関して「地注文見故大納言（経房）正治注文」と注記しており，ここに

いう「故大納言正治注文」とは正治２年の「経房処分状」そのもの，あるいはそれに付随

する文書を指すとみるのが穏当である。東亭のみに記されたことに若干の不審はあるもの

の，西亭に関しては省略した，あるいは書写過程で脱落したと説明することも不可能では

ない。このようにみることが許されるならば，東亭は園領または角家地に系譜し，西亭が

残ったもう一方に該当すると考えるのが適当となる。

　「勧修寺経興寄進状」では，経興が浄蓮花院へ寄進した「吉田大納言殿御旧跡田畠」の

四至を「東限浄蓮華院西垣溝，南限大路，西限庵川，北限堤」と記す。この田畠を西亭に

系譜するとした推定が正しいならば，西亭は浄蓮花院の西に隣接したことになる。東亭に

関しては，明応９年（１５００）の京都大火災以後に中御門宣胤が仮住まいした「吉田神楽岡

麓神龍院」の門前に旧跡が存在し（５１），神楽岡の西南に位置したこの旧跡こそが東亭に相当

するのではなかろうか。西亭は浄蓮花院に隣接し，東亭はそこから少し距離をおいて存在

したこととなり，東亭は西亭に比して独立性が高いものと捉えられる。このことに加え

て，角屋地には経房の妻，尼御前が止宿したのに対して，園領が「抑見其器量，必歴顕要，

可為一門長」と称された経兼に伝領されたことを考え合わせると，推測の域をでるもので

はないが，園領が東亭に，角屋地が西亭に該当すると理解しうるのではなかろうか（５２）。

　以上，吉田経房が有した三つの邸宅のうち，南亭は浄蓮花院となって家の長者の管轄下

におかれ，園領は神楽岡の麓の東亭として為経系統が継承し，角家地は浄蓮花院に隣接す

る西亭として経俊系統で伝領されたとする推測を述べた。ここからもうかがえるように，

吉田地域において院政期に成立する貴族の邸宅は，鎌倉期を通じて継承されることとな

る。吉田社の領域的で一元的な支配に基づく近世吉田地域とは相違する，個別的・分散的

勧修寺流吉田家の吉田亭



で家の相続原理に起因する所有形態こそ，院政期から鎌倉期における吉田地域の特色とみ

ることができよう。

　４　浄蓮花院の変質と中世白川道

　史料的にみるならば，南北朝期から室町期における吉田地域に関する記載は，前代に比

して格段に少なくなる。建武３年（１３３６），後醍醐天皇側の新田義貞と足利尊氏とが吉田の

地で衝突し，その後も吉田地域は主要な合戦場の一つとなるが，このことで院政期から鎌

倉期にかけて継承された邸宅や堂舎の多くは荒廃したのだろう。記述の減少はこれに対応

すると思われ，勧修寺流吉田家の東亭が動乱のなかで焼失し，西亭が観応２年（１３５１）に

は邸宅の機能を喪失していた可能性があることについては前述のとおりである。

　多くの邸宅・堂舎が姿を消すなかにあって，室町期に入っても継続して活動が認められ

る事例として浄蓮花院がある（５３）。１５世紀中葉の公�，万里小路時房は，その日記『建内記』

のなかでしばしば浄蓮花院について触れ，そこから盂蘭盆や先祖の忌日に際して熱心に参

詣した様子や，自らが伝領した「氏文書」を火事を避けるとの理由で浄蓮花院へ預けおい

たことなどを読み取ることができる（５４）。また，浄蓮花院が本尊を安置する仏殿，住持が居

住した方丈，さらには鎮守・墓塔などから構成されていたことも判明する。浄蓮花院は，

吉田経房の邸宅の一郭に檜皮葺の阿弥陀堂を築いたものであるが，その堂は檜皮葺→伸葺

→柿葺へと改作されながらもなお仏殿として機能していたようであり（５５），創建時の容貌が

この時点においても多少なりとも残存していたものと推測しうる。

　浄蓮花院には数多くの墓塔が設けられた。墓塔について最も詳細な『建内記』文安４年

（１４４７）７月１４日条によると，１５世紀中葉の浄蓮花院には，草創期の経房・資経の他に，

宣房以下の万里小路家の墓塔が６基，女性の石塔が３基，万里小路家に仕えた斎藤氏の塔

が２基，それに代々の住持の墓が存在し，浄蓮花院は万里小路家を中心とする墓地と化し

ていた。本尊には代々の遺書が籠められて「遺像」に准えられたが（５６），このことも墓地化

した様相と対応していよう。もっとも１５世紀後葉の甘露寺親長は，母や外祖母の墓が存在

する浄蓮花院へ盂蘭盆ごとに参詣したし，明応５年（１４９６）に薨じた勧修寺教秀やその妻

の墓も浄蓮花院にあり，浄蓮花院への埋葬は万里小路家に限定されない（５７）。埋葬が確実な

吉田為経の墓がみえないことからは，時房は自らと関係のある墓塔しか記さなかったので

あろう。しかし，１５世紀後葉の中御門宣胤が参る「吉田墳墓」は浄蓮花院ではなく（５８），勧

修寺流吉田家の全ての構成員が葬られたとは認めがたく，家長だけではなく兄弟や家人に

２９６
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至るまでを埋葬した万里小路家の浄蓮花院における位置は，他家に比べて傑出しているも

のと考えられる。

　万里小路家は，吉田経房の嫡孫資経の四男資通に始まる流れであるが（図１８５），浄蓮花

院との密接な関係は，資通の墓塔が存在しないことから，子の宣房以降とみるのがよい。

吉田定房・北畠親房とともに後醍醐天皇の著名な寵臣である宣房は，建武３年に出家した

ことで吉野へ同行せず京都に残るが（５９），このことが万里小路家の発展を決定づけたものと

思われ，南北朝期から室町前期には，名家でありながら内大臣や儀同三司（准大臣）を輩

出し，時房とその父嗣房は伝奏に任じられて政治の中枢に位置した（６０）。当該期における万

里小路家の政治的地位には，他の勧修寺流吉田家と隔絶したものがある。こうした万里小

路家が浄蓮花院を管轄したことは，「経顕要為長者之人可管領之由」（６１）を定めていた原則に

相応しいともいえるが，その一方で，定房の甥藤長が甘露寺を名乗るのが貞和４年（１３４８）

であること，勧修寺家が勧修寺という称号を用いるのが経顕の長者時代だったことな

ど（６２），１４世紀中葉に吉田家の再編が進んだことも明確である。浄蓮花院を万里小路家が累

代の墓所としえた背景には，政治的地位の獲得と吉田家内部の家の分立があったのだろう。

　しかし，浄蓮花院が万里小路家の独占的支配に帰したのではないことにも注意したい。

永享１１年（１４３９）に幕府奉行人飯尾為種は浄蓮花院において囚人の拷問をおこなった。こ

れは浄蓮花院長老寥悟が為種の弟だったことによるが，時房は「於墳墓之地拷問難堪事也」

と不満を露わにする（６３）。嘉吉３年（１４４３）には，時房の反対にもかかわらず修理のための

勧進猿楽が寺中で催行されており（６４），浄蓮花院の経営に関して万里小路家の意向が優先さ

れたわけではない。１４世紀中葉以来，室町幕府の祈願所となったことや，将軍御台所を頭

役として愛染講がなされたことを考えると（６５），この時期の浄蓮花院は一門の精神的紐帯を

目指した創建時の意図のみでは把握しえない状況にある。万里小路家による浄蓮花院の管

領は，第一義的には他家に比して卓越した政治的地位に由来するものであるが，それは幕

府奉行人たる飯尾氏や斎藤氏などとの関係をぬきには成立せず，浄蓮花院は万里小路家と

幕府との結節点であったともいえる。そして，そのようなものである以上，近親の墓所を

築き参詣するという個人的な意識のみには還元しえない側面が生じざるをえないのであ

り，政治的地位という外的基準に由来する家の継承と，嫡系的な家の継承という異なる原

理からなる中世的な家の相克が，時房の不満の吐露となったとみることも可能だろう。

　ところで，この時期の浄蓮花院を考えるには，吉田地域を南西から北東へ貫き，京都と

近江坂本とを結ぶ白川道に面して立地した点を看過できない。後醍醐が今路越を用いて比
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叡山へ退去する際の記事に，「禁裏行幸山門被用鳳輦，自吉田辺被召改腰輿候歟」とあって

吉田の通過を確認でき（６６），白川道―今路越という景観が１４世紀前葉には形成されていたと

判断してよい。乾元２年（１３０３）における後宇多院の日吉社御幸では，供奉した定房が

「於浄蓮華院前用乗替」いており，御幸の行列が浄蓮花院の前を通ったことを知る（６７）。ま

た，応永元年（１３９４）９月に足利義満は今路越にて日吉社参詣をおこなうが，その１２月に

浄蓮花院は寺領を安�されており，日吉社参詣の惣奉行が万里小路嗣房で，寺領安�の御

判御教書が嗣房宛に出されたことからは，寺領安�が日吉社参詣と無関係ではなかろ

う（６８）。さらに，延文２年（１３５７）には「吉田宮後大道南�」にあった９戸主の地が浄蓮花

院へ寄進され（６９），西亭に系譜する「東限浄蓮華院西垣溝，南限大路，西限庵川，北限堤」

の地が応永２４年（１４１７）に浄蓮花院へ付せられる。ここにみえる大道（路）とは白川道を

指すと思われ，１４世紀以降の浄蓮花院が白川道に面した土地を領有していく様子を垣間み

ることができる。また，定房は「御舘地」を浄蓮花院へ寄せており（７０），これが『山城国吉

田村古図』に現れる「御館」なる小字域に相当するならば，白川道隣接地領有の一例と認

めうるだろう。万里小路家が「朝恩之家領」として支配していた御厨子所率分所の一つ，

今路道下口（＝北白川分）が嘉吉元年（１４４１）に修理料所として浄蓮花院へ寄進されたこ

となども（７１），白川道に面していたという地理的条件を前提に捉えるのが自然である。

　今路は「為禦叡山之衆徒，差遣兵士於西坂下，又召諸国兵士等，遣如意山路并今道，依

為要害也」との久安３年（１１４７）の記載を初見とし（７２），文治元年（１１８５）注進の顕昭『古

今集注』では「如意越ヨリハ北，今路越ヨリハ南ニ，志賀ヘ越ル路アリトイヘリ」と記す。

ここからも今路越は１２世紀中葉に遡るといえるが，延暦寺への主要道路は西坂本から登る

雲母坂越であり，今路越は如意山越とともに要害にすぎない。志賀山越は桜や紅葉を愛で

る著名な歌枕だったが，一方で白川も花の名所であり，東山に沿って白川を北上し志賀山

越で近江へ抜けるのが平安期以来の通例とも推測しうる（７３）。京都と近江を結ぶ白川道―今

路越が活発に利用されるようになるのは，今路の初出記事よりも下るものと考える。

　『葉黄記』寛元４年（１２４６）正月１７日条は，「参日吉，（中略）帰路用今路，志賀山越也，

其行程三里云々，自旧年為山門之沙汰作此路，三井寺僧不受之」と今路が１３世紀中葉に

「山門之沙汰」として造作されたと記す。また，入道兵庫頭重房が勧進した鷹司河原橋は，

仁治２年（１２４１）に宗源法印を導師として供養される（７４）。現白川道を平安京の条坊復原と

照らせば，白川道が鴨川を渡る橋こそが鷹司橋だった可能性は高く，それ以前の史料に皆

無である鷹司橋は，「鷹司橋辺立柱松」という寛元元年（１２４３）の記事，同３年の「昨日雷
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落陣中，（中略）或落鷹司河原橋東妻」との記載，宝治元年（１２４７）の「自此所至鷹司橋

爪」など散見するようになる（７５）。院が鴨川を渡る時の橋は，臨時的な意味合いの強い浮橋

であることが通例で，恒常的な橋としては京の南方に位置した韓橋を除くと宗教的な�園

橋（四条橋）・清水橋（五条橋）のみである（７６）。つまり，鷹司橋を古く遡らせる必然性は想

定しにくく，この時に新造されたものとみるのがよかろう。今路の造作が「山門之沙汰」

だったこと，橋の供養導師宗源が延暦寺僧だったこと，両者が５年も経ずになされたこと

などを勘案すると，これらは延暦寺による一連の事業だった可能性は高い（７７）。白川道―今

路越がこれ以前に存在した可能性は充分あり，また前述の近衛大路末との関係も明瞭では

ないが，少なくとも１３世紀中葉における一定度の整備は認めてよいと考える。

　さて，前に触れた嘉吉元年の今路道下口の浄蓮花院への寄進は，坂本馬借の強い反発に

あった。白川道―今路越は馬借のおもな活動場所だったのであり，義満の日吉社参詣の際

には，今路の清掃が延暦寺・日吉社支配下の坂本馬借に充当されている。御厨子所率分所

は万里小路家の家領と認識されており，浄蓮花院と白川道―今路越との地理的関係は，坂

本馬借を介して万里小路家と延暦寺との関係へ置換することが可能である。多くの邸宅や

堂舎が退転する中で浄蓮花院が維持され，その維持に他家に比して政治的地位を傑出させ

た万里小路家が携わり，かつ幕府が大きく介入したことの背景には，坂本馬借や延暦寺と

結びつく交通の要衝に位置したという点があったことを看過できないだろう。

　もっともこの時期の吉田地域に浄蓮花院以外の邸宅や堂舎がなかったとは考えがたく，

史料上では判然としない様相にも注意を払わねばなるまい。しかし，経営の基盤である貴

族社会が解体の危機を迎える南北朝期の動乱のなかで，院政期から鎌倉期にかけて継承さ

れた邸宅や堂舎の大半が放棄される動きは不可逆的と思われ，浄蓮花院も勧修寺流吉田家

の菩提寺としてのみでは把握しえない状況に至っていた。平安京や白河地域の延長として

形成された中世吉田地域にとって，南北朝期は大きな転換点であったものと考える。

　５　吉田社の領域的支配

　吉田地域における中世から近世への転換は，吉田社による領域的支配の形成という形で

現れ，これはおおむね三つの段階を経てなされたものと考える（表１５）。すなわち，足利

義満による境内地寄進を中心とする１４世紀後葉から１５世紀初頭にかけての第�期，応仁２

年（１４６８）の焼失から斎場所の造営にいたるまでの第�期，浄蓮花院との相論を通じて領

域的支配を確立する１６世紀前葉の第�期，という三つの段階である。これを吉田卜部家の
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動きと対比するならば，兼熈の時期，兼倶の時代，兼倶から兼右にかけての時期に対応さ

せることができ，これが吉田神道の形成過程と不可分であることは多言を要さない（７８）。

　永徳４年（１３８４）２月，義満は吉田社の境内がないとの理由で「限東神楽岡山以西，限

南近衛以北，限西河原，限北土御門以南」の四至と「吉田泉殿跡散在〈孝継知行分〉」の

田畠を一円神領として寄進する（７９）。「近衛以南，大炊御門以北，今辻子以西，至河原〈除崇

徳院大吉祥院敷地〉」の地を白河熊野社領としたのが応永３年（１３９６）であることを想起

すると（８０），この時の寄進は，南北朝期に荒廃した吉田地域の再編を意図したものだろう。

もっとも，これ以前において四至が未確定だったわけではなく，長保３年（１００１）には

「賀茂・吉田社四至内，不浄汚穢之由有」とされ，延久５年（１０７３）の後三条院の葬送に

際しては，その地が賀茂・吉田社の四至内だとして両社に奉幣がなされた（８１）。しかし，こ

れらが禁忌の地といった観念的性格が濃いものだったのに対し，義満寄進の境内が五節供

の夕神供を備進するごとき実際的な役割を担った点で相違し（８２），応永１０年（１４０３）には，

「馬牛，社内へはなちいるへからさる事」と「けいたいの家，他所へこほちいたすへから
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表１５　１４世紀中葉～１６世紀の吉田社関連年表

文和４年（１３５５）２月　　南軍，吉田社社頭へ乱入して神殿を破壊する

延文５年（１３６０）７月　　吉田社，正一位に昇叙される

応安７年（１３７４）６月　　兼熈ら，宿祢から朝臣への改賜姓を申請する（翌年２月に許可）

永徳４年（１３８４）２月　　足利義満，吉田社へ境内地を寄進する

至徳３年（１３８６）正月　　兼熈，従三位に昇叙される（吉田卜部家で初めての公�となる）

応永１０年（１４０３）３月　　吉田社大鳥居と新長谷寺とに制札を立てる

応仁２年（１４６８）７月　　吉田社，新長谷寺・浄蓮花院とともに焼失する

文明５年（１４７３）５月　　兼倶，勅裁をえて「室町殿南馬場跡」に斎場所を建立する

文明８年（１４７６）８月　　兼倶，「神道長上」と自称する（「神道長上」の初見記事）

文明９年（１４７７）１１月　　吉田社境内の田畠と泉殿跡を申請によって当知行安�される

文明１０年（１４７８）３月　　吉田社境内の地下人を神楽岡麓へ移住させる

　　　　　　　　４月　　兼倶，吉田の地へ移住する（斎場所も吉田の兼倶亭へ移転か）

文明１６年（１４８４）１０月　　神楽岡上に斎場所を上棟する

文亀元年（１５０１）１０月　　兼倶，浄蓮花院周辺の田畠を押妨する

永正２年（１５０５）１２月　　浄蓮花院の敷地・田畠を吉田社領とする

永正９年（１５１２）９月　　浄蓮花院領を吉田社と浄蓮花院で折中する

大永５年（１５２５）３月　　兼満，自宅を焼き逐電する

天文２年（１５３３）１２月　　吉田社と浄蓮花院の折中分を吉田社の一円領とする

天正３年（１５７５）２月　　織田信長の命により，白川道を造営する

天正１３年（１５８５）１１月　　豊臣秀吉，朱印地として吉田社領５９０石を認める

天正１７年（１５８９）３月　　八神殿を斎場所の中に造営する

第�期

第�期

第�期
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さる事」の２条の禁制が大鳥居の柱と新長谷寺観音堂の門に打ち付けられる（８３）。兼熈は応

安８年（１３７５）に宿祢から朝臣への改賜姓を許され，永徳３年（１３８３）に殿上人となり，

至徳３年（１３８６）には吉田卜部家としてはじめて従三位となって公�に列す（８４）。吉田社の

領域的支配は，吉田卜部家の朝廷進出を契機にはじまったものと捉えられる。

　応仁２年（１４６８）７月，吉田社は浄蓮花院や新長谷寺とともに焼亡する（８５）。焼失以前の

社殿配置については『吉田社部類』（８６）の復原がおおむね妥当と考えるが（図１８６），立地に

ついては判然としないものがある。『山城名勝誌』は「社家説云，当社元坐吉田山西，文明

中遷神楽岡麓，旧趾今有二株松，若宮殿跡在石像弥勒堂東南」と記し，『山城国吉田村古図』

吉田社の領域的支配

図１８６　『吉田社部類』による社殿配置の復原
左：「拠江次第及諸古記億定社頭図」　 右：「拠諸中古記億定社頭図」



では林なる小字の中央北寄りに２本の木の描写を認めうるが，義満の寄進地表記と矛盾し

ないかや，「神楽岡吉田社」との表記に相応しいかなど，検討の余地はあろう（８７）。再建時期

についても明瞭とはしがたい。長享元年（１４８７）に春日社旧社を買得して吉田社へ移し，

明応２年（１４９３）には「本社仮殿」が存在することから，この間に再興されたとみること

は一応可能ではあるが（８８），正殿の再建はさらに下るとせねばならず，文明１６年（１４８４）に

神楽岡上に上棟された斎場所からかなり遅れることにかわりはない（８９）。文明８年の藤原氏

一門による再興のための言上，１３年の兼倶による藤原道長書状の偽造，１４年の上杉房定へ

の援助依頼など，藤原氏の氏社であることを前面に出した再建の動きは早くからみえ

る（９０）。にもかかわらず遅滞することの要因には，再建を遅らせることで斎場所の独自性を

高め，吉田社を藤原氏の氏社の地位から脱皮させ，それを管轄する吉田卜部家の権威を高

揚しようとする兼倶の思惑があったからとも推測しうるのではなかろうか。

　兼倶は文明１０年（１４７８）４月に吉田の地へ居を移し（９１），文明５・６年ごろ兼倶の邸宅に

設けられた斎場所も吉田へ造営され，１６年には斎場所を神楽岡上へ移す。これと前後し

て，９年には「境内田畠〈付山林寺院〉并泉殿跡等」が当知行安�され，１０年８月に「諸

家被官人并近郷住民等」の苅田狼藉が，１０月には「方々百姓等」の出作が，それぞれ幕府

奉行人奉書と後土御門天皇綸旨で禁止されており（９２），吉田社は排他的な支配領域を形成し

ていく。こうした動向のなかでも，移住の前月に「構境内之地下於神楽岡麓」と地下人を

神楽岡麓へ住まわせた点は注目に値する（９３）。これが『町田家本洛中洛外図屏風』や『兼見

�記』などにみえる吉田構の前提にあることは疑いなく，大永５年（１５２５）に兼倶の孫兼

満が自邸を焼いて逐電した際に「在家不残一屋焼払」われたことからは，１６世紀前葉には

吉田卜部家の邸宅の周囲に地下人が集住していた様子を知る（９４）。こうした様相は，寺内町

や城下町が惣構を築き「都市」の「平和」を確保しようとした各地の状況（９５）と一致する現

象と思われ，兼倶は土地と人々を領有する「領主」へ昇華したといっても過言ではない。

　文亀元年（１５０１）１０月，吉田社が浄蓮花院辺の田畠を違乱したことから第�期がはじま

る（９６）。浄蓮花院では明応５年（１４９６）に勧修寺教秀を埋葬しており，吉田社による違乱の

直前においても活動はうかがえる。一方で吉田社による境内地の一円化は着実に進行して

おり，文亀２年９月には「吉田社境内南松院并性功徳院旧跡」の領知を認められた（９７）。押

妨の報告を受けた中御門宣胤は，寺領に勧修寺への寄進分があることから勧修寺から訴え

ることとし，永正元年（１５０４）には吉田経房の忌日に合わせて甘露寺元長・万里小路賢房

らとともに浄蓮花院へむかい，経房の御影図を作成して浄蓮花院へ寄進するなど一門意識
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の高揚を図る（９８）。しかし，翌２年１２月には吉田社の領知が決定され，これに対して浄蓮花

院側は神�伯忠富王を通じて兼倶に接触し，５年には一門の連署で幕府へ訴えることとな

る（９９）。兼倶の薨逝も手伝ってか，９年には吉田社の証文を有効としながらも，日吉社参詣

直後の義満が，「雖為吉田社領之内，自元不被付社家之上者，殊令専寺院紹隆，可被全家門

之管領」として寺領安�した応永元年（１３９４）の御内書を捨て置けないとの理由で，寺領

の年貢に関して折中が定められる（１００）。しかし１７年には，９年に定めた折中が寺家の出作を

認めたものではないとして寺家側の耕作が排除され，天文２年（１５３３）９月になると，院

主の死後，浄蓮花院が有名無実化しているとして吉田社は再び訴えをおこし，同年１２月に

はついに，寺家退転を理由に吉田社による一円領知が認められることとなる（１０１）。

　応仁の乱後，なにゆえ浄蓮花院は再建されず，吉田社の一円支配が実現したのだろうか。

前章でみたように，南北朝期以降も浄蓮花院が維持された理由には，万里小路家の政治的

地位と交通の要衝という立地条件とを推定でき，両者は不可分であったと考える。しか

し，文明１２年（１４８０）には京都七口の関所新置に抗議した土一揆が「北白川辺集会，焼払

関所」い（１０２），浄蓮花院に寄進された今路道下口は焼失する。万里小路家についても，応仁

元年（１４６７）には時房の息で後花園院の近臣だった冬房が院の出家に随伴し，文明７年

（１４７５）には補陀落渡海を遂げ，冬房の養子となった甘露寺親長の子，春房も文明３年

（１４７１）に出家する（１０３）。その後，勧修寺教秀の子で当時６才だった賢房が万里小路家を継

ぐものの，政治的地位は大きく減退せざるをえなかったことは推測にかたくない。他方，

応仁の乱以前でも浄蓮花院の経営に万里小路家の意向は必ずしも反映されておらず，まし

てや堂舎が焼失した時点において，万里小路家以外の吉田家が経営権をあらためて掌握す

るなどということはおよそ実態と懸け離れており，彼らにとっての浄蓮花院とは墳墓の地

以上の意味を持ちえなかっただろう。再興の念願とその表明は否定できないものの，墳墓

の祭祀が適切にされてさえいれば，堂舎が存在せず寺僧が京中にいても大きな問題はな

く，折中後に寺家が出作することからも，田畠化そのものついては容認したものといえる。

　一方，在地に目を向けるならば，文明１１年（１４７９）時点で吉田社境内に袋図師名や河原

南名など八つの名が存在していたことを確認でき（１０４），田畠化の過程で力を付けた名主層以

下の地下人を無視しえない状況が現出していた。加えて，永正１７年（１５２０）には細川高国

と三好之長が吉田で衝突し，享禄４年（１５３１）に木沢長政が北白河将軍地蔵の高国を攻め

るなど，応仁の乱後も吉田地域周辺では合戦が断続的に起こっており（１０５），そのなかで地下

人層が自らの「平和」を保証する「領主」を希求したことは推測しやすい。１５世紀後葉以

吉田社の領域的支配



降の吉田地域が望んだのは，院政期から鎌倉期にかけて展開したような貴族の個別的・分

散的な領有形態だったのではなく，土地と人とを一元的に支配する吉田社のごとき形態

だったのだろう。この点において，吉田へ移住して自らの宗教的権威を高めようとする兼

倶と利害が一致するのであり，彼らは吉田卜部家の邸宅の近く，神楽岡麓へ集住すること

となる。墳墓の地としての意味しかなさない退転した浄蓮花院領が吉田社によって接収さ

れたのは，こうした在地の状況に照らせば必然的な流れだったとも考えられる。

　６　お　わ　り　に

　本稿では，中世吉田地域における景観復原を試みた。福勝院の建立を契機として，１２世

紀中葉以降，貴族の邸宅や堂舎が次々と建てられて宗教的でかつ政治的な空間が現出し，

それは鎌倉期を通じて家の継承原理のもとで伝領される。しかし，南北朝期の動乱を経て

その多くは退転したと思われ，浄蓮花院にしても一門の精神的紐帯といった側面のみでは

把握しえない状況に至る。そして，応仁の乱で灰燼に帰した１５世紀後葉以降，吉田社によ

る一元的な支配が形成され，これが現在にまで続く近世的景観の基礎となるのである。

　こうした景観の変化は，個別的・分散的で貴族の家の継承に支えられた土地支配から，

より高位の宗教的権威による領域的な支配へという，いわば一円的な安定化という潮流の

なかで説明しうるものである。また，都市構造という観点からみれば，京都の市街地と不

可分な関係を有する地域から，一定度の独立性を保つ地域への変化とも捉えられよう。そ

うした変容の背景には，中世的な継承原理に基づくがゆえの相克や，交通の要衝として戦

場とならざるをえなかった事実，田畠化することによる地下人層の躍進など，さまざまな

要素を看取でき，いずれもが郊外としてのあるべき姿を如実に反映していると考える。

　もっとも，こうした姿が京都の周辺地域の特色として一般化しうるかについては慎重に

検討せねばならず，また『山城国吉田村古図』のごとき近世的景観が完成するには，もう

何段階かの変遷があることに疑いはない。さらに，本稿が文献史料のみから述べてきた事

象が，これまでに蓄積されてきた発掘成果といかに関連するかや，文献史料のみでは判然

としない側面に対する検討など，考察すべき事柄は非常に多い。これらはすべて今後の課

題とせざるをえないが，中世都市京都がこのような周縁の様相と不可分であることを想起

するならば，市街中心部と周辺地域とがいかに関連したか，あるいは周縁どうしがいかな

る有機的な連結を有したのかなど，より広い視野から検討を加えることが，「都市」として

の中世京都を理解する上で必要不可欠な課題となってくるものと考える。

３０４
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〔注〕
（１）　美川圭「中世成立期の京都」（『日本史研究』４７６，２００２年），川嶋将生「「洛中洛外」と応仁の

乱後の京都」（『中世京都文化の周縁』思文閣出版，１９９２年，初出１９８３年）など。

（２）　『中右記』嘉承３年（１１０８）４月２日条。

（３）　『明月記』正治元年（１１９９）１２月２４日条，『正治元年経房�堂供養記』（国立歴史民俗博物館所

蔵，Ｈ－６３－８８，『大日本史料』４－補１（４０６頁）に翻刻がある）。

（４）　『中右記』天仁元年（１１０８）１０月３日条，『兵範記』仁安元年（１１６６）１０月１６日条，同３年１０月

１２日条。

（５）　『京都市の地名』（平凡社，１９７９年），『角川日本地名大辞典　京都府』（角川書店，１９８２年）な

ど。なお，古代の錦織郷は鴨東だけではなく鴨川の西岸にも広がっていたことが確認できる。『類

聚三代格』巻８，寛平８年（８９６）４月１３日付太政官符。

（６）　『年中行事秘抄』四月中子日吉田祭事裏書（尊経閣文庫所蔵，延応元年（１２３９）書写）。

（７）　『吉記』養和元年（１１８１）９月２２日条。

（８）　『宝寿院文庫目録』５（『大日本史料』６－２３，４５０頁）に「建長六年（１２５４）〈甲寅〉三月二

日，於洛陽之辺北白河吉田書写云々」とみえる。なお，〈　〉は割書を示すものとする。

（９）　『本朝世紀』仁平元年（１１５１）６月１３日条，『百練抄』同日条。

（１０）　『兵範記』仁平２年（１１５２）８月２８日条，久寿元年（１１５４）１０月２１日条，『百練抄』同日条。

（１１）　『兵範記』久寿２年（１１５５）１２月１６日・１７日条，『台記』１２月１７日条，『百練抄』１２月１６日条。

（１２）　近衛家領荘園の成立過程については，川端新「摂関家領荘園群の形成と伝領―近衛家領の成立

―」（『荘園制成立史の研究』思文閣出版，２００１年，初出１９９４年）に詳しい。

（１３）　『明月記』嘉禄３年（１２２７）９月２０日条，『岡屋関白記』寛元４年（１２４６）４月２５日条，建長３

年（１２５１）８月７日条，『勘仲記』弘安１０年（１２８７）４月１５日条。

（１４）　『兵範記』久寿２年（１１５５）１２月１７日条。

（１５）　『兵範記』久寿２年（１１５５）５月２０日条，同年６月８日条。

（１６）　『山槐記』元暦元年（１１８３）８月１４日条，『平家物語』巻１，二代后，巻４，源氏揃。

（１７）　『山槐記』治承４年（１１８０）５月２２日条，『平家物語』巻４，源氏揃。

（１８）　『朝日百科　国宝と歴史の旅８　塔』（朝日新聞社，２０００年）の巻末の付図（冨島義幸作成）を

参照。

（１９）　京都大学総合博物館所蔵（日本史研究室旧蔵，標本乙４－３７，縦１７５．８�×横２６５．０�）。この

図は田畠一筆ごとに小字名・地番・年貢納入先・面積・名請人を記載する彩色の絵図であるが，

東南の吉田社社家地に「吉田淡路守殿」の屋地がみいだせ，該当する人物としては吉田兼成（１６７８

－１７４６，淡路守在任１７１２－３２）と良久（１７４７－１８２０，淡路守在任１７７０－１８１４）の２名が考えられ

ること（『系図纂要』１５），宝永（１７０４－１１）から元文（１７３６－４１）にかけて存在した神楽岡東照

宮（『神業類要』上，神楽岡東照宮事）が描かれていないこと，年貢納入先には御料・松室納・

羽倉納・赤塚納・北小路納と何も記載のない土地（＝吉田社領）があるが，吉田村の知行主がこ

の６者に固定するのが１８世紀前葉であることなどから，成立時期を１８世紀後葉から１９世紀初頭に

おくのが適当と考える。

（２０）　『吉田文書』８２（國學院大学図書館所蔵）。横山晴夫「室町期の吉田社領について―吉田文書

を中心に―」（『國學院雑誌』６２－９，１９６１年）参照。國學院大学図書館所蔵の『吉田文書』は，

東京大学史料編纂所架蔵影写本『吉田文書』（吉田良兼所蔵）の原本である。なお，『門葉記』巻

１７３，山務１，西山宮には「自尊勝寺東至歓喜光院前〈袋辻〉」とあり，袋図師名は袋辻に由来す

る名称だろう。

注



（２１）　『門葉記』巻１３４，法興院，『本朝文粋』巻５，為関白内大臣請以積善寺為御願寺状。

（２２）　『小右記』永祚元年（９８９）９月２６日条。

（２３）　『日本紀略』貞元２年（９７７）４月２２日条，『天台座主記』権律師良源。兼家と良源の関係につ

いては平林盛得『良源』（吉川弘文館，１９７６年）参照。『今昔物語集』１２－９，比叡山行舎利会語が，

「山ノ座主慈恵大僧正（良源），此ノ会ヲ母ニ礼マセムガ為ニ， 年ノ□月 日，舎利ヲ下

シ奉テ，吉田ト云フ所ニテ此ノ会ヲ行フ，（中略）其ノ後，山ノ座主 ，此ノ舎利会ヲ京中ノ上

中下ノ女ノ礼マセ不給ヌ事，極テ口惜キ事也トテ，先ズ舎利ヲ法興院ニ下シ奉」ったと記す点も，

吉田寺と法興院との関係を示唆するといえよう。

（２４）　『日本紀略』寛和２年（９８６）１２月１７日条。岡田荘司「二十二社の成立と公祭制」（『平安時代

の国家と祭祀』続群書類従完成会，１９９４年，初出１９９２年）。

（２５）　福山敏男「白河院と法勝寺」（『寺院建築の研究』下，中央公論美術出版，１９８３年）。

（２６）　『中右記』康和５年（１１０３）３月１１日条，『寺門高僧記』４，増誉大僧正法務。

（２７）　『兵範記』保元３年（１１５８）１０月２０日条，仁安２年（１１６７）４月２６日条。なお，増誉を聖護院

初代院主とするのが通説であるが，酒井彰子は聖護院を覚忠による創始であると指摘する。酒井

彰子「中世園城寺の門跡と熊野三山検校職の相承―常住院から聖護院へ―」（『文化史学』４８，１９９２

年）。また，覚助法親王が聖護院へ入室する際に，「中御門東行，朱雀北行，近衛東行，入御聖護院」

したことからは（『経俊�記』弘長２年（１２６２）１０月６日条），聖護院の敷地が中御門大路末から

近衛大路末にかけて広がっていた可能性もある。

（２８）　『玉葉』治承元年（１１７７）１０月１６日条。

（２９）　『山槐記』治承３年（１１７９）６月１９日条，『薩戒記』応永３３年（１４２６）７月１４日条。

（３０）　『玉葉』承安３年（１１７３）８月１６日条，『山槐記』治承３年（１１７９）６月１９日条。

（３１）　関口力「中関白家と熊野―隆家と増誉を中心として―」（『國學院雑誌』８０－１０，１９７９年）。

（３２）　『民経記』嘉禄２年（１２２６）７月２２日条など。

（３３）　『民経記』文永２年（１２６５）２月１５日条，『勘仲記』弘安４年（１２８１）４月１５日条，同６年７月

４日条など。高群逸江（栗原弘校訂）『平安鎌倉室町家族の研究』（国書刊行会，１９８５年）参照。

（３４）　『台記』仁平元年（１１５１）２月２１日条，『明月記』建久９年（１１９８）２月２１日条，嘉禄３年

（１２２７）１０月１１日条，寛喜２年（１２３０）７月１１日条。京都大学吉田南構内ＡＲ２４区では，１２世紀

中葉に遡ると目される九州型の経筒が出土しており（本年報第３章），源季兼が久安５年（１１４９）

まで豊後守だったことを想起すると，季兼との関連で捉えうるかもしれない。なお，豊後守時代

の源季兼については，新川登亀男「豊後守源季兼論」（渡辺澄夫先生古稀記念事業会編『九州中世

社会の研究』１９８１年）に詳しい。

（３５）　当時の政治動向については元木泰雄『藤原忠実』（吉川弘文館，２０００年）など参照。

（３６）　吉田野という表記は『十三代要略』康保元年（９６４）４月２９日条，『中右記』寛治６年（１０９２）

７月１日条など散見するが，『梁塵秘抄』所収の今様など時期を特定しにくいものを除くと，『金

剛峯楼閣一切瑜�経』奥書（『大日本史料』３－２１，１４３頁）に「久寿二年（１１５５）四月二日，於

僧都御房吉田野御房奉受了」とあるのが，管見の限り最も時期の下る史料である。

（３７）　『岡屋関白記』建長３年（１２５１）７月１９日条。１３世紀後葉から１４世紀初頭にかけて亀山院や後

宇多院がしばしば臨幸したことに鑑みると（『実躬公記』乾元元年（１３０２）７月１３日条など），吉

田泉亭は後嵯峨院から大覚寺統へ継承されたようである。

（３８）　北白河殿の位置は判然としないが，北白河院が「又東折到河原北行，自鷹司末東行，過天満宮

前，到北白河 」ったことや（『諸院宮御移徙部類記』所引「平戸記」寛喜２年（１２３０）８月

２１日条），安嘉門院が持明院殿へ遷御する際の記事に「北白河殿惣門西行，河原南行，一条 」と
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あることから（『経俊�記』嘉禎３年（１２３７）１２月２６日条），一条大路末より北に存在したことが

判明する。なお，１４世紀前葉には「律院」となっていたようである。『花園天皇宸記』元亨３年

（１３２３）１０月１４日条。

（３９）　「御遺言条々」（『勧修寺文書』京都大学総合博物館所蔵）所引。以下「御遺言条々」引載の文

書は文書名のみを記す。「御遺言条々」に関しては，中村直勝「勧修寺家領に就いて」（『荘園の研

究（著作集第４巻）』淡交社，１９７８年，初出１９４１年）参照。

（４０）　『吉記』治承５年（１１８１）３月２日条，養和２年（１１８２）２月１１日条など。経房の本邸は京中

の勘解由小路亭であり，吉田亭は別邸にすぎなかった点にも注意したい。

（４１）　『吉記』建久３年（１１９２）７月２７日条。経房が式子内親王を後見したことは，『玉葉』同年５月

１日条から確認できる。

（４２）　『明月記』正治元年（１１９９）１２月２４日条，『正治元年経房�堂供養記』。

（４３）　『明月記』元久２年（１２０５）６月８日条。

（４４）　『実躬�記』弘安１０年（１２８７）６月９日条。為経が浄蓮花院に埋葬されたことは，『経俊�記』

建長８年（１２５６）６月９日条からわかる。高橋秀樹「祖先祭祀に見る一門と「家」―勧修寺流藤

原氏を例として―」（『日本中世の家と親族』吉川弘文館，１９９６年）参照。

（４５）　『勘仲記』建治３年（１２７７）正月１日条。高群逸江前掲（３３）書参照。

（４６）　『勘仲記』弘安２年（１２７９）８月１日条。同４年８月４日条でも亀山院は歓喜光院で密々に見

物をしている。

（４７）　『尊卑分脈』。出家後の経藤は浄蓮花院の末寺であった西郊太秦の示観院に居住した。『実躬�

記』永仁２年（１２９４）２月２５日条，『宣胤�記』文亀元年（１５０１）１０月１８日条，「永正８年（１５１１）

８月１３日付足利義澄奉行人奉書」（『吉田文書』１０９（『室町幕府文書集成　奉行人奉書篇』（以下

『奉書』と略す）３９５９））。なお，史料大成本『宣胤�記』などは「楽観院」とするが，内閣文庫

本は「示イ」と傍書し，文書類でも「楽」の異体字とみるよりも「示」の方が相応しく，高橋秀

樹前掲（４４）論文に倣い「示観院」が正しいと判断する。

（４８）　『部類抄』元応３年（１３２１）正月１日条（『山城名勝誌』巻１３，吉田内府第所引），『公�補任』

元徳２年（１３３０），『親長�記』文明９年（１４７７）２月１４日条。

（４９）　『太平記』巻３１，剣璽無うして御即位例無き事。康永３年（１３４４）には仙洞評定で故定房の遺

跡のことが問題となっており，その中で定房の弟にあたる清閑寺資房の主張が先朝に棄捐せられ

ていたことが判明し，遺跡は定房の子，守房の動向にしたがって処置すべきことが定められてい

る。『園太暦』康永３年閏２月１日条。

（５０）　「勧修寺経興寄進状」（『思文閣古書資料目録』１２９号，『大日本史料』７－２７，１５７頁に翻刻があ

る）。

（５１）　『宣胤�記』永正元年（１５０４）８月２４日条。宣胤が神龍院の南の知行地について吉田兼倶と争っ

ていること（『宣胤�記』文明１３年（１４８１）７月１０日条）もこれに関連しよう。

（５２）　資経と経兼（経賢と改名）は六条坊門堀河の地について相論を起こしており（『平戸記』仁治

元年（１２４０）閏１０月８日条），経賢が資経に先だち死去したことをも考え合わせると，園領は資

経に没収されたと理解するのがよかろう。角家地については判然としないものの，資経が没収し

た可能性も充分に考えられる。

（５３）　室町期の浄蓮花院の様相については高橋秀樹前掲（４４）論文に詳しく，本稿もそれに依拠する

ところが大きい。

（５４）　『建内記』永享１１年（１４３９）６月２６日条。

（５５）　『建内記』嘉吉３年（１４４３）６月２日条。

注



（５６）　『建内記』嘉吉３年（１４４３）３月２２日条。

（５７）　『親長�記』文明１２年（１４８０）７月１２日条，『実隆公記』明応元年（１４９２）１０月１１日条，同５年

７月１７日条，『二水記』大永８年（１５２８）７月４日条。

（５８）　『宣胤�記』永正１４年（１５１７）７月１２日条。

（５９）　宣房と同時期に千種忠顕が出家しており，両者の出家について佐藤進一は，「新政批判の空気の

みなぎる中で，詰腹を切らざるをえない形になったからではなかろうか」と推測する。佐藤進一

『日本の歴史９　南北朝の動乱』（中央公論社，１９７４年）。

（６０）　伊藤喜良「応永初期における王朝勢力の動向―伝奏を中心として―」（『日本中世の王権と権威』

思文閣出版，１９９３年，初出１９７３年）。

（６１）　「坊城経俊処分状」。

（６２）　『園太暦』貞和４年（１３４８）４月１９日条，『建内記』正長元年（１４２８）３月２３日条。

（６３）　『建内記』永享１１年（１４３９）６月２６日条。

（６４）　『建内記』嘉吉３年（１４４３）３月２２日条。

（６５）　「貞和４年（１３４８）８月１日付足利直義御判御教書」（下郷共済会所蔵『浄蓮華院及永明院関係

文書』（東京大学史料編纂所架蔵写真帳）），『建内記』嘉吉元年（１４４１）６月１日条。

（６６）　『園太暦』観応元年（１３５０）１２月１０日条。

（６７）　『大理秘記』乾元２年（１３０３）正月２９日条。

（６８）　『日吉社室町殿御社参記』，「応永元年（１３９４）１２月２５日付足利義満御判御教書案」（『吉田文書』

１１５）。

（６９）　「沙弥正宗寄進状」（国立歴史民俗博物館所蔵『浄蓮華院文書』，Ｈ－１０８３，佐藤進一「浄蓮華

院文書」（『年報中世史研究』１，１９７６年）に翻刻がある）。

（７０）　「文和４年（１３５５）４月３日付勧修寺経顕書状」（『浄蓮華院及永明院関係文書』）。なお，『兼見

�記』天正６年（１５７８）７月１４日条では「御館畠之地子自白川持来」とあり，「御館畠」を北白川

郷地下人が耕作し，地子を吉田社へ納めていたことがわかる。

（７１）　『建内記』嘉吉元年（１４４１）１１月２７日～２９日条など。相田二郎「京都七口の関所」（『中世の関

所』畝傍書房，１９４３年，初出１９３１年），奥野高廣『皇室御経済史の研究』（畝傍書房，１９４２年，３８７

～３９５頁）参照。

（７２）　『本朝世紀』久安３年（１１４７）７月１５日条。なお，ここからもうかがえるように今路は山間路

を指し，平地部の白川道とは本来異なるものであったと思われるが，織田信長が上洛するにあ

たって白川道を整備した際の記事に，「但今道者，至北白川西口自上京造之也，為十郷山中路可造

之由村民申付也」とあることからは，この段階では吉田地域の部分も今路と呼称した可能性があ

る。『兼見�記』天正３年（１５７５）２月１５日条～３月３日条。

（７３）　法勝寺の東や神楽岡の東には花園と呼ばれる地域が存在した。『明月記』建保元年（１２１３）６月

２８日条，「明応５年（１４９６）１１月２６日付室町幕府奉行人奉書」（『奉書』２０４７）。志賀山越について

は上條彰次「「志賀の山越え」考」（『中世和歌文学論叢』和泉書院，１９９３年，初出１９６８年）など

参照。

（７４）　『百錬抄』仁治２年（１２４１）２月１１日条。なお，兵庫頭重房の詳細は不明であるが，『尊卑分

脈』では清和源氏として現れ，建保６年（１２１８）に後鳥羽院が金銅薬師像を神護寺金堂に送った

際の記事（『神護寺文書』９（『大日本史料』４－１４，７０６頁））にみえる「奉行兵庫頭重房」と

同一人物だろう。

（７５）　『民経記』仁治３年（１２４２）正月４日条，『故一品記』寛元元年（１２４３）１０月１９日条（『大日本

史料』５－１７，８３頁），『平戸記』寛元３年正月１２日条，『門葉記』巻１７３，山務１，西山宮。
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（７６）　１３世紀後葉においても，法勝寺への幸路にあたる大炊御門大路末には橋がなく，御幸に際して

浮橋が整備されており（『勘仲記』弘安９年（１２８６）７月７日条），また，浮橋は用が済むと壊さ

れるのが本来的であったらしい（『中右記』永長２年（１０９７）４月２日条）。中世における鴨川の

橋については，細川涼一「四条・五条橋の橋勧進と一条戻橋の橋寺」（門脇禎二・朝尾直弘編『京

の鴨川と橋―その歴史と生活』思文閣出版，２００１年）など参照。

（７７）　宗源が延暦寺僧であることは，『猪熊関白記』承元３年（１２０９）５月１９日条，『葉黄記』宝治２

年（１２４８）５月２日条からわかる。辻博之は，山門は今路を新造することで，坂本を中心とした

荘園制的な物資輸送ルートを管下におこうとしたと指摘する。辻博之「中世における近江坂本の

発展と都市景観」（『ヒストリア』８８，１９８０年）。

（７８）　吉田神道の成立過程については，久保田収「吉田神道の成立」（『中世神道の研究』神道史学会，

１９５９年），萩原龍夫「吉田神道の発展と祭祀組織」（『中世祭祀組織の研究』吉川弘文館，１９６２年），

岡田荘司「日本書紀神代巻抄　解題」（吉田神社編『日本書紀神代巻抄（吉田叢書第５巻）』続群

書類従完成会，１９８４年）など参照。

（７９）　「永徳４年（１３８４）２月２４日付足利義満寄進状」（『吉田文書』４）など。

（８０）　「応永３年（１３９６）１２月１８日付足利義満御判御教書案」（『東寺百合文書』ゐ６０）。

（８１）　『権記』長保３年（１００１）６月２０日条，『百練抄』延久５年（１０７３）７月２５日条。

（８２）　『兼敦朝臣記』応永８年（１４０１）３月３日条。

（８３）　『兼敦朝臣記』応永１０年（１４０３）３月２日条。

（８４）　『後深心院関白記』応安７年（１３７４）６月２７日条，７月２４日条，『後愚昧記』永和元年（１３７５）

吉田兼熈改尸文書，永徳３年（１３８３）正月３日条，『公�補任』至徳３年（１３８６）。

（８５）　『続史愚抄』応仁２年（１４６８）７月４日条など。８月には聖護院も焼失しており（『後法興院

記』同年８月６日条），吉田地域は灰燼に帰したとみてよい。

（８６）　『松岡叢書』（京都大学附属図書館所蔵，１－０３－マ－１）所収。

（８７）　福山敏男は，大字二本松が土御門大路末よりも北に位置することから，「永徳四年寄進状と江戸

時代の社伝を記した地誌との両者の顔を立てようとする試案」として，「江戸時代地誌の推定位置

を一町南にずらすことで妥協」させ，京都大学教養部構内（現吉田南構内）南半に応仁以前の吉

田社の主要社殿があったとする。福山敏男「鶴岡八幡宮と吉田神社」（『神社建築の研究』中央公

論美術出版，１９８４年，初出１９７７年，２７９頁）。室町期の土御門大路末がどれほど残存していたかに

ついても考慮する必要があろう。

（８８）　『後法興院記』長享元年（１４８７）８月１３日条，『親長�記』明応２年（１４９３）２月１６日条。福山

敏男前掲（８７）論文。

（８９）　『実隆公記』文明１６年（１４８４）１０月２６日条。なお，吉田神社社務所編『吉田神社志』（１９１３年）

は，『官幣中社吉田神社明細図書』を引き再建を天文３年（１５３４）と述べる。典拠などについては

なお検討を要するものの，『宣胤�記』永正３年（１５０６）正月４日条でも「参詣斎場所，〈自一昨

夕神事也，〉先奉拝吉田大明神，〈乱来神体斎場所内，奉安置太元宮〉」とあって，この時点でも再

建されていなかった可能性は高く，『吉田神社志』の説を完全に無視することできない。

（９０）　「文明８年（１４７６）１１月日付藤氏一門言上状案」（『吉田文書』７２），『宣胤�記』文明１３年２月

２９日条，『後法興院記』同１６年１１月１８日条など。

（９１）　『兼顕�記』文明１０年（１４７８）３月１９日条（『大日本史料』８－１１，１２３頁），『晴富宿祢記』同

年３月２９日条。

（９２）　「文明９年（１４７７）１１月２２日付室町幕府奉行人奉書」（『吉田文書』８（『奉書』１０７４）），『兼右

�記』天文２年（１５３３）１１月２４日条（『奉書』１０７５），「文明１０年１０月６日付後土御門天皇綸旨」

注



（『吉田文書』２４）。なお８月の奉行人奉書は「近郷所々十一郷」宛にだされており，これは後の

東山十郷に相当するものであろう。東山十郷に関しては田中克行「村の「半済」と戦乱・徳政一

揆」（『史学雑誌』１０２－６，１９９３年）参照。

（９３）　『兼致朝臣記』文明１０年（１４７８）３月７日条。

（９４）　『二水記』大永５年（１５２５）３月１９日条。吉田構については，浜崎一志「浄蓮華院と吉田構―

応仁の乱後の吉田の復原的考察―」（京都大学埋蔵文化財研究センター編『京都大学構内遺跡調査

研究年報　昭和５６年度』１９８３年）に詳しい。

（９５）　仁木宏『空間・公・共同体』（青木書店，１９９７年）など参照。

（９６）　『宣胤�記』文亀元年（１５０１）１０月１０日・１７日条。

（９７）　「文亀２年（１５０２）９月８日付室町幕府奉行人奉書」（『吉田文書』６１・６２（『奉書』２２８１・

２２８２））。

（９８）　『宣胤�記』文亀２年（１５０２）３月６日条，永正元年（１５０４）閏３月１１日条，『実隆公記』同年

閏３月９日・１１日条。

（９９）　「永正２年（１５０５）１２月２９日付室町幕府奉行人奉書」（『吉田文書』７１・８５（『奉書』２４１７・

２４１５）），『実隆公記』永正３年５月２日～４日条，『宣胤�記』同５年９月１５日・１９日条。

（１００）　「応永元年（１３９４）１２月２５日付足利義満御判御教書案」（『吉田文書』１１５），「永正１７年（１５２０）

１１月２日付室町幕府奉行人奉書」（『吉田文書』８１（『奉書』３０３２））など。なお，「永正８年（１５１１）

８月１３日付足利義澄奉行人奉書」（『吉田文書』１０９（『奉書』３９５９））では，浄蓮花院領の返付が

規定されているが，これが義澄死去の前日にだされたことや，当時の政治状況を考えると，どれ

ほどの実効性を持っていたかは甚だ疑問である。

（１０１）　『兼右�記』天文２年（１５３３）９月１６日条（『奉書』３２２４），「天文２年１２月３０日付室町幕府奉

行人奉書」（『吉田文書』７８～８０（『奉書』３２５５～５７））。

（１０２）　『宣胤�記』文明１２年（１４８０）１０月１０日条。

（１０３）　『後法興院記』応仁元年（１４６７）９月２３日条，『実隆公記』文明８年（１４７６）３月２８日条，『親

長�記』同３年（１４７１）５月４日条。

（１０４）　「文明１１年（１４７９）２月日付吉田社雑掌□□〔貞継ヵ〕言上状案」（『吉田文書』８２）。

（１０５）　『元長�記』永正１７年（１５２０）５月４日条，『二水記』同日条，享禄４年（１５３１）２月２１日条な

ど。

［付記］　本稿は科学研究費補助金（若手研究Ｂ「古代・中世移行期における宮廷儀礼の変容と平安京

出土土器に関する総合的研究」）による成果の一部である。
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考古資料としての蓮月焼

千葉　豊　

　１　蓮月焼とは

　大田垣蓮月　　世の中が激しく揺れ動いた幕末維新という時代に，清貧をつらぬき，８５

歳で天寿を全うした尼僧が存在した。大田垣蓮月である。手元にある広辞苑（第４版）に

は，「おおたがき」の見出し語の下に「－－・れんげつ【大田垣蓮月】江戸末期の女流歌

人。名は誠（のぶ）。京都の人。夫の死後，尼となって蓮月と号す。陶器を製し自詠の歌を

つけて世に賞美され，東山に高潔の生涯を送った。歌風は優美繊細。家集「海人の刈藻」。

（１７９１－１８７５）」とある。本稿で取り上げる蓮月焼とは，「東山に高潔の生涯を送った」蓮

月尼が生活の糧として幕末から明治初年にかけて製作し，「世に賞美され」た，やきものの

ことである。

　大田垣蓮月の生涯については，多くの書物があるから（１），それらに譲り，ごく概略のみ

を記すにとどめる。寛政３年（１７９１），京都の三本木に生まれる。名は 誠 。幼くして，知
のぶ

恩院の坊官・大田垣 光古 の養女となる。１８歳で大田垣家の養子・ 望古 と結婚。１男２女を
てるひさ もちひさ

もうけるが，いずれも幼くして病没。夫とも離別する。その後入家した 古肥 と再婚。１女
ひさとし

をもうけるが，夫ともども病没するなど，その前半生は恵まれたものではなかった。文政

６年（１８２３），夫・古肥の没後，養父とともに，３３歳で出家し，蓮月と号した。

　天保３年（１８３２），養父・光古（西心）と死別した４２歳以降，知恩院真�庵から岡崎村

へ移り，生活の糧として，やきもの作りを始めた。また優美繊細な歌を詠み書画をよくす

るなど，諸芸にも通じていた。若き日の富岡鉄斎が学僕として蓮月を助け，蓮月も終生，

鉄斎を援助した。蓮月はやきもの作りを始めるようになって，岡崎から聖護院，北白川と

いう洛東の地に居を構えたが，一所にとどまらず，生涯に三十数回もの引っ越しを重ねた

ので，「屋越蓮月」と呼ばれるほどであった。慶応元年（１８６５）には，西賀茂神光院の茶所

に移り，晩年の１０年間をここで過ごし，明治８年（１８７５），８５歳で没した。

　蓮月焼の特徴　　最初に，伝世品や文献に基づいて（２），蓮月焼の特徴を整理しておく。

　１）自詠の歌で製品を飾ったこと：蓮月は製品を自詠の和歌で飾り「蓮月」と署名した。

表現方法は，釘彫りと称される陰刻表現と，鉄錆を用いた筆書きの２種類がある。前者が

多い。筆書きの場合は，絵と一体で表現した画賛様式のものも多い。



　陶器を詩文で飾るのは，蓮月に始まったことではなく，京焼の世界では１８世紀には尾形

乾山が書画一体の境地を陶器に表現したことはよく知られている。１９世紀に入っては，青

木木米が詩文を陶器に写している。乾山も木米も，文人として陶芸に参画した人たちであ

り，蓮月もこうした「文人陶工」の系譜を引くと理解することもできる。陶器に詩文を記

す発想は，乾山や木米などから学んだのかもしれない。ただし自詠の和歌を陶器に記すの

は蓮月の独創であり，蓮月焼の本質をここに求めるべきだと思う。

　２）煎茶器関係が多いこと：急須・土瓶・椀・煎茶椀・花生け・香合・皿・鉢・蓋物・徳

利・盃・鍋・涼炉などがあるが，茶器とくに煎茶に関係する製品が多い。この頃，文人か

らさらには一般の人へと，煎茶の風習が広まっていったことはよく知られている。当時の

煎茶の流派としては，唐様風の文人派と和様風の宗匠派の２派があった。後者は，中国的

趣味よりも，日本的伝統を重んじており，和歌を刻した蓮月製品は，こうした流派の志向

と合致したものと理解できる（３）。

　３）成形に，轆轤水挽き技法を用いず，手づくねあるいは型を用いて作陶したこと：蓮月

焼は，手づくねで，指頭圧痕を残し，凹凸に富んだものが多く，また蓮葉を表現した蓋・

椀などには型成形が用いられている。ここに専門陶工との技術的差異を見て取ることがで

きる。型を用いる点については，従来あまり注意を払われていないが，発掘資料の観察か

らは，型を多用した可能性を追究してみる必要がある。

　４）陶土は，岡崎から黒谷にかけての洛東の粘土を用いたこと：この一帯の粘土が京焼の

原料となったことはよく知られており，蓮月も同じ土を用いた。

　５）無釉焼締品と施釉品があること：土瓶・急須・蓋物などは無釉焼締が多い。椀・煎茶

椀・皿・徳利などは施釉品である。涼炉は無釉の土師質焼成である。合作品を除くと，磁

器はほとんどなく陶器である。歌の表現方法との関係でみると，陰刻表現の場合は，焼締

焼成，施釉ともにみられる。筆書きの場合は，所謂，下絵技法であり，鉄錆で歌を表現し，

施釉して仕上げており，上絵の技法で表現したものはない。

　６）蓮月以外の手になる製品があること：蓮月焼は，世上の評価が高まるにつれて，すで

に蓮月存命中に，贋作品が出回ったようであるが，これらとは別に，蓮月本人が関与しつ

つ蓮月以外の人の手が加わった製品がある。西賀茂神光院に移ってからは，吉田安という

農婦が手伝っており，「蓮月　安造」と署名のある土瓶も残っている。またのちに二代目蓮

月を名乗る黒田光良も，蓮月に頼まれて作陶を助けていることが蓮月から光良へ宛てた手

紙からうかがうことができる（４）。光良は，安政５年（１８５８），聖護院村熊野神社の西，蓮月
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の隣家に居住したことが縁で，蓮月の弟子となった。晩年には，陶土の調達や焼成の依頼，

あるいは代作など，蓮月を助けた。

　蓮月自作とされる製品には，二代目蓮月光良の作品が相当数紛れ込んでいる可能性があ

る。光良の特徴として，「作風は一見蓮月の作品と酷似している」，「技術的には勝れている

が素朴性に欠け」る，「必ず陶器の底面や，全体が蓮の葉の形態をもって製作され，作品に

よっては蓮月の署名の他に「光良山」の印がみられる」との指摘がある（５）。

　７）焼成は，三条の粟田口焼，五条の清水焼の窯元，のちには黒田光良へ依頼したこと：

借窯で焼成するシステムは，１８世紀の乾山焼にすでにみられる。粟田口は陶器焼成を主体

とし，清水焼は１９世紀以降，磁器生産を盛んにおこない，両窯場は陶土をめぐって争論を

起こすなど，対立的な関係も持ち合わせていた（６）。蓮月の居所からは粟田口のほうが近い

が，粟田口の錦光山宗兵衛や五条の清水六兵衛との合作作品が伝わっているように，両窯

場の陶工と親交があった。焼成の時期や焼成室のあき等を勘案して，蓮月はどちらの窯場

にも焼成を依頼したと理解できる。

　本稿の課題　　１９８４年，京都大学病院構内の発掘調査で，「蓮月」の銘のあるやきものが

多数見つかった。発掘調査で確認された蓮月焼の最初の事例であった。その後，京大病院

構内遺跡では，１９９５年，２００１年の発掘調査でも蓮月焼がまとまって見つかっている。出土

地点は，いずれも聖護院村時代の蓮月が居を構えた場所ないしはその周辺にあたってお

り，これらの資料は蓮月焼の生産に関するものとして，重要な位置を占めるだろう。

　うえに記したように，蓮月焼は特徴のあるやきものであることから小片でも見分けがつ

きやすい。京都大学構内では，生産地とは無関係な吉田南構内でも，蓮月焼の出土が報告

されており，本年報でも１点出土の報告がある（本年報，第３章－�１０２０）。京都ではこ

れら以外に，３地点で出土が報じられており，江戸遺跡でも出土例があることを知った。

資料検索が十分とはいえないので，ほかにも出土が報告されていたり，新しい時代，ある

いは奇妙なやきものとして，未報告のまま保管されているものもあると予想される。

　蓮月焼の研究は，世代をこえて残ってきた伝世品によって進められてきた。これに対し

て，考古資料の出現は，違った角度から蓮月焼に光をあてることができるのではないかと

期待する。そのためには，個々の出土事例を再検討し，基礎資料を整備することから始め

る必要がある。このような観点から検討作業を進めている最中であるが，この過程で未報

告の資料についても，観察・実測などの検討を加えることができた。こうした資料につい

て紹介しながら，考古資料としての蓮月焼について検討する第一歩としたい。

蓮　月　焼　と　は



　２　出　土　資　料

　京都大学病院構内　　１９８４年度（ＡＦ１９区）（７），１９９５年度（ＡＧ２０区）（８），２０００年度（Ａ

Ｅ１９区）（９）の発掘調査によって，多数の蓮月焼関連資料が出土している。いずれの調査区

も病院構内の南東部に位置し，蓮月居住地の周辺にあたっている（図１８７）（１０）。

　１９８４年度の調査は，蓮月焼が発掘調査にによって初めて出土した事例である。土瓶・急

須・徳利・鉢・蓋物など，１０数点の資料が廃棄土坑ＳＸ１やその周辺の包含層から，幕末

の陶磁器類とともに出土している。報告では，和歌全文の判読できる３点の蓮月焼（徳利・

土瓶・鉢）と，「蓮月」と陰刻された急須蓋２点が実測図と写真つきで解説されている。こ

こでは，新たに６点の資料の実測図を掲げ，解説しておく（図１８８－１～６）。

　１～３は急須。１は底部を除いて，透明釉を施している。底部外面は，型離れの痕跡を

残しており，これは少なくとも胴下部は外型を用いて成形したものと理解できる。「ちよこ

もる　まどの呉竹　日にそへて　うれしきふしの　数やかぞへん」（下線は残存文字，以下

同じ）と推定する歌を陰刻であらわす。２・３は無釉焼締。ともに陰刻で歌を記す。２の

歌は不明。３は「人はかる　さがのの　のはらの　夕まぐれ　おのが尾花や　袖とみすら
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図１８７　京都大学病院構内の調査地点と推定蓮月居住地（黒丸印）　 縮尺１/２５００
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ん」と推定できる。両例とも，胴下部の器厚は，１．５～２�の薄さで，おもに内面に指頭

による凹凸を残す。３は胴中央部で稜をもつように屈曲し，この稜を境に内面の調整は下

部が横撫で，上部が指頭による押さえと調整の仕方が異なっている。器壁の薄さも勘案す

れば，胴部は外型を用いて上下別々に製作し，あとで接合した可能性が高い。

　４・５は無釉焼締の土瓶の身と蓋。４は内外面ともに，指頭圧痕がみられる。陰刻で文

字を刻むが，断片的で歌の判読はできていない。５は土瓶蓋。内面に型痕とみられる圏線

があること，外面は指頭による押圧痕がみられるのに対して，内面にはそれがみられない

ことから，型作りしたうえで，把手をつけたと判断する。裏面中央に，「蓮月作」と刻書す

る。６は蓋物の蓋。５と同様の特徴を内外面にもつことから，型作りと理解する。三叉状

になる把手も，５と類似する。内面中央に，「琴松文子」の陰刻をもつ（１１）。内面は，焼きぶ

くれが著しい。

　１９９５年度の調査では，土坑および包含層から，急須・煎茶椀・椀・土瓶・皿・蓋物・

鉢・香合・涼炉・火炉などが出土した。５０個体前後の出土品のうち，２９個体を報告した。

　すべて破片資料で，蓮月焼最大の特徴である和歌全文が残存している資料は１点もみら

れなかった。蓮月は多くの歌を世に残しており，一部のみ判読できる和歌が蓮月のどの和

歌にあたるのかをつきとめるのは容易なことではない。そこで破片資料から和歌全体を復

元するために，歌集にみえる蓮月の和歌８００首前後をもとにして簡易データベースを作成

した。このデータベースによって，歌が一部分しか残存していない破片資料でも，候補と

なる和歌を迅速に検索できるようになった。

　出土品の特徴として，破損した断面に釉が流れているものや，焼成時のひび割れによっ

て施釉していない面に釉が流れ出たもの，焼成時に生じたと思われるひび割れをもつも

の，素焼品などがあり，ほとんどが焼き損ない品とみてよいものであった。このなかには，

型作りで蓮葉を表現した蓋物も含まれていた。調査地点は蓮月居宅の裏手にあたる地点で

あることから，選に漏れた失敗品がこの地点に廃棄されたものと理解できる。

　今回，新たに２１点を実測し，また先に報告した資料の中で，訂正の必要なものが生じた

ので，これについても再掲して説明を加えておく（図１８８・１８９－７～２８）。

　７～１０は焼締の急須である。いずれも破片資料で，注ぎ口，把手，胴下半部を欠く。７・

９には外面に削りの痕跡が認められ，内面は４例とも指頭による押さえとシボリの痕跡が

みられる。７は「むさしのの　尾花が末に　かかれるは　たがひきすてし　弓張の月」，９

は「梅が香に　枕もとらで　更るよの　そらに鳴ゆく　春の雁がね」と推定できる歌を陰

出　土　資　料



刻で表現している。８・１０の歌は，判読できていない。

　１１～１６は煎茶椀。１６は素焼き段階で止まっており，他は，高台周りを除いて内外面に透

明釉を施している。１１～１３は鉄錆による筆書き，１４～１６は陰刻で歌を表現するが，断片的

な資料のため，１３が「梅が香に　枕もとらで　更るよの　そらに鳴ゆく　春の雁がね」か

と推定できたのみである。１２は「蓮月」の署名が残る。１４・１５は胎土・色調・釉調が酷似

する。同一個体の可能性が高い。

　１７～１９は小片であることと歪みがあるため，正確な径が不明である。椀ないしは鉢にな

ると思われる。１８は素焼き段階で止まっており，陰刻で「蓮月」と署名している。１７・１９

は内外面に透明釉を施す。ともに歌の判読はできていない。

　２０から２２は急須の蓋。いずれも焼締焼成。２０・２１は外面を蓮葉型押しで表現する。２２も

型作りであり，内面に型押しで生じたとみられる細かなヒビがみられる。つまみは，砧を

かたどり，内面中央には「蓮月」と刻書する。

　２３は，先の報告で托とした資料。今回改めて検討した結果，托として報告した別の資料

の胎土が白色で精良なのと比較して淡褐色を呈すること，および托としては形態が異例で

あることなどから，型の可能性が高いと判断するに至った。外面は指押さえの跡を顕著に

残し，底面および内面は平滑に仕上げている。上面に粘土を押しつけて，２２のような急須

の蓋を作るために利用されたと想定する。

　２４・２５は鍋。ほぼ同型・同大の鍋で，２５は素焼きの段階で止まっている。２４は内面に透

明釉を施す。口縁部に把手と注ぎ口がつく。胴部上半は内外面とも，指頭圧痕を顕著に残

すが，胴部下半は内外面とも，撫でて仕上げている。２５の底部外面には，型押しで生じた

と思われるヒビが観察できることから，少なくとも下半部は型成形であると考えられる。

　２６・２７は鍋の蓋。両例とも素焼きの段階で止まっている。釘彫りで歌を記すが，判読で

きていない。２７は「蓮月」の署名をもつ。

　２８は涼炉。砂粒の多い粗放な胎土を用い，土師質焼成である。体部に，「万世も　たえぬ

ながれと　しめつらむ　そのかめの尾の　山のした水」と推定できる歌を陰刻する。

　２０００年度の調査でも，包含層などから蓮月焼が出土している。この調査では，井戸を転

用した廃棄土坑から出土した蓮月焼模倣資料が注目できる。銘文から，これらは聖護院村

で医家の一族に連なる玉木良斉なる人物が蓮月焼を模倣して製作したことが判明した（１２）。

　京都大学吉田南構内　　総合人間学部（現，吉田南）構内ＡＲ２５区の調査で，４点の蓮

月焼関連資料が報告された（１３）。その後の検討で，新たな知見を付け加えることができたの
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図１８８　蓮月焼�（１～６京都大学病院構内ＡＦ１９区，７～２３京都大学病院構内ＡＧ２０区）
縮尺１/３



で，改めて実測図を掲げておく（図１８９－３０～３３）。

　３０・３１は急須。３０は口径６．４�をはかり，焼締焼成品。３１は内外面に透明釉を施釉する。

把手が�落した痕跡がある（梨地部分）。３２は，口径７�，高さ４．２�をはかる煎茶椀。内

面に透明釉をかける。外面は，外型によって蓮葉を表現したうえに，「梅が香に　さゝぬ外

面を　唐猫の　しのびてすぐる　ゆふ月よかな」と推定する歌と「蓮月」を陰刻で表現す

る。３３は口径６．６�をはかり，皿状の形態を呈する。底部外面を除いて，内外面に透明釉を

施釉する。３０・３１・３３は陰刻で文字を刻み蓮月焼の特徴をもつが，小破片で和歌の特定は

できていない。

　これらはいずれも幕末の遺物から明治１７年（１８８４）の銭貨を含む包含層から出土してい

る。この時期，この地点には吉田村の畑が広がっていたと想定できるが，東一条通をはさ

んだ北側，本部構内の地には，文久２年（１８６２）から明治３年（１８７０）にかけて尾張藩邸

が構えられた。藩邸の建物に用いられた「作」の刻印ある瓦が本調査区から出土している

ことから，尾張藩関連の遺物がこの地まで及んでいても不自然ではないだろう。したがっ

て，本資料は，吉田村の農民あるいは尾張藩によってこの地にもたらされた可能性が考え

られる。幕末以降，煎茶の喫茶が大衆化したとはいっても，農民層まで普及するにはなお

時間を要したであろうから，後者の可能性が高いと考えるが，断定は避けておく。

　またＡＲ２４区からは，焼締急須の口縁部１点が近世の包含層である灰褐色土から出土し

ている。残存文字から，歌の候補２首が掲げられている（本年報，第３章－�１０２０）。

　京都大学本部構内　　１９８９年，本部構内ＡＷ２７区の調査中に，調査区脇で採集された資

料（図１８９－２９）（１４）。発掘に先立って掘削された表土中に包含されていた可能性が高い。急

須で，口縁部から胴部にかけて４分の１弱の破片資料である。胎土は灰白色。手づくね成

形で，蓋受け部分をのぞいて，透明釉をかける。歌を陰刻しており，残存文字から，「さそ

ふ水　ありとはなしに　うき草の　ながれてわたる　身こそやすけれ」に該当しよう。

　本部構内西半は，幕末に尾張藩邸となったが，調査地点は藩邸外で東隣の地点にあたる。

前記の吉田南構内資料とともに，藩邸関連の資料が分布しても不自然ではない地点であ

る。ただし，表採資料であることから，所有者は保留しておく。

　平安京左京北辺四坊（公家町）　 　京都市埋蔵文化財研究所による京都迎賓館建設に伴

なう発掘調査で，急須２組が出土した（１５）。

　ひとつは，Ｆ区の井戸Ｆ１２３５出土の身と蓋。焼締焼成。身の口径７．８�，高さ７．４�。蓋

は，蓮葉を型押し，蓮根を模したつまみをつける。内面に「蓮月」と陰刻する。身に陰刻
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図１８９　蓮月焼�（２４～２８京都大学病院構内ＡＧ２０区，２９京都大学本部構内ＡＷ２７区，京都大学吉
田南構内ＡＲ２５区）　 縮尺１/３（２４～２９），１/２（３０～３３）



で，「梅が香に　枕もとらで　更る夜の　そらに鳴きゆく　春のかりがね」の歌を記す。

　もう一つは，Ｇ区の土坑３５４出土。焼締焼成。口径６．４�，高さ６．８�で，急須１より一回

り小さい。「いちじろく　匂へるものを　桜花　雲か雪かと　なにまがふべき」の歌を陰刻

する。

　調査地点は，京都御所の東，仙洞御所の北にあたり，１６世紀末，秀吉による京都改造事

業によって，公家町として形成された場所である。Ｆ区の井戸は，「宅地７」とされた区域

内にあたり，ここは江戸前期以降，櫛笥家が占地していた。一方，Ｇ区の土坑は，南北に

はしる二階町通のうちにあり，道路内に作られた廃棄土坑のようである。この土坑の位置

する西側は「宅地６」にあたり，江戸前期以降，柳原家が占地，東側の「宅地２２」は家主

が頻繁に変化したが，江戸後期には聖護院里坊が占地していた。公家町は，明治２年

（１８６９）の東京遷都で留守宅が目立つようになり，荒廃もすすんだことから，明治１０年

（１８７７）内裏の保存と公家町の公園化の方針が出され，調査地周辺は京都御苑内の緑地と

なった。このような変遷からみて，本地点の蓮月焼は，東京遷都前後に，不用になった器

物として廃棄されたものであり，公家層によって所有されていたものと理解できる。

　平安宮内裏跡　　京都市埋蔵文化財研究所による１９８４年度の調査で，明治時代の包含層

から１点出土した（図１９０－３４）（１６）。手づくね成形，指頭圧痕を内外面に残す椀。口径１１．４

�，高さ５�前後。口縁部内面にわずかな欠損がみられるのみで，ほぼ完存する。鉄錆を

用いて「わかやとの　垣ねはかりに　有明の　月とみるまで　咲るうの花」の歌を書き，「蓮

月」と署名し，高台脇から高台部をのぞいて透明釉をかけている。高台は削り出しで，高

台内に，へら状工具による２条の圏線が巡っている。

　調査地点は，江戸時代以降，町屋の形成された場所であり，明治時代に入っても，土地

利用のあり方に大きな変化はみられなかったと想定できる。都市の町人層によって，この

地にもたらされたものと推定しておく。

　平安京左京六条三坊七町　　京都文化博物館による１９９４年度の発掘調査で，土坑から１

点出土している（図１９０－３５）（１７）。口頸部が外反し，底部は欠損する。建水であろうか。復

元口径１０．６�。手づくね成形で，指頭による凹凸を残す。内外面とも透明釉をかける。陰

刻された文字が６字残存しており，「水ぬるむ　いけのかわづの　声きけば　やがてねむり

ぞ　もよふされける」という和歌を記した蓮月焼であると推定できるが，刻書したときに

生じる粘土屑が端に残り，また文字も直線的で，刻みも浅く，他の出土例・伝世品と比較

して稚拙であることが注目しうる。
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　土坑出土であるが，伴出遺物が報告されていないので，廃棄の年代は不明である。この

調査では，元治元年（１８６４）の大火に伴うとされる，別の廃棄土坑からヨーロッパ陶器が

出土しており，これに関連して調査地の所有者の考察がなされている。それによれば，幕

末期の調査地は，伊予宇和島藩京屋敷か商家の可能性があるが，特定することはできな

かったとのことである。

　駒込東片町遺跡　　以上はいずれも京都出土の例であるが，東京都文京区の大縄拝領武

家屋敷（組屋敷）跡地からも，蓮月焼２点が報告されている（１８）。いずれも煎茶椀である。

　図１９０－３６は完形品で，口径６．２�，高さ４．４�。口縁部がわずかに端反りとなる。外型作

りで，内面は指押さえによる凹凸がみられる。外面は，蓮葉を型押しで表現したうえに，

「このきみは　めでたきふしを　かさねつつ　末のよ長き　ためしなりけり」の歌と「蓮

月」の署名を陰刻する。胎土は乳白色で，底部外面をのぞいて透明釉をかけている。遺構

外の出土である。

　もう一つの煎茶椀については，実見できなかった。報告書には３６と並んで原色写真が掲

げられているが，それ以外の記載がない。写真から観察できることだけを記しておこう。

　３６と外形は類似するが，一回り小さい。４分の１ほど欠損するようである。３６同様，外

面は蓮葉を型押しで表現した上に和歌を陰刻している。写真で判読できる部分から「ふる

き世を　おもひねざめの　耳づかに　秋の声きく　をぎの上かぜ」（下線，判読部分）とい

出　土　資　料

図１９０　蓮月焼（３）（３４平安宮内裏跡，３５平安京左京六条三坊七町，３６駒込東片町）
縮尺１/３（３４・３５），１/２（３６）



う和歌に該当しそうである。内面は施釉し，外面は無釉としている。形態・文様・施釉法

は，京大吉田南構内遺跡出土の３２に類似している。

　調査地点は，１７世紀後半以降，御先手組および御持組同心の大縄拝領武家屋敷（組屋敷）

となっており，明治２年（１８６９）に新政府によって上地され，居住者が変更したことが，

詳細な文献調査から明らかになっている（１９）。明治２年までにこの地にもたらされたもので

あれば，武家によってもたらされた可能性が高いが，明治２年以降であれば，居住者が特

定されていないので，所有者を特定することは困難である。遺構外の出土であり，共伴資

料が提示されていないので，これ以上の追究は困難である。

　３　小　　　結　－まとめと今後の課題－

　発掘調査で出土した蓮月焼は，以上のとおりである。京大病院構内遺跡での出土数は多

いものの，他の遺跡では１点から数点どまりである。なお，新たな資料の出現に期待する

部分が多いけれども，現状での知見をまとめ，今後の課題を記して結びとしたい。

　遺跡の性格　　出土遺跡の性格は，生産地遺跡と消費地遺跡に大別できる。前者は，京

都大学病院構内遺跡であり，後者は残りの遺跡が相当する。

　京大病院構内遺跡での出土地点は，すでに記したように，聖護院時代の蓮月が居住した

と推定される地点の周辺域にあたっている。焼き損ない品が多く出土していることから，

多量に出土した蓮月焼の多くは，焼成後，蓮月の居宅で選別され，失敗品として廃棄され

たものと理解できる。

　一方，蓮月焼の出土した消費地遺跡の中身をみてみると，公家地，武家地，町屋などが

あり，階層的な偏りはみられない。むしろ，出土資料が僅少であるにもかかわらず，多様

な階層が推定できることから，蓮月焼が社会階層の別なく，広く浸透したことを物語って

いる。蓮月焼は当時，京みやげの最上のものとみなされ（２０），京，江戸といった大都市ばか

りでなく，全国各地へともたらされているので，京，江戸以外での出土例も今後十分に期

待することができるだろう。

　年　　代　　資料の年代を考えるにあたっては，製作年代と廃棄年代の２つの観点から

の検討が必要となる。製作年代については後述することにして，ここでは廃棄年代すなわ

ち出土状況・伴出資料について，簡単にみておこう。

　遺構出土には，土坑や井戸から出土している例がある。京大病院構内ＡＦ１９区の土坑は

廃棄土坑で，幕末の陶磁器を伴出しており，明治時代に下る遺物は伴なっていない。平安
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京左京北辺四坊（公家町）では，井戸と土坑から出土している。ともに伴出した遺物の報

告はなされていないが，井戸については「１９世紀前半代の出土遺物がある」（２１）との記載があ

る。平安京左京六条三坊七町も土坑出土であるが，伴出資料は示されていない。

　上に記した資料以外は，基本的に包含層出土資料である。京大病院構内ＡＧ２０区資料の

多くは灰褐色土から出土しており，この包含層は幕末までの遺物を含むものの，明治時代

の遺物は出土していない。京大吉田南構内出土例，平安宮内裏跡出土例は，明治時代の遺

物を含む包含層から出土している。

　生産地遺跡である京大病院構内出土例は，遺構・包含層ともに，幕末の資料に伴出して

おり，明治時代の遺構・遺物に伴なった確実なものはない。嘉永～文久年間にかけてこの

地に蓮月が居住し生産をおこなったことと符合すると考えてよく，先述したように出土資

料の大半は，生産過程において生じた失敗品とみることができる。

　一方，消費地出土遺跡では，廃棄年代が明治時代に下ると想定できるものがいくつかあ

る。生産から商品として流通し，消費を経て廃棄まで，ある一定時間を要することを考慮

すれば，このような年代的ズレは当然生じるだろう。

　製作技術　　従来，蓮月焼の製作技術については，手づくね（手捻り）の一語で説明さ

れてきた。手づくねとは，「轆轤や型を用いずに手づくりで成形すること」であり，「粘土

を少量取って，指先や掌でこねて引き伸ばし，形を整えていくことから，ほとんどの小型

製品の成形に向いている」とされる（２２）。

　蓮月焼が轆轤水挽き成形せずに，手づくね技法を用いていたことは発掘資料からも観察

されるが，手づくね技法ばかりでなく，型づくり技法も多用していた可能性を指摘してお

きたい。たとえば，蓮葉の意匠を表現した煎茶椀や蓋などは明らかに型づくりで成形して

いる。ただしこうしたタイプの伝世品は，２代蓮月（黒田光良）の製品とされている。蓮

葉型押し＝２代蓮月という分類が可能かどうかは改めて検討しなくてはならないと考えて

いるが，従来の研究成果に従って，とりあえずは蓮月自作の製品とは区別しておく必要が

あるかもしれない。しかしこのような明瞭な型つくり品以外にも，型押しで成形をしてい

るとみられる蓋や急須が存在する。急須などには，器壁の厚さが２�に満たない薄さのも

のもあり，水挽きではなく，型も用いずに，手づくね技法でこれらを成形することはかな

りの技量を要するだろう。さらに，急須の底部には，型離れと推定できる痕跡をもつもの

や，胴部最大径の部分に不自然な稜をもつものがある。上下を別々に型作りした上で接合

したと考えると理解しやすい。急須蓋の型と想定できる資料が京大病院構内遺跡から出土
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している。蓮月焼といえば，手づくねと理解されてきたが，器種によっては型つくりも成

形技法の大きな部分を占めていたのではないか（２３）。伝世品においても，製作技術に関する

再検討が必要であると考えている。

　様式としての蓮月焼　　蓮月が製陶をはじめたのは養父と死別した４０歳前半代で，８４歳

で亡くなるまで約４０年間，作陶している。当然，様式論的変遷も想定されるが，そのよう

な観点からの検討は，従来ほとんどなされていない。詳細な検討は，のちに譲りたいが，

仮に次のように３時期にわけて検討を進めることができると考えている。

　蓮月焼前期：４０歳代～６０歳ごろ 岡崎時代　　　

　蓮月焼中期：６０歳代～７０歳代前半，基準資料は，京大病院出土品 聖護院時代　　

　蓮月焼後期：７０歳代後半～８４歳，基準資料は，年齢記入作品 西賀茂時代　　

　蓮月焼前期は天保～嘉永年間，蓮月４２～６０歳の時期。この時期，蓮月はおもに岡崎に居

を構え，製陶をおこなっていた。この時代に比定されている製品は，伝世品においてもほ

とんどないようである。蓮月焼の成立を考えるうえでは，重要な時期であり，この時代の

製品を同定してゆくことが今後の課題として重要であろう。

　蓮月焼中期は，嘉永年間～文久年間，蓮月６０歳代から７０歳代前半の時期。この時期，蓮

月は聖護院村に居住しており，上に述べた京大病院構内出土資料は，蓮月の聖護院居住時

代の一括資料と理解できることから重要である。出土品は焼き損ない品が廃棄された状況

を示しており，聖護院時代の蓮月焼の基準資料と理解することができる。

　蓮月焼後期は，文久年間～明治８年，蓮月７０歳代後半から８５歳の時期。文久３年（１８６３），

蓮月は西賀茂へ移り，慶応元年には晩年を過ごすことになる神光院の茶所へ移ることにな

る。そしてこの頃から，署名のほかに年齢を記入することが多くなったようで，「蓮月　○

○歳」と記した伝世品が数多く残されている（２４）。年齢を記入する一群に代表される資料群

を西賀茂時代として理解することができる。現状では，年齢を記入したものは，発掘調査

では出土していない。

　こうした蓮月個人の様式的変遷とともに，蓮月焼が蓮月自作の製品とはかぎらない，と

いうことも十分に注意しなくてはならない。繰り返しになるが，蓮葉型押しの資料など

は，従来，２代蓮月の作風と理解されてきたものである。「琴松文子」あるいは「良斉」と

いった署名資料は，蓮月自作のものとは明らかに区別しうるが，「蓮月」という署名をもつ

ものの中から，蓮月自作品とそれ以外を区分することは，現状では困難である。むしろ，

最初に記したような特徴をもつ資料群（伝世品・発掘出土品）を「蓮月焼様式」として規
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定し（その中には，２代蓮月資料から，文子蓮月，良斉模倣資料は当然のこと，贋作も含

まれることになろう），器種・和歌・署名・製作技術といった観点から，分類をおこない，

その多様な実態を正確に把握する作業を進める必要がある。その上で，詳細な分類・観察

が個人の識別や個人における作風の変遷へと至るのかを検討するべきであろう。

　考古資料に基づく蓮月焼の研究は，まだその緒についたばかりで，上に述べたように多

くの課題が残っている。こうした課題に取り組みつつ，最終的には伝世品もあわせた総合

的検討を進めなくてはならない。伝世品と考古資料の総合的研究が新たな研究の地平を切

りひらくことは，桃山陶器，伊万里，九谷，乾山，あるいは�平などの最新の研究状況を

見れば，明らかである。本稿が，蓮月焼というやきものに関心を払ってみようというひと

を増やす契機となれば，さいわいである。

〔注〕
（１）　大田垣蓮月の生涯および蓮月焼一般については，以下の文献から学んだ。

　　　�村上素道編『蓮月尼全集』，蓮月尼全集頒布会，１９２７年（思文閣，１９８０年，増補復刻版による）

　　　�成瀬慶子『大田垣蓮月』同文館，１９４３年（大空社，１９９４年復刻版・伝記叢書１４６による）

　　　�徳田光圓『蓮月尼乃新研究』三密堂書店，１９５８年

　　　�湯本喜作『大田垣蓮月研究』角川書店，１９６５年

　　　�成瀬慶子『蓮月尼』同成社，１９７１年

　　　�徳田光圓ほか『蓮月』講談社，１９７１年

　　　�杉本秀太郎『大田垣蓮月』淡交社，１９７５年

　　　�前田 子『蓮月』文人書譜１１，淡交社，１９７９年

　　　�徳田光圓ほか『大田垣蓮月』講談社，１９８２年

　　　�京都府立総合資料館『大田垣蓮月』（特別展図録），１９８４年

　　　�三好　一「和歌とやきもの　大田垣蓮月　上・下」日本美術工芸５７５・５７６号，１９８６年

（２）　蓮月の履歴書に，「陶器は江州信楽式　土は京都の神楽岡　陶器窯元は三条帯山　五条清水六兵

衛依頼　又は下川原黒田等なり」（前掲注１，�文献所収の「大田垣蓮月伝」，６１頁，�文献では，

この履歴書は，黒田光良（２代蓮月）が写したものとする）とある。伝世品とともに，蓮月焼を

知る上で，重要な情報であろう。

（３）　徳田光圓「蓮月の陶刻と書風」前掲注１，⑨文献，２１９頁。

（４）　前掲注１，�文献，消息篇（１６０）。

（５）　徳田光圓「蓮月の陶刻と書風」前掲注１，�文献，２１９頁。

（６）　森谷尅久「地域産業の新展開」『京都の歴史』第６巻，１９７３年，２１９-２３３頁。

　　　岡　佳子「文献伝承からみた窯と開窯伝承」『窯構造・窯道具からみた窯業』，２００５年。

（７）　浜崎一志・宮本一夫「京都大学病院構内ＡＦ１９区の発掘調査」『京都大学構内遺跡調査研究年報

昭和５９年度』，１９８７年，図２７。
（８）　千葉　豊「京都大学病院構内ＡＧ２０・ＡＦ２０区の発掘調査」『京都大学構内遺跡調査研究年報　

１９９６年度』，２０００年，図６２～図６６。

注



（９）　現在，整理中。次年度報告の予定である。

（１０）　蓮月の居宅の推定位置は，富岡鉄斎が安政～文久の頃の様子を描いた「聖護院村略図」との比

較対照による（前掲注７文献）。

（１１）　垂水文子という女性が蓮月について作陶を学び，「文子蓮月」と称される類似品を製作した（前

掲注１，�文献，１１４-１１７頁，�文献，９０-９２頁）。「琴松文子」は垂水文子と同一人物の可能性があ

る。

（１２）　１９９５年度の調査でも，１点だけ該当する和歌が判明しなかった資料があり（前掲注８文献－遺物

番号�４１５の鉢），蓮月焼でない可能性を指摘しておいたが，２０００年度の調査で，玉木良斉なる人

物が蓮月焼を模倣して製作した資料であることが判明した。これらは，手づくねないしは型作り

で，玉木良斉自詠の和歌を刻むという点では，蓮月焼と同じ特徴をもち，「蓮月焼様式」のなかで

理解することも可能である。ただしこれらはすべて，「良斉造」，「良斉戯造」といった署名をして

おり，蓮月焼の贋作とは本質的に異なっている。これら玉木良斉による蓮月焼模倣資料について

は，現在整理中であり，別途詳しく報告する予定でいるので，参照いただきたい。

（１３）　伊藤淳史「京都大学総合人間学部構内ＡＲ２５区の発掘調査」『京都大学構内遺跡調査研究年報　

１９９６年度』，２０００年，図３９－Ⅰ５６３～Ⅰ５６５。

（１４）　難波洋三氏（当時・埋蔵文化財研究センター，現・京都国立博物館）により採集され，京都大

学埋蔵文化財研究センターで保管する。未報告資料であり，難波氏には，資料の公開をご快諾い

ただいた。

（１５）　京都市埋蔵文化財研究所『平安京左京北辺四坊』（第２分冊），２００４年，図版４４４－１３・１４，図版

５１７－２９。資料調査にあたって，能芝勉氏，中村敦氏，小森俊寛氏にお世話になった。

（１６）　梅川光隆「平安宮内裏」『平安京発掘調査概報　昭和６０年度』，１９８６年，京都市埋蔵文化財研究所，

図版１５－５９。資料については梅川光隆氏にご教示いただき，調査にあたっては中村敦氏にお世話

になった。

（１７）　定森秀夫編『平安京左京六条三坊七町』京都文化博物館調査研究報告第１１集，１９９５年，第１０４

図－７。資料調査は，植山茂氏にお世話になった。

（１８）　リチャード・ウィルソンほか『駒込鰻縄手　御先手組屋敷』都立向丘高校地点における埋蔵文

化財発掘調査報告書，１９９７年，巻頭図版１６。資料の存在を赤松和佳氏にご教示いただき，調査に

あたっては，Ｒ・ウィルソン氏，安孫子昭二氏にお世話になった。

（１９）　村田香澄「文献調査」前掲注１８文献所収。

（２０）　前掲注１，�文献，２２１頁。

（２１）　前掲注１５文献，３７頁。

（２２）　矢部良明ほか編『角川　日本陶磁大辞典』，２００２年，９４２－９４３頁。

（２３）　先に言及した蓮月焼の模倣品を製作した玉木良斉関係資料には，急須・土瓶・椀・蓋などを製

作するために用いた型が多量に含まれている。

（２４）　前掲注１，�文献。

３２６

考古資料としての蓮月焼
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図　　　　版

 　１ 京都大学吉田キャンパスの地区割と調査地点

 ２～３７  京都大学本部構内AT２１区の発掘調査

 ３８～５７  京都大学吉田南構内AR２４区の発掘調査
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道路ＳＦ２・ＳＦ４の断面　縮尺１/６０ 
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１　表土除去後の調査区全景（北から）

２　調査区東半の遺構（北から）
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１　弥生前期の地形（北から）

５　土坑ＳＫ４６遺物出土状況（西から）

２　落ち込みＳＨ１（東から）

３　土坑ＳＸ３１（東から） ４　土坑ＳＸ２０（南から）

６　集石土坑ＳＫ２９（西から）
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１　埋納遺構ＳＸ２４（東から）

５　土坑墓ＳＸ２３（北から）

２　埋納遺構ＳＸ２４（西から）

３　埋納遺構ＳＸ２４内部（南から） ４　埋納遺構ＳＸ２４内部（北から）

６　土坑ＳＸ２５（南から）
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１　土坑ＳＫ２８（西から）

５　井戸ＳＥ７（北から）

２　大溝ＳＤ１５（南から）

３　井戸ＳＥ６（北から） ４　井戸ＳＥ１２（西から）

６　埋納遺構ＳＸ２２（南から）
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１　道路ＳＦ４路面（南西から）

５　道路ＳＦ３（北から）

２　道路ＳＦ４石敷（南西から）

３　集石遺構ＳＸ４１（北東から） ４　道路ＳＦ４断面（畔Ｂ東壁）

６　道路ＳＦ３断面（畔２北壁）
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２　道路ＳＦ２轍検出状況（南西から）

３　道路ＳＦ２轍検出状況（東から）

１　道路ＳＦ２最上面（南東から）



図
版
九　

京
都
大
学
本
部
構
内
Ａ
Ｔ　

区
２１

２　ＳＦ２側溝断面（畔Ａ東壁）

３　道路ＳＦ２断面（畔Ｂ東壁）

１　道路ＳＦ２断面（畔Ａ東壁）



図
版
一
〇　

京
都
大
学
本
部
構
内
Ａ
Ｔ　

区
２１

１　水路ＳＤ２（北西から）

５　水路ＳＤ１４南端（南から）

２　水路ＳＤ２（東から）

３　ＳＤ２・ＳＸ６合流部（西から） ４　水路ＳＤ２石敷（西から）

６　堀ＳＤ３（北東から）
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１　水路ＳＤ１南端（北東から）

５　池ＳＧ１（南から）

　２　水路ＳＤ１（西から）

３　水路ＳＤ１（南東から） ４　水路ＳＤ８（東から）

６　道路ＳＦ１（南から）
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白色砂礫出土遺物（�１～�１６縄文後期土器），褐色土出土遺物（�２９～�３４・�３８縄文後期土器）

Ⅰ1

Ⅰ２

Ⅰ３０

Ⅰ３８ａⅠ３８ｂ

Ⅰ３１

Ⅰ２９

Ⅰ1６

Ⅰ1５Ⅰ1４
Ⅰ1３

Ⅰ６

Ⅰ1２

Ⅰ８

Ⅰ４

Ⅰ1１
Ⅰ1０
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Ⅰ７

Ⅰ５

Ⅰ３

Ⅰ３３

Ⅰ３４

Ⅰ３２

Ⅰ３８ｃ
Ⅰ３８ｃ
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黒灰色土出土遺物（�４８～�６１・�９６～�１０１縄文後期土器，�１０２～�１２０縄文晩期土器，�１５９～�１６３

弥生前期土器）

Ⅰ４８

Ⅰ１００
Ⅰ９６

Ⅰ６１

Ⅰ６０

Ⅰ５９

Ⅰ５８Ⅰ５７
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Ⅰ５４

Ⅰ５５

Ⅰ５１Ⅰ５２
Ⅰ５０

Ⅰ４９
Ⅰ５６

Ⅰ９７（内面）

Ⅰ９９
（内面）

Ⅰ１０１

Ⅰ１１２

Ⅰ１１１

Ⅰ１１５Ⅰ１１４

Ⅰ１１０
Ⅰ１０９

Ⅰ１０８Ⅰ１０７

Ⅰ１０６
Ⅰ１０５

Ⅰ９８
Ⅰ１０３Ⅰ１０２

Ⅰ１０４

Ⅰ１１８

Ⅰ１１９

Ⅰ１６１ Ⅰ１６２
Ⅰ１５９

Ⅰ１６３ Ⅰ１６０

Ⅰ１１６ Ⅰ１１７

Ⅰ１２０

Ⅰ１１３
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ＳＫ４０出土遺物（�２１３須恵器），ＳＫ５３出土遺物（�２１５土師器），ＳＸ２０出土遺物（�２１７土師器），

ＳＫ４６出土遺物（�２２０須恵器），ＳＸ３１出土遺物（�２２１土師器）

Ⅰ２１５

Ⅰ２２０Ⅰ２１３

Ⅰ２２１ Ⅰ２１７１/４ １/４
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古代の遺物（�２２３～�２２５・�２２７・�２２９・�２４０～�２４４・�２４６須恵器，�２５７～�２６４土師器）

Ⅰ２２４ Ⅰ２２５

Ⅰ２２３ Ⅰ２２９
Ⅰ２２７

Ⅰ２４１
Ⅰ２４２

Ⅰ２４０

Ⅰ２４４

Ⅰ２４３

Ⅰ２４６

Ⅰ２６０

Ⅰ２５８Ⅰ２５９Ⅰ２５７

Ⅰ２６３
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Ⅰ２６４
Ⅰ２６２
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ＳＸ２１出土遺物（�２７８土師器），ＳＸ２１上面出土遺物（�２９５・�３０９土師器，�３１１瓦器），

ＳＸ２４出土遺物（�３９９陶器），ＳＫ２８出土遺物（�５２５・�５２６陶器）

Ⅰ２７８

Ⅰ３０９

Ⅰ２９５

Ⅰ３１１

Ⅰ３９９

Ⅰ５２５

Ⅰ５２６
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ＳＥ８出土遺物（�536土師器），ＳＥ12出土遺物（�576陶器），ＳＤ16出土遺物（�601青白磁），

茶褐色土出土遺物（�614緑釉円塔，�617陶器）

Ⅰ６０１ Ⅰ６１４ Ⅰ６１７

Ⅰ５３６

Ⅰ５７６１/３
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ＳＸ２４出土遺物（�４００鉄瓶，�４０１鉄鍋）　 縮尺１/３

Ⅰ４００

Ⅰ４０１
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　ＳＥ１２出土轡（�５７７）　 （上段：保存処理後，中段：保存処理前，下段：Ｘ線写真）

　　　　　　　　　　　　　    （中段，下段の写真は，（財）元興寺文化財研究所撮影）

１/２

１/２ １/３
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軒丸瓦（�６３２・�６３５・�６３７～�６３９），軒平瓦（�６４４・�６４５・�６５３～�６５６・�６５８），

道具瓦（�６４３）， （�６７９・�６８６）　 縮尺１/３

Ⅰ６３７Ⅰ６３５Ⅰ６３２

Ⅰ６４３

Ⅰ６４５Ⅰ６３９Ⅰ６３８

Ⅰ６５６Ⅰ６５５Ⅰ６５３

Ⅰ６４４ Ⅰ６５４ Ⅰ６５８

Ⅰ６８６ Ⅰ６７９
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１　ＳＦ４以前の遺物（�７１８・�７１９須恵器，�７２０・�７２１土師器），ＳＦ４出土遺物（�７２２～�７２５・

�７２７～�７３０・�７３７土師器），ＳＸ４２出土遺物（�７４１～�７４３・�７４５土師器）

２　ＳＦ３出土遺物（�８００～�８０４・�８０９～�８１２土師器，�８０６・�８１６白磁，８１４陶器），

　　ＳＦ３・４合流部出土遺物（�８１９青磁）
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Ⅰ７２５

Ⅰ８０１

Ⅰ８１２ Ⅰ８１６ Ⅰ８１４ Ⅰ８１９

Ⅰ８１１Ⅰ８０９

Ⅰ８０３

Ⅰ８００
Ⅰ８１０

Ⅰ８０６

Ⅰ８０４

Ⅰ８０２
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京
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部
構
内
Ａ
Ｔ　

区
２１

１　ＳＦ２下層出土遺物（�８２０土師器，�８２３・�８２４・�８２８陶器，�８３０・�８３２・�８３６・�８３８・�

８３９～�８４１・�８４３磁器）

２　ＳＦ２中層出土遺物（�８４７・�８４８・�８５０・�８５３磁器），

　　ＳＦ２上層出土遺物（�８６３陶器，�８６５～�８７０・�８７２磁器）

Ⅰ８２０

Ⅰ８４１
Ⅰ８４０Ⅰ８３８Ⅰ８３６

Ⅰ８４３

Ⅰ８３９
Ⅰ８３０Ⅰ８３２

Ⅰ８２８Ⅰ８２３
Ⅰ８２４

Ⅰ８５０

Ⅰ８６３Ⅰ８６６
Ⅰ８６８

Ⅰ８７２

Ⅰ８６５ Ⅰ８６７
Ⅰ８７０

Ⅰ８６９

Ⅰ８５３
Ⅰ８４８Ⅰ８４７
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１　ＳＤ２８出土遺物（�８７６～�８７９・�８８１～�８８３陶器，�８８４～�８８７・�８８９・�８９１・�８９３・�８９６磁器）

２　ＳＤ１３出土遺物（�８９８・�９０３陶器，�８９９～�９０２磁器）

Ⅰ８７６

Ⅰ８９１
Ⅰ８９３Ⅰ８９６Ⅰ８８９

Ⅰ８８４
Ⅰ８８５

Ⅰ８８６

Ⅰ８８７

Ⅰ８８３Ⅰ８７９

Ⅰ８８２

Ⅰ８８１
Ⅰ８７８

Ⅰ８７７

Ⅰ８９８

Ⅰ９０１

Ⅰ９０３
Ⅰ９０２

Ⅰ８９９

Ⅰ９００
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Ａ
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ＳＸ２出土遺物�（�９３４・�９３８・�９４２・�９５０・�９５１・�９６３・�９７０・�９８４・�９８９・�９９５陶器，

�１００３・�１００６・�１０１１磁器）

Ⅰ９４２

Ⅰ１００３ Ⅰ１０１１

Ⅰ９６３ Ⅰ９９５ Ⅰ９８９

Ⅰ９７０ Ⅰ９８４

Ⅰ９５０ Ⅰ９５１

Ⅰ９３４ Ⅰ９３８

Ⅰ１００６
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京
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区
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ＳＸ２出土遺物�（�９５２・�９５３・�９５５・�９５６・�９５８・�９６０・�９６１陶器，�１０１７土師器）

縮尺　�９５６は１/２，それ以外１/３

Ⅰ９５３

Ⅰ９６１ Ⅰ１０１７

Ⅰ９６０

Ⅰ９５５ Ⅰ９５６

Ⅰ９５２

Ⅰ９５８
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京
都
大
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Ａ
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区
２１

ＳＸ２出土遺物�（�１０１８土師器，�１０２１・�１０２８～�１０３２陶器）

縮尺　�１０１８・�１０２１：１/３，�１０２８～�１０３２：１/４

Ⅰ１０２１

Ⅰ１０２８Ⅰ１０３１

Ⅰ１０３０

Ⅰ１０３２

Ⅰ１０１８

Ⅰ１０２９
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近代の遺物（�１０８７～�１０９１陶器，�１１０１・�１１０２磁器）

Ⅰ１０９１

Ⅰ１１０２Ⅰ１０８８ Ⅰ１１０１

Ⅰ１０８７

ⅠⅠ１０９０１０９０
Ⅰ１０９１

Ⅰ１０９０Ⅰ１０８９

１/１
１/１１/１
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Ａ
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２４

１　近世の遺構全景（南から）

２　中世の遺構全景（南から）
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内
Ａ
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１　黄色砂上面掘り上げ後全景（南から）

２　黄色砂除去後全景（南から）
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内
Ａ
Ｒ　

区
２４

１　完掘後全景（南から）

２　調査区北壁層位�

　　斜面部分の堆積

３　調査区北壁層位�

　　砂脈と断層



図
版
三
一　

京
都
大
学
吉
田
南
構
内
Ａ
Ｒ　

区
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１　集石ＳＫ４（東から）

５　石室ＳＫ２６（西から）

２　瓦溜ＳＸ２検出状況（東から）

３　ＳＤ５１東端部遺物出土状況（南から） ４　ＳＤ５１中央部遺物出土状況（西から）

６　柵ＳＡ１～ＳＡ３（南から）
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京
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構
内
Ａ
Ｒ　

区
２４

１　ＳＤ１０６Ｎ中層集石検出（東から）

５　ＳＤ１０６断面�（調査区西壁）

２　ＳＤ１０６Ｎ中層集石細部（南から）

３　ＳＤ１０６Ｎ中層動物骨出土状況（北から） ４　ＳＤ１０６完掘全景（東から）

６　ＳＤ１０６断面�（調査区東壁）
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京
都
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南
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内
Ａ
Ｒ　

区
２４

３　経塚ＳＸ１細部（ａ：全景俯瞰・西から，ｂ：経筒検出状況・南から，ｃ：経筒検出状況・西から，

ｄ：経筒下半露出・西から，ｅ：台座露出・西から，ｆ：ガラス玉検出状況・西から，ｇ：本体石

室下断面・西から，ｈ：東小石室下断面・東から）

１　経塚ＳＸ１発見時の状況（南から） ２　経塚ＳＸ１全景
　　（西から，背後は瓦溜ＳＸ１１）

撹
乱
（
現
代
管
路
）

撹
乱
（
現
代
管
路
）

ＳＸ１ＳＸ１
��

ａａ

ｈｈｇｇ

ｆｆｅｅｄｄ

ｃｃｂｂ
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京
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大
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吉
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南
構
内
Ａ
Ｒ　

区
２４

１　瓦溜ＳＸ４検出状況（北から）

５　掘立柱建物ＳＨ１（南西から）

２　瓦溜ＳＫ２５検出状況（西から）

３　瓦溜ＳＸ１１検出状況（南から） ４　瓦溜ＳＫ２０検出状況（東から）

６　掘立柱建物ＳＨ２（北から）
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京
都
大
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吉
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南
構
内
Ａ
Ｒ　

区
２４

１　弥生前期土器の出土状況（ａ：ＳＸ１８・南から，ｂ：ＳＸ１９・北から，ｃ：ＳＸ２０・北から，

　　ｄ：ＳＸ２３・２４・西から，ｅ：ＳＸ２５・南から）

２　調査区北壁際縄文後期土器出土状況

ａａ

ｅｅｄｄ

ｃｃｂｂ

３　調査区北辺シルト層深堀り状況（南から）
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縄文後期以前の土器�　有文土器（その１）

Ⅱ１
Ⅱ２

Ⅱ３

Ⅱ４

Ⅱ１２

Ⅱ１３

Ⅱ２０

Ⅱ５
Ⅱ６ Ⅱ７

Ⅱ８

Ⅱ９

Ⅱ１０

Ⅱ１４

Ⅱ１１

Ⅱ１６

Ⅱ２５
Ⅱ２３

Ⅱ２２

Ⅱ１８

Ⅱ２９ Ⅱ３１

Ⅱ３２
Ⅱ２６

Ⅱ３８

Ⅱ３７

Ⅱ４３Ⅱ３３
Ⅱ３４

Ⅱ４５

Ⅱ４４

Ⅱ３６

Ⅱ５６

Ⅱ４６

Ⅱ５９

Ⅱ６４

Ⅱ７４
Ⅱ６８

Ⅱ１０４
Ⅱ９２

Ⅱ１０５Ⅱ１０２

Ⅱ８８

Ⅱ８５

Ⅱ８６
Ⅱ６６

Ⅱ６９

Ⅱ６５

Ⅱ４７ａ

Ⅱ４７ｂ

Ⅱ４８
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縄文後期以前の土器�　有文土器（その２）

Ⅱ１０６

Ⅱ１０８

Ⅱ１０８

Ⅱ１０９

１/３

Ⅱ１０７



図
版
三
八　

京
都
大
学
吉
田
南
構
内
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縄文後期以前の土器�　有文土器（その３）

１/３ Ⅱ１１３

Ⅱ１１２Ⅱ１１１

Ⅱ１１０
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Ａ
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縄文後期以前の土器�　無文土器（その１）

Ⅱ１２９

Ⅱ１１４
Ⅱ１１５

Ⅱ１１６

Ⅱ１２０

Ⅱ１２５

Ⅱ１２７

Ⅱ１１７

Ⅱ１２２

Ⅱ１１８

Ⅱ１１９

Ⅱ１２３

Ⅱ１２４

Ⅱ１２８

Ⅱ１２６

Ⅱ１３８

Ⅱ１３３

Ⅱ１３１

Ⅱ１３０

Ⅱ１３２

Ⅱ１３６

Ⅱ１３７

Ⅱ１３９

Ⅱ１３４

Ⅱ１３５

Ⅱ１４３ Ⅱ１４２

Ⅱ１４７

Ⅱ１４４

Ⅱ１４８

Ⅱ１４９Ⅱ１４６Ⅱ１４５
Ⅱ１４１

Ⅱ１２１

Ⅱ１４０
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縄文後期以前の土器�　無文土器（その２）

１/３

Ⅱ１５１

Ⅱ１５２
Ⅱ１５３

Ⅱ１５６Ⅱ１５５

Ⅱ１５０
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内
Ａ
Ｒ　

区
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縄文後期以前の土器�　無文土器（その３），底部，注口部，土偶

１/５

１/４

Ⅱ１５９

Ⅱ１６７

１/３

１/４

１/１

Ⅱ１５８

Ⅱ１７１

Ⅱ１６９

Ⅱ１５７

Ⅱ１６０

Ⅱ１５４
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Ａ
Ｒ　

区
２４

縄文晩期の土器

Ⅱ１７２

Ⅱ１７３

Ⅱ１７４
Ⅱ１７５ Ⅱ１７６

Ⅱ１７７
Ⅱ１７８

Ⅱ１７９

Ⅱ１８１

Ⅱ１８３

Ⅱ１８２

Ⅱ１８０

Ⅱ１８４ Ⅱ１８５

Ⅱ１８６ Ⅱ１８７

Ⅱ１８８

Ⅱ１８９

Ⅱ１９０
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Ａ
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弥生前期の土器�（�１９１・�１９２・�３０７壺，�１９３～�１９５甕）

１/４

Ⅱ１９１

Ⅱ１９２

Ⅱ３０７

Ⅱ１９３

Ⅱ１９４ Ⅱ１９５
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京
都
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吉
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南
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内
Ａ
Ｒ　

区
２４

弥生前期の土器�（�２０３・�２０４・�２２０・�２４２・�２４３・�２４５壺）

１/２

１/３

Ⅱ２０４

Ⅱ２２０Ⅱ２０３

Ⅱ２４２

Ⅱ２４３

Ⅱ２４５
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京
都
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吉
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南
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内
Ａ
Ｒ　

区
２４

弥生前期の土器�（�１９６・�１９８・�１９９・�２２３・�２２６壺口縁，�２０６・�２０７蓋，�２１１・�２１２・�

２１７・�２１９・�２２１・�２３１・�２３７・�２４１壺 頸 部，�２４７・�２４９・�２５５・�２５６・�２５８～ �２６０・�

２６２・�２６７・�２７１・�２７５・�２７７・�２７９～�２８３壺胴部）

Ⅱ１９６

Ⅱ１９８
Ⅱ１９９

Ⅱ２２６
Ⅱ２２３Ⅱ２０６

Ⅱ２０７ Ⅱ２１１ Ⅱ２１７Ⅱ２１２

Ⅱ２１９

Ⅱ２３７

Ⅱ２３０

Ⅱ２２１
Ⅱ２３１

Ⅱ２４１

Ⅱ２６７
Ⅱ２６２

Ⅱ２５６Ⅱ２４７

Ⅱ２５５

Ⅱ２５８

Ⅱ２４９

Ⅱ２５９

Ⅱ２７１ Ⅱ２７７

Ⅱ２７５
Ⅱ２８１

Ⅱ２８０ Ⅱ２８２ Ⅱ２８３

Ⅱ２７９ｂ

Ⅱ２７９ａ

Ⅱ２６０

Ⅱ２７４
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Ａ
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弥生前期の土器�（�２８４～�２９８鉢・甕）

Ⅱ２８４ Ⅱ２８５

Ⅱ２８９

Ⅱ２８７

Ⅱ２８８

Ⅱ２８６

Ⅱ２９０

Ⅱ２９１

Ⅱ２９２

Ⅱ２９４

Ⅱ２９３

Ⅱ２９５

Ⅱ２９６

Ⅱ２９７

Ⅱ２９８
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Ａ
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区
２４

弥生前期の土器�（�２９９・�３０１・�３０２・�３０４～�３０６壺底部，�３０８～�３１１・�３１５・�３１７甕底部）

　

Ⅱ２９９

Ⅱ３０１

Ⅱ３０２

Ⅱ３０４

Ⅱ３０５

Ⅱ３１５

Ⅱ３１７
Ⅱ３０６

Ⅱ３０８

Ⅱ３０９
Ⅱ３１０

Ⅱ３１１
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１　内傾口縁土器（�３１９～�３３３），条痕調整の土器片（�３３４・�３３５）

２　同上内面

Ⅱ３１９ａ

Ⅱ３２０

Ⅱ３１９ｂ

Ⅱ３２１
Ⅱ３２２

Ⅱ３２３

Ⅱ３２８

Ⅱ３２６Ⅱ３２５

Ⅱ３２４

Ⅱ３２９

Ⅱ３３０

Ⅱ３３１

Ⅱ３３２

Ⅱ３３３

Ⅱ３２７

Ⅱ３３４

Ⅱ３３５
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２４

縄文・弥生時代の石器（�３３６石錐，�３３７～�３４２打製石鏃，�３４３～�３４７磨製石斧，�３４８石棒，�３４９

～�３５１磨石，�３５２石錘，�３５３不明石製品，�３５４砥石）

Ⅱ３３６ Ⅱ３３７

Ⅱ３３８

Ⅱ３３９ Ⅱ３４０ Ⅱ３４１

Ⅱ３４２

１/１

１/２

Ⅱ３４３

Ⅱ３４４

Ⅱ３４５

Ⅱ３４６

Ⅱ３４８

Ⅱ３５０Ⅱ３５１

Ⅱ３５３

Ⅱ３５２

Ⅱ３４７

Ⅱ３５４
Ⅱ３４９
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弥生中期の土器

Ⅱ３５５

Ⅱ３５８

Ⅱ３５７

Ⅱ３５６

Ⅱ３５９

Ⅱ３６１

Ⅱ３６２

Ⅱ３６０

１/２

１/４
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