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序

　本報告書は２００３年度に埋蔵文化財研究センターがおこなった，京都大学構内に残る遺跡

の発掘調査の成果をまとめたものである。京都盆地の一角を占めるにすぎない吉田キャン

パスにも，先史時代から近世に至る長い歴史を刻んだ遺跡が累積していることが明らかに

なっている。これらの調査の成果を報告するにあたっては，できるだけ精緻な分析を目指

して努力を重ね，過去の調査成果にあらたな資料と考察を加えながら，歴史の復元を試み

ている。

　大学はその地域の文化財の研究や活用に，先導的な役割を果たすことが求められており，

埋蔵文化財研究センターがおこなってきた，遺跡の調査による研究の蓄積も年を追って前

進し，その範となるような先駆的実験を試みている。この点は総合大学としての利点を生

かして，学内の各研究科および研究所などから協力を得て，学際的な研究を進めることが

でき，大きな成果を得ることができつつある。この報告もそのような検討の一端が反映さ

れていると考えている。

　第Ⅰ部では，医学研究科の学友会館と総合研究棟の建設，および農学研究科の総合研究

棟の建設にともなう発掘調査の成果とその考察をまとめたものであり，また第Ⅱ部はこれ

らの調査で残された問題の検討と，古代の歴史資料の文献学的な考察を加えたものである。

ご高覧いただきご批判をお願いしたい。

　おわりに，これらの調査を進めるにあたって，学内，学外の関係者および調査機関から

多くのご指導ご助言をいただいた。とりわけ，発掘を実施するにあたってご協力を賜った，

施設・環境部，医学研究科，農学研究科の関係各位には，ここに厚くお礼申し上げる次第

である。

　　２００８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２００３年４月１日から２００４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。

　　Ⅰ：京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

　　Ⅱ：京都大学北部構内ＢＦ３２区の発掘調査

　　Ⅲ：京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

　　（例　Ⅰ１：京都大学医学部構内ＡＲ１９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Ⅱ』（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，伊藤淳史が担当し，清水芳裕，千葉豊，冨井眞，笹川尚紀，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　２００３年度京都大学構内遺跡調査の概要

上原真人　　清水芳裕　　伊藤淳史　

　１　調査の経過

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

建物の新営やそのほかの掘削工事に際し，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。２００３年度には，以

下のように発掘調査３件，立合調査１１件を実施した。

発掘調査　医学部学友会館新営その他工事（医学部構内ＡＲ１９区） （第２章，図版１－２９８）

　　　　　北部総合研究棟（農・生命）新営工事（北部構内ＢＦ３２区） （第３章，図版１－２９９）

　　　　　南部総合研究実験棟新営その他工事（医学部構内ＡＰ１８区） （第４章，図版１－３０８）

立合調査　南部基幹・環境整備（特高受変電設備新営その他）工事（病院構内ＡＧ１５区）

 （第１章，図版１－３０９）

　　　　　南部総合研究棟（薬学系）新営（薬学部構内ＡＫ１５区） （第１章，図版１－３１０）

　　　　　北部総合研究棟（農・生命）新営その他工事（外構工事）（北部構内ＢＦ３２区）

 （第１章，図版１－３１１）

　　　　　共通教育棟新営その他工事（吉田南構内ＡＱ２５区） （第１章，図版１－３１２）

　　　　　工学部４号館改修工事（本部構内ＡＹ２３区） （第１章，図版１－３１３）

　　　　　北部総合研究棟（化学系）電気・雨水等配管工事（北部構内ＢＣ２９区）

 （第１章，図版１－３１４）

　　　　　医学部構内環境整備工事（医学部構内ＡＱ１９区） （第１章，図版１－３１５）

　　　　　中央総合研究棟（法・経済学部）改修その他工事（本部構内ＡＶ２５区）

 （第１章，図版１－３１６）

　　　　　湯川記念館改修工事（北部構内ＢＥ３４区） （第１章，図版１－３１７）

　　　　　法科大学院フレッツスポット用屋外土木工事（本部構内ＢＡ２４区） （第１章，図版１－３１８）

　　　　　原子炉実験所熊取総合研究実験棟新営その他工事（大阪府泉南郡熊取町）

 （第１章，表２－３１９）

　２　調査の成果

　前節で掲げた発掘調査のうち，整理を終えたものについて，その成果を略述する（括弧

内は図版１および表２の地点番号）。なお，医学部構内ＡＲ１９区とＡＰ１８区は第２章と第

４章で，北部構内ＢＦ３２区は第３章で，それぞれ詳述しているので参照されたい。



　医学部構内ＡＲ１９区（２９８）　 　医学部構内北東部の調査で，中世・近世白川道に南接

している。縄文後期土器を包含する白川系流路，中世の道路状遺構と井戸，幕末期の大量

の陶磁器類が出土した土取穴などが見つかっている。道路状遺構のうち，ひとつは中世段

階の白川道だが，もうひとつは井戸との切り合い関係で１３世紀初頭ごろに限定される南北

方向のものであった。後者については，きわめて短期間の未知の道路状遺構であり，その

ルートと性格の解明が課題として残されることになった。また，幕末期の豊富な陶磁器類

については，編年や流通状況を検討していくうえで，きわめて有意な遺構出土の一括資料

であり，今後の活用が期待される。

　北部構内ＢＦ３２区（２９９）　 　北部構内中央の調査で，縄文時代の北白川追分町遺跡の中

心域にあたる。縄文前期以前に比定できる旧地表面，縄文中期末の建物跡の可能性を示す

柱穴列，および同時期の焼土や土坑が確認されている。遺物についても，縄文中期後半や

中期末の時期を中心として，遺構に伴出した土器資料が多数あるほか，京都盆地最古級と

評価できる早期前半大川式古段階の胴部片２点が出土している。縄文時代の集落内部の状

況を具体的に示す遺構が確認される事例は，近畿地方ではいまだ多くはなく，集落や住居

遺構の研究にとって貴重な成果となるだろう。あわせて出土した土器群も，これまでの追

分町遺跡の調査成果から提出されてきた編年研究をさらに充実させることが期待できよ

う。また，今回は縄文時代の長期にわたる地形変遷も把握されたことから，遺跡の形成過

程について，より実証的に議論することが可能となった点も，特筆しておきたい。

　医学部構内ＡＰ１８区（３０８）　 　医学部構内北西部の調査で，上述のＡＲ１９区の南西５０ｍ

にあたる。中世各時期の井戸や土器溜などから多数の土器類が出土しているほか，近世以

降の字界に相当する位置に，中世前半期にさかのぼる路面や溝，柱穴列などが検出され，

この地域の土地境界の原型が形成された時期を把握することができた。この地点の調査を

含めると，医学部構内は，互いに隣接する形でかなりの部分を発掘調査したこととなり，

それらから出土した中世の豊富な遺構群と土器・瓦類を総合的に検討して，京近郊の中世

集落の具体像を呈示していくことが，今後の課題として求められよう。

　以上のように，本年度は，とくに縄文時代と中・近世について顕著な成果が得られた。い

ずれについても，微視的にも巨視的にも今後十分に検討を深めていく余地が残されてお

り，整理と研究がさらに進展することで，あらたな成果が期待される。
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第２章　京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

千葉　豊　

　１　調査の概要

　本調査区は，京都大学医学部構内の北東部に位置し，吉田橘町遺跡に含まれる（図版１

－２９８）。ここに，医学部学友会館の新営が計画されたため，周辺地区でおこなわれたこれ

までの調査の成果を勘案して，新営予定地全域の発掘調査を実施した。調査期間は，２００２

年１２月６日から２００３年３月３１日，調査面積は１２００�である。

　本調査区周辺ではこれまでの調査で，中世・近世の白川道（１９０・２７７地点）とともに，

近世の石列など土地区画痕跡や野壺群・柵状施設（７４地点）および中世の井戸や土取穴

（７４・２７０地点）が確認されており，中世～近世の白川道南辺の土地利用状況が判明しつ

つある。このような既往の調査成果から，本調査区でも白川道をはじめとする中世・近世

の遺跡の存在を予想しつつ，発掘調査を進めた。

　調査区のほとんどが大学開設以来建物がなかった場所なので遺跡の良好な残存を期待し

て発掘を進めたが，残念ながら多くの管路などで遺構面が寸断されており，遺構の保存状

況はよくなかった。出土遺物は，縄文時代から近代におよび，整理箱８３箱を数えた。

　調査の結果検出したおもな遺構は，縄文時代の自然流路，中世の道路状遺構・井戸，近

世の野壺・土取穴などである。

　縄文時代の自然流路は白川系流路であり，縄文後期の土器を包含する。この地における

白川系流路の展開を知る成果となった。中世の道路状遺構は２本検出した。このうち調査

区北辺でみつかった道路状遺構は，調査区北側をはしる現在の白川道とほぼ併行してお

り，中世白川道と判断できる。もう１本は南北方向にはしる道路状遺構で，調査区南西辺

でカーブを描きながら，西に曲がり調査区外へと続いていた。北端が攪乱により不明確で

あったが，白川道へと接続していたと考えられる。４基の井戸がこの道路状遺構と重なっ

てみつかっており，２基は路面造成前，２基は路面廃絶後に作られており，両者の井戸の廃

絶時期から，この道路状遺構の利用期間は比較的短期間であったと推定された。近世の土

取穴と野壺は，いずれも調査区北東辺で検出した。土取穴からは，幕末期の大量の陶磁器

類が出土した。２基検出した野壺は，調査区の北側に隣接する現在の白川道に添う形で検

出しており，近世白川道は現在の道路とほぼ重なっていることが判明した。



　２　層　　　位

　本調査区一帯は，地表面の標高が東北隅で５２．８�，南西隅で５１．５�をはかり，東北から

南西へゆるやかに傾斜する地形である。調査区西壁の層位を示す（図１）。基本的な堆積

は，上から順に，表土（第１層），黒色土（第２層），茶褐色土（第３層），黄色シルト（第

４層），茶褐色砂礫（第５層）となる。
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図１　調査区西壁の層位　縮尺１�５０



５

　第１層の表土は，大学関連の整地土，第２層の黒色土は，近世の耕作土である。第３層

の茶褐色土は中世の遺物包含層で，１２世紀から１６世紀までの遺物が出土している。厚いと

ころでは９０�前後の厚みをもっており，粘性や砂粒の入り方から，３層に細分することが

可能であった。第４層の黄色シルトは，医学部構内から病院構内の東辺一帯でみられる，

黄灰色シルトあるいは青灰色シルトとされる堆積物と同様のものと判断する。中世～近世

に土取りの対象となった堆積物である。今回の調査では，この層中から縄文前期後半の土

器（Ⅰ１）が１点ではあるものの出土し，堆積年代を明らかにする手がかりの一つを提供

した。第５層の茶褐色砂礫は，高野川系流路による堆積物とみられる。

　なお，調査区西半にはあらわれないが，東半では第４層の黄色シルトをきって堆積して

いる白色粗砂をいくつかの地点で確認した。後世の攪乱のため，正確な分布範囲を確定す

ることはできなかったが，北東から南へ流れた白川系流路による堆積物であろう。縄文時

代後期の土器が出土している。

　３　先史時代の遺物

　前節で記したように，黄色シルトおよび白色粗砂から縄文土器が出土したほか，歴史時

代の包含層・遺構からも，若干量の縄文土器・弥生土器が出土しているので，あわせてこ

こで解説しておきたい。Ⅰ１が黄色シルト，Ⅰ２・Ⅰ８・Ⅰ１３・Ⅰ１５～Ⅰ２０が白色粗砂出

土で，それ以外は歴史時代層から出土したものである。白色粗砂出土資料のうち，Ⅰ８・

Ⅰ２０は磨滅が進んでいるが，残りは良好な遺存状況を示している。

　Ⅰ１は前期の土器。０段多条の２段右撚りの縄文地に，刻みを加えた突帯を貼り付けて

いる。器壁の厚さ３�と薄い。前期後半の北白川下層Ⅲ式。

　Ⅰ２～Ⅰ２１は，後期の土器である。Ⅰ２は口縁端部に面取りを施し，頸部に沈線文の端

が見えるが，小破片で文様の構成は不明である。Ⅰ３・Ⅰ４は胴部資料で，横走する帯縄

文で飾る。縄文原体は，Ⅰ３が１段左撚り，Ⅰ４が２段右撚りである。Ⅰ５は口縁部が内

湾するボウル状の浅鉢。磨滅しておりはっきりしないが，口辺に３条の沈線を横走させ，

２段左撚り縄文を充填しているようである。Ⅰ６は２段右撚り縄文を全面に施す。Ⅰ７は１

条の沈線が垂下する。Ⅰ８は摩耗ではっきりしないが，２段左撚りの縄文を地文に施し，

沈線で三角形状の文様を描くようである。Ⅰ９は深鉢の胴部資料で，３ないし４条の沈線

束を横位，斜位にめぐらし，蛇行沈線で区切ったのち，２段右撚り縄文を充填している。Ⅰ

１０は口辺に条線文を斜位，横位にめぐらす。Ⅰ１１～Ⅰ２０は無文土器。Ⅰ２１は底部資料で，

先史時代の遺物
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図２　先史時代の遺物（Ⅰ１縄文前期，Ⅰ２～Ⅰ２１縄文後期，Ⅰ２２縄文晩期，Ⅰ２３弥生前期）
　　　縮尺１�３
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胎土に角閃石を多量に含み，暗褐色を呈している。

　文様をもつ後期の土器のうち，Ⅰ９は中葉の北白川上層式３期に比定できる。それ以外

ではⅠ２が初頭（中津式～福田Ｋ２式）にさかのぼる可能性をもつものの，おおむね北白

川上層式２期前後に比定してよいと考える。

　Ⅰ２２は晩期終末の凸帯文土器。頸胴部の境に，Ｄ字刻み目をもつ凸帯を貼付する。

　Ⅰ２３は弥生前期の土器。強く外反する口縁端部に１条の沈線をめぐらし，その両側にＶ

字状の刻みを加えている。頸部には４条の沈線を横走させ，その下位に４条以上の斜行す

る沈線を施している。畿内第Ⅰ様式新段階の甕形土器である。

　４　古代・中世の遺跡

　� 古代・中世の遺構（図版３・４，図３～５）

　古代の遺構は，調査区南西辺で見つかった１１世紀代の土坑ＳＫ２１のみ。

　中世に属する遺構としては，道路，井戸，土坑，集石，溝などがある。このうち，道路

遺構については，第３項で記述する。各種遺構の時期は１２世紀後半から１６世紀におよぶ

が，１３世紀の遺構が主体を占めており，この時期にこの地で活発な活動がおこなわれたと

推定できる。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時期に大別して報告する。

　中世１期：２段撫で手法のＣ類と１段撫で手法のＤ類が主体を占める時期。Ｃ類が主体

にＤ類が加わる前半とＤ類が主体となる後半に細分できる。１２世紀後葉～１３世紀。

　中世２期：１段撫で手法Ｅ類が主体を占める時期で，おおむね１４世紀代。

　中世３期：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　　井戸，道路，土坑，集石などがみられ，もっとも活発な活動がこの

地でおこなわれた時期である。１期前半の遺構としては，道路ＳＦ２の下層で見つかった

井戸ＳＥ７とＳＥ８およびＳＦ２が主なものであって，遺構は希薄である。１期後半に多

くの遺構が調査区西寄りを中心に作られるようになる。

　ＳＥ７・８は，道路遺構ＳＦ２の下面で検出した井戸である。ＳＥ７は素掘りないしは

木枠の井戸とみられ，石組みの水溜をともなっていた。水溜底の標高は，４９．１７�である。

ＳＥ８は円形石組みの井戸。井戸底の標高，４９．０９�をはかる。

　これにたいして，ＳＥ１・６はＳＦ２の上面で検出された井戸であり，ＳＥ５も掘形が

一部ＳＦ２を切って構築されていた。ＳＥ１は直径２．８�前後の円形掘形をもち，方形石

古代・中世の遺跡



組みで井戸側を構築していた。井戸側の石は，下段に大きな礫を据えて上部に向かって小

振りな礫を配置している。井戸底の標高は，４８．５２�。ＳＥ５は直径２．６�前後の円形掘形

をもつ。上半は崩落しており，原形をとどめていなかったが，下半に方形石組みの井戸側

が残存しており，曲物を設置したとみられる直径４０�の円形水溜をともなっていた。水溜

底の標高は，４８．３３�。ＳＥ６は直径３～４�の不整円形の掘形をもつ井戸。ＳＥ５同様，

上半は崩落していたが，下半に方形石組みの井戸側が残存していた。最下段には方形木枠

を設置した痕跡が残り，四隅の結合部から鉄釘が出土している。水溜として，小型の石組

みが構築されていたようであるが，崩壊が著しく明瞭にとらえることはできなかった。水

溜底の標高，４７．６１�をはかる。
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図３　中世の遺構　縮尺１�４００
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図４　井戸ＳＥ１・ＳＥ２　縮尺１�４０
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　ＳＫ１６は南北方向に細長い

溝状土坑。ＳＦ２の東側に平

行するので，ＳＦ２の側溝と

なる可能性もある。調査区北

辺のＳＫ４，南東隅のＳＫ１３

は，シルトを掘り込んで掘削

をやめており，土取穴と考え

られる。このほか，集石をと

もなう土坑（ＳＫ１８・１９・２３，

ＳＸ３），掘り込みの明瞭で

ない集石（ＳＸ４～９），小土

坑（ＳＫ５・７・１４・１７）は，

大きさや形はさまざまだが，

調査区西半に集中して見つ

かっている。

　中世２期の遺構　　井戸，

道路，土坑，柱穴などがみら

れる。１期と比較して遺構数

は減少し，１期の遺構が集中する調査区西辺にはほとんどみられない。

　ＳＥ２は調査区中央やや北寄りで見つかった井戸で，直径１．８�前後の不整円形の掘形

をもつ。井戸側を円形石組みで構築し，その下部に方形木枠を２段重ね，最下部を円形石

組みで構築して水溜としていた。また，水溜の最下段石組み底面と同じ標高から，水溜に

ちょうど収まる大きさの平石が見つかった。その状況から判断して，意図的に置かれたも

のであろう。水溜底の標高は４８．２２�。

　ＳＥ２の西，約３�の地点で見つかったＳＫ１０は，南側を攪乱で破壊されているが，最

大幅１．２�，現存長２．３�，復元長２．５�前後，検出面からの深さ０．４�をはかる，長楕円形

の土坑である。南よりの床面上からわずかに浮いた状態で，完形の土師器椀（Ⅰ４１２）と

小椀（Ⅰ４１４）が斜めに立った状態で出土した。またその南側からは，やはり床面上から

わずかに浮いた状態で礫数個が検出された。土坑の形態や遺物の出土状況から，土坑墓の

可能性が高いと考える。
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図５　土坑ＳＫ１０　縮尺１�３０
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　ＳＫ１１はＳＫ１０の東側，ＳＫ１２は西側から見つかった。根石と見られる礫が見つかって

おり，柱穴とみられるが，建物の復元までには至らない。ＳＫ６は調査区南西寄りで見つ

かった不定形土坑。土取穴であろう。

　中世３期の遺構　　活動がきわめて希薄となり，わずかに土坑ＳＫ１・２があるのみ。

いずれも調査区南西隅で検出した土坑で，黄色シルトを掘り込んだところで掘削を止めて

いる。シルトの採取を目的とした土取穴と考えられる。

　� 古代・中世の遺物（図６～２０）

　ＳＫ２１出土遺物（Ⅰ２４～Ⅰ２６）　　Ⅰ２４・Ⅰ２５は土師器皿で，Ⅰ２４は「て」字状口縁手

法Ｂ３類，Ⅰ２５はＢ１類。Ⅰ２６は土師器甕。１１世紀代であろう。まとまった遺物の出土した

古代の遺構は，これのみである。

　ＳＥ７出土遺物（Ⅰ２７～Ⅰ４８）　 　中世１期前半。Ⅰ２７～Ⅰ４３は橙褐色を呈する土師器

皿。口径８．５～９�のⅠ２７～Ⅰ３０，１３．５～１４�前後のⅠ３１～Ⅰ３９，１４．５～１５�のⅠ４０～Ⅰ４３

におおむね３分できる。１段撫で手法Ｄ類も含みつつ，主体は２段撫で手法のＣ３・Ｃ４・

Ｃ５類である。Ⅰ４４は土師器受皿。Ⅰ４５は青磁椀。内外面に，櫛描文をもつ。Ⅰ４６は土師

器鉢。口縁外側が短く直立し，内側は強い撫でで凹んでいる。外面に煤が付着する。Ⅰ４７

は瓦器羽釜。Ⅰ４８は口頸部が強く外反する常滑焼の甕。口縁端部はシャープで，内側がわ

ずかに凹んでいる。

　ＳＥ８出土遺物（Ⅰ４９～Ⅰ６１）　 　中世１期前半。Ⅰ４９～Ⅰ５９は橙褐色の土師器皿。Ⅰ

４９～Ⅰ５７は口径８．５～９．５�前後で，Ｃ３類（Ⅰ５４・Ⅰ５７），Ｃ４類（Ⅰ４９・Ⅰ５１～Ⅰ５３・Ⅰ

５５），Ｄ１類（Ⅰ５０・Ⅰ５６）からなる。Ⅰ５８は，Ｃ４類で口径１２�。Ⅰ５９は，Ｃ５類で口径１４

�。Ⅰ５０・Ⅰ５２・Ⅰ５３は，口縁端部に煤が付着する。Ⅰ６０・Ⅰ６１は土師器鉢。口縁部が外

側へ向かって開く形態。Ⅰ６１は胴中位付近から大きく外へ向かって開く。いずれも口径２１

�前後，外面に輪積痕を残す。Ⅰ６０は外面全体に煤が厚く付着し，Ⅰ６１は火熱のためか外

側器面の剥落が著しい。

　ＳＥ６出土遺物（Ⅰ６２～Ⅰ１２７）　 　中世１期後半。Ⅰ６２～Ⅰ１０１は橙褐色の土師器皿。

法量分布から，口径８～９�台と１２～１４�台の２つに分類できる。１段撫で面取り手法Ｄ４・

Ｄ５類が主体となる。Ⅰ６３・Ⅰ９１・Ⅰ１０１は内外面とも煤で黒く変色している。Ⅰ１０２・Ⅰ

１０３は橙褐色の土師器受皿。Ⅰ１０４・Ⅰ１０５は土師器椀で，Ⅰ１０４は灰白色，Ⅰ１０５は橙褐色

を呈する。Ⅰ１０６は土師器高杯の脚部。Ⅰ１０７は灰白色を呈する土師器の蓋。Ⅰ１０８は瓦器

椀。内外面にまばらな磨き調整が見られる。Ⅰ１０９は灰釉系陶器の小椀。Ⅰ１１０・Ⅰ１１１は，

古代・中世の遺跡
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図６　ＳＫ２１出土遺物（Ⅰ２４～Ⅰ２６土師器），ＳＥ７出土遺物（Ⅰ２７～Ⅰ４４・Ⅰ４６土師器，Ⅰ４５青磁，
Ⅰ４７瓦器，Ⅰ４８陶器）
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東播系須恵器すり鉢。口縁部が三角形状となる。

　Ⅰ１１２～Ⅰ１１７は白磁椀。Ⅰ１１２・Ⅰ１１３は口縁部が玉縁状となり，Ⅰ１１４は尖り気味に仕上

げている。Ⅰ１１８は白磁皿。見込みに，片切彫りと櫛描列点文による文様をもつ。Ⅰ１１９・

Ⅰ１２０は青磁椀。内面に，Ⅰ１１９は篦描と櫛描，Ⅰ１２０は篦描による文様をもつ。Ⅰ１２１～Ⅰ

１２４は青磁皿。Ⅰ１２５は青白磁の壺。Ⅰ１２６は須恵器甕。胴部外面には，平行叩き目を施す。

Ⅰ１２７は常滑焼の甕。口径３４�前後，高さ７３�前後，最大径６０�前後をはかる。体部外面に

は，格子目叩きが５段にわたって帯状に施される。

　ＳＥ１出土遺物（Ⅰ１２８～Ⅰ１４９）　 　中世１期後半。Ⅰ１２８～Ⅰ１４２は橙褐色の土師器

皿。１段撫で面取り手法Ｄ４・Ｄ５類が主体をなす。Ⅰ１４３は灰白色の土師器椀。Ⅰ１４４は瓦

器椀。口縁部内面に沈線がめぐる。内外面とも磨きは施されない。Ⅰ１４５は灰釉陶器の椀。

内面に灰釉が刷毛塗りされ，高台は三日月状を呈する。黒笹９０号窯式に比定でき，９世紀

後半の遺物の混入であろう。Ⅰ１４６は瓦器鍋。蓋受部は，斜めに立ち上がっている。Ⅰ

１４７・Ⅰ１４８は須恵器すり鉢。Ⅰ１４９は須恵器甕。外面に格子目叩きを施している。

　ＳＥ５出土遺物（Ⅰ１５０～Ⅰ１８８）　 　中世１期後半。Ⅰ１５０～Ⅰ１７２は橙褐色の土師器

皿。１段撫で面取り手法Ｄ４・Ｄ５類が中心となる。Ⅰ１７３は橙褐色の土師器受皿。Ⅰ１７４は

灰白色の土師器椀。Ⅰ１７５は土師器鉢。口径１７�，器高７�前後である。外面は輪積み痕

を残し，内面は撫で調整している。外面下半を中心に煤が付着している。Ⅰ１７６・Ⅰ１７７は

須恵器すり鉢。Ⅰ１７８は瓦器片口。Ⅰ１７９は瓦器盤。Ⅰ１８０・Ⅰ１８１は瓦器羽釜。Ⅰ１８２は常滑

古代・中世の遺跡

図７　ＳＥ８出土遺物（Ⅰ４９～Ⅰ６１土師器）



１４

京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

図８　ＳＥ６出土遺物�（Ⅰ６２～Ⅰ１０７土師器，Ⅰ１０８瓦器，Ⅰ１０９陶器，Ⅰ１１０・Ⅰ１１１須恵器）



１５

古代・中世の遺跡

図９　ＳＥ６出土遺物�（Ⅰ１１２～Ⅰ１１８白磁，Ⅰ１１９～Ⅰ１２４青磁，Ⅰ１２５青白磁，Ⅰ１２６須恵器，
Ⅰ１２７陶器）



焼の壺か。口縁外面がわずかに肥厚し，口縁内面は凹んでいる。Ⅰ１８３は口縁部が玉縁状

となる白磁椀。Ⅰ１８４～Ⅰ１８８は青磁。Ⅰ１８４・Ⅰ１８５は皿。Ⅰ１８５は内面に段をもつ。Ⅰ１８６

は，高台畳付を除いて施釉し口縁端部を輪花とする。Ⅰ１８７・Ⅰ１８８は椀の底部。

　ＳＸ３出土遺物（Ⅰ１８９～Ⅰ２２８）　 　中世１期後半。Ⅰ１８９～Ⅰ２１６は橙褐色の土師器

皿。口径８～９�のⅠ１８９～Ⅰ１９９と１２～１３�のⅠ２０１～Ⅰ２１４が多い。前者では１段撫で素

縁Ｄ３類，１段撫で面取りＤ４類，後者では１段撫で面取りＤ５類が主体を占める。Ⅰ２１７・Ⅰ

２１８は土師器受皿で，Ⅰ２１７は灰白色，Ⅰ２１８は橙褐色を呈する。Ⅰ２１９～Ⅰ２２２は灰白色の土

師器椀。Ⅰ２２３～Ⅰ２２４は瓦器椀。Ⅰ２２３・Ⅰ２２４は体部が直線的で，内外面とも磨きを施さ

１６

京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

図１０　ＳＥ１出土遺物（Ⅰ１２８～Ⅰ１４３土師器，Ⅰ１４４・Ⅰ１４６瓦器，Ⅰ１４５陶器，Ⅰ１４７～Ⅰ１４９須恵器）



１７

古代・中世の遺跡

図11　ＳＥ５出土遺物（Ⅰ150～Ⅰ175土師器，Ⅰ176・Ⅰ177須恵器，Ⅰ178～Ⅰ181瓦器，Ⅰ182陶器，
Ⅰ183白磁，Ⅰ184～Ⅰ186青磁）



１８

京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

図１２　ＳＸ３出土遺物（Ⅰ１８９～Ⅰ２２２土師器，Ⅰ２２３～Ⅰ２２７瓦器，Ⅰ２２８白磁）



１９

古代・中世の遺跡

図１３　ＳＫ２４出土遺物（Ⅰ２２９～Ⅰ２４０・Ⅰ２５４土師器，Ⅰ２４１～Ⅰ２４４・Ⅰ２５２・Ⅰ２５３瓦器，Ⅰ２４５・
Ⅰ２４６・２４９須恵器，Ⅰ２４７・Ⅰ２４８白磁，Ⅰ２５０・Ⅰ２５１陶器）



ない。Ⅰ２２５は口径１０�，体部に篦を押して輪花としている。見込みに，菊花状の暗文を施

している。Ⅰ２２６は瓦器鍋。口縁部が鋭く屈曲し，蓋受部が水平となる。Ⅰ２２７は瓦器盤。

Ⅰ２２８は白磁椀の底部。

　ＳＫ２４出土遺物（Ⅰ２２９～Ⅰ２５４）　 　中世１期後半。Ⅰ２２９～Ⅰ２３６は橙褐色の土師器

皿。いずれもＤ類で，Ⅰ２２９・Ⅰ２３０はＤ４類，Ⅰ２３１～Ⅰ２３３はＤ３類，Ⅰ２３４はＤ５類，Ⅰ２３５・

Ⅰ２３６はＤ６類。Ⅰ２３７～Ⅰ２３９は灰白色の土師器椀。Ⅰ２４０は灰白色の土師器受皿。Ⅰ２４１・

Ⅰ２４２は瓦器椀。Ⅰ２４１は体部を篦で押して輪花とする。Ⅰ２４３は瓦器羽釜。Ⅰ２４４は口径

４．４�前後のミニチュアの瓦器脚付き羽釜。Ⅰ２４５・Ⅰ２４６は須恵器すり鉢。口縁部の断面形

が三角形状を呈する。Ⅰ２４７は白磁椀。口縁端部が外側へ折れる。Ⅰ２４８は白磁皿。全面施

釉後，底部のみ削り取る。見込みに櫛描文を施す。Ⅰ２４９は須恵器甕。Ⅰ２５０・Ⅰ２５１は常滑

焼甕。いずれも口縁外側がわずかに肥厚し，口縁内面が凹んでいる。Ⅰ２５２・Ⅰ２５３は瓦器

盤。Ⅰ２５４は土師器羽釜。口径３０�前後で，口頸部は内傾し胴部は丸みを帯びる。外面は

撫で仕上げ。内面は刷毛目仕上げで，口縁内面のみ撫でを施すことにより，段差が生じて

いる。

　ＳＫ４出土遺物（Ⅰ２５５～Ⅰ２７７）　 　中世１期後半。Ⅰ２５５～Ⅰ２６６は橙褐色の土師器

皿。口径８．５～９．５�のⅠ２５５～Ⅰ２５７はＤ３類。ほかは，Ｄ４・Ｄ５類が主体を占める。Ⅰ２５７・

Ⅰ２５８・Ⅰ２６６には口縁端部に煤が付着する。Ⅰ２６７～Ⅰ２７５は灰白色の土師器椀。Ⅰ２７６は口

径１９�前後をはかる瓦器鉢。口縁内側端部が三角形状に肥厚し，上面は強い撫でによって

凹面となる。外面は指押さえ，内面は横撫で仕上げ。Ⅰ２７７は瓦器椀。内面に磨きを施し

ている。

　ＳＫ７出土遺物（Ⅰ２７８～Ⅰ２８０）　 　中世１期後半。いずれも橙褐色の土師器皿。Ｄ３

類（Ⅰ２７８）とＤ４類（Ⅰ２７９・Ⅰ２８０）。

　ＳＫ２２出土遺物（Ⅰ２８１～Ⅰ２８４）　 　中世１期後半。Ⅰ２８１～Ⅰ２８３は橙褐色の土師器

皿。Ｄ３類（Ⅰ２８１・Ⅰ２８２）とＤ４類（Ⅰ２８３）からなる。Ⅰ２８４は口縁部が玉縁状となる白

磁椀。

　ＳＫ２３出土遺物（Ⅰ２８５～Ⅰ２８７）　 中世１期後半。いずれも橙褐色の土師器皿。Ｄ２類

（Ⅰ２８６），Ｄ４類（Ⅰ２８５），Ｄ５類（Ⅰ２８７）。

　ＳＫ１４出土遺物（Ⅰ２８８）　 中世１期。口径８．５�をはかる灰釉系陶器の小椀。

　ＳＸ７出土遺物（Ⅰ２８９）　 瓦器の鍋。体部が直線的に立ち上がり，口縁部は屈曲して斜

め外側へ立ち上がる。

２０

京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査



２１

図14　ＳＫ４出土遺物（Ⅰ255～Ⅰ275土師器，Ⅰ276白磁，Ⅰ277瓦器），ＳＫ７出土遺物（Ⅰ２７８～Ⅰ
２８０土師器），ＳＫ２２出土遺物（Ⅰ２８１～Ⅰ２８３土師器，Ⅰ２８４白磁），ＳＫ２３出土遺物（Ⅰ２８５～
Ⅰ２８７土師器），ＳＫ１４出土遺物（Ⅰ２８８陶器），ＳＸ７出土遺物（Ⅰ２８９瓦器），ＳＸ８出土遺物
（Ⅰ２９０～Ⅰ２９２土師器，Ⅰ２９３陶器）

古代・中世の遺跡



２２

京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

図１５　ＳＸ４出土遺物（Ⅰ２９４～Ⅰ３１４土師器，Ⅰ３１５～Ⅰ３１８白磁，Ⅰ３１９・Ⅰ３２０青磁），ＳＸ６出土
遺物（Ⅰ３２１～Ⅰ３５４土師器，Ⅰ３５５瓦器）



２３

古代・中世の遺跡

図１６　ＳＫ１３出土遺物（Ⅰ３５６～Ⅰ３７２土師器，Ⅰ３７３須恵器，Ⅰ３７４～Ⅰ３７６瓦器），ＳＫ１６出土遺物
（Ⅰ３７７～Ⅰ３８１土師器，Ⅰ３８２青磁，Ⅰ３８３瓦器），ＳＫ１８出土遺物（Ⅰ３８４～Ⅰ３９０土師器，Ⅰ
３９１白磁，Ⅰ３９２・Ⅰ３９３瓦器）



　ＳＸ８出土遺物（Ⅰ２９０～Ⅰ２９３）　 　中世１期後半。Ⅰ２９０～Ⅰ２９２は橙褐色の土師器

皿。Ｄ３類（Ⅰ２９０・Ⅰ２９２）とＤ４類（Ⅰ２９１）。Ⅰ２９２は内外面に煤が薄く付着する。Ⅰ２９３

は常滑焼甕。口縁部内側がわずかに凹んでいる。

　ＳＸ４出土遺物（Ⅰ２９４～Ⅰ３２０）　 　中世１期後半。Ⅰ２９４～Ⅰ３０９は土師器皿。橙褐色

が多いが，Ⅰ２９８・Ⅰ３００・Ⅰ３０５は灰白色を呈する。口径１０�未満の小型の皿（Ⅰ２９４～Ⅰ

３０９）は，Ｄ３類が主体を占める。Ⅰ３０８は内外面に煤が付着する。Ⅰ３１０～Ⅰ３１２は灰白色の

土師器椀。Ⅰ３１４は橙褐色の土師器受皿。Ⅰ３１５～Ⅰ３１７は白磁の椀。Ⅰ３１５は口縁部を玉縁

状，Ⅰ３１６は尖頭状につくっている。Ⅰ３１７は胴下部から底部破片で，外面に櫛描文，内面

に櫛描文と篦描文を施している。Ⅰ３１８は白磁皿。内面中位に段差を有する。Ⅰ３１９・Ⅰ３２０

は青磁椀で，いずれも内面にⅠ３１９は篦描文，Ⅰ３２０は篦描文と櫛描文の組み合わせによる

文様をもつ。

　ＳＸ６出土遺物（Ⅰ３２１～Ⅰ３５５）　 　中世１期後半。Ⅰ３２１～Ⅰ３４４は橙褐色の土師器

皿。口径８�台の小型の皿（Ⅰ３２１～Ⅰ３３６）はＤ３類を主体にＤ４類が伴なっている。口径

１１～１２�台の皿（Ⅰ３３７～Ⅰ３４３）はＤ５類が主体で，Ｄ２類が伴なう。Ⅰ３４５～Ⅰ３４７は灰白

色を呈する土師器受皿。Ⅰ３４８～Ⅰ３５３は灰白色の土師器椀。Ⅰ３５４は灰白色の土師器高杯。

Ⅰ３５５は口径８．８�をはかる瓦器小椀。

　ＳＫ１３出土遺物（Ⅰ３５６～Ⅰ３７６）　 中世１期後半。Ⅰ３５６～Ⅰ３７０は橙褐色の土師器皿。

１段撫で素縁のＤ１～Ｄ３類が主体を占めるが，１段撫で素縁Ｅ３類（Ⅰ３５６・Ⅰ３６２）もみら

れる。Ⅰ３７１は灰白色の土師器椀。Ⅰ３７２は白磁椀。口縁端部を口禿とする。Ⅰ３７３は須恵

器すり鉢。口縁外側が肥厚する。Ⅰ３７４は瓦器鍋。口縁部は鋭く屈曲する。Ⅰ３７５・Ⅰ３７６は

瓦器羽釜。体部がやや丸みを帯びる。

　ＳＫ１６出土遺物（Ⅰ３７７～Ⅰ３８３）　 　中世１期後半。Ⅰ３７７・Ⅰ３７８・Ⅰ３８０・Ⅰ３８１は橙褐

色の土師器皿。Ⅰ３７９は橙褐色の土師器受皿。内面に煤が付着する。Ⅰ３８２は口径１０�をは

かる小型の白磁の皿。内面に段をもつ。Ⅰ３８３は瓦器鍋。

　ＳＫ１８出土遺物（Ⅰ３８４～Ⅰ３９３）　 　中世１期後半。Ⅰ３８４・Ⅰ３８５は橙褐色の土師器皿。

Ｄ３類。Ⅰ３８６・Ⅰ３８７は灰白色で，口径７�と９�の小椀。Ⅰ３８８は橙褐色の土師器受皿。

Ⅰ３９１は白磁椀。口縁端部が外側へおれる。Ⅰ３８９・Ⅰ３９０は灰白色の土師器高杯の脚部。Ⅰ

３９２は瓦器小椀。体部を篦押しで輪花とする。Ⅰ３９３は瓦器羽釜。

　ＳＫ２０出土遺物（Ⅰ３９４・Ⅰ３９５）　 　中世１期後半。橙褐色の土師器皿。Ｄ３類（Ⅰ３９４）

とＤ２類（Ⅰ３９５）。

２４

京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査



２５

古代・中世の遺跡

図１７　ＳＫ２０出土遺物（Ⅰ３９４・Ⅰ３９５土師器），ＳＫ１９出土遺物（１）（Ⅰ３９６・Ⅰ３９７・Ⅰ４００・Ⅰ４０１
土師器，Ⅰ３９８・Ⅰ３９９瓦器，Ⅰ４０２・Ⅰ４０４陶器，Ⅰ４０３白磁），ＳＫ６出土遺物（Ⅰ４０５・Ⅰ４０６
土師器，Ⅰ４０７白磁，Ⅰ４０８瓦器），ＳＫ１０出土遺物（Ⅰ４０９～Ⅰ４１５土師器，Ⅰ４１６・Ⅰ４１７瓦器）



　ＳＸ５出土遺物（Ⅰ３９６～Ⅰ３９９）　 　中世１期後半。Ⅰ３９６・Ⅰ３９７は橙褐色の土師器皿。

Ｄ３類とＤ５類。Ⅰ３９８は瓦器小椀。見込みに，菊花状の暗文を施している。Ⅰ３９９は瓦器

盤。口縁端部が内側へ肥厚する。

　ＳＫ１９出土遺物（Ⅰ４００～Ⅰ４０４・Ⅰ４１８・Ⅰ４１９）　 　Ⅰ４００・Ⅰ４０１は土師器盤。口縁部が

内湾する。Ⅰ４００は口径２１�，器高８．８�。体部に縦方向の密な磨きを施している。内面は

撫で仕上げ。Ⅰ４０１は口径２２．５�前後。口縁部の一部にくり込みをもつ。中央に沈線を施

した低平な突帯が２条横走する。Ⅰ４０２は内外面に緑釉を施釉する陶器盤。Ⅰ４０３は玉縁状

口縁となる白磁椀。Ⅰ４０４は古瀬戸壺の底部か。Ⅰ４１８は口径４０．８�をはかる常滑の甕。口

縁部が上下に縁帯状に拡張している。Ⅰ４１９は石臼。磨り面は約２分の１残存するが，下

底面の縁部は欠失する。下臼で，下部周辺が鍔状に大きく広がる茶臼（茶磨）である。鍔

部を含めた復元径３５�前後，磨り面の径１９．５�，現存高９．５�をはかる。磨り面は主溝に

よって８分割され，それぞれ１３本の副溝がある。中心には径２．５�の心棒孔があく。磨り

２６

京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

図１８　ＳＫ１９出土遺物�（Ⅰ４１８陶器，Ⅰ４１９石製品）　 縮尺１�５　



２７

古代・中世の遺跡

図１９　ＳＫ１５出土遺物（Ⅰ４２０～Ⅰ４２２土師器，Ⅰ４２３白磁，Ⅰ４２４・Ⅰ４２５陶器），ＳＥ２出土遺物（Ⅰ
４２６～Ⅰ４４５土師器，Ⅰ４４６・Ⅰ４５１陶器，Ⅰ４４７・Ⅰ４５２・Ⅰ４５３瓦器，Ⅰ４４８・Ⅰ４４９石製品）



面は使用により磨滅している。

　ＳＫ６出土遺物（Ⅰ４０５～Ⅰ４０８）　 　中世１期～２期。Ⅰ

４０５は橙褐色の土師器皿。Ｄ３類。Ⅰ４０６は灰白色の土師器小

椀。Ⅰ４０７は白磁皿。口縁端部が外側へ折れる。Ⅰ４０８は瓦器

鍋。蓋受け部は２段に屈曲するものの，口縁部はほとんど立

ち上がらない。

　ＳＫ１０出土遺物（Ⅰ４０９～Ⅰ４１７）　 　中世２期。Ⅰ４０９は橙褐色の土師器皿。Ｅ３類。Ⅰ

４１０～Ⅰ４１３は灰白色の土師器椀。Ⅰ４１４・Ⅰ４１５は灰白色の土師器凹底小椀。Ⅰ４１６は瓦器

鍋。蓋受け部は立ち上がりをもたない。Ⅰ４１７は瓦器火鉢。脚がつく。

　ＳＫ１５出土遺物（Ⅰ４２０～Ⅰ４２５）　 　中世２期。Ⅰ４２０～Ⅰ４２２は灰白色の椀。Ⅰ４２３は

白磁皿。口縁部を口禿とする。Ⅰ４２４は灰釉系陶器すり鉢。Ⅰ４２５は陶器甕。

　ＳＥ２出土遺物（Ⅰ４２６～Ⅰ４５３）　 　中世２期。Ⅰ４２６～Ⅰ４３２は橙褐色を呈する土師器

皿。Ｄ２ 類（Ⅰ４２７），Ｅ１ 類（Ⅰ４２８），Ｅ３ 類（Ⅰ４２６・Ⅰ４２９・Ⅰ４３１），Ｅ４ 類（Ⅰ４３０・Ⅰ

４３２）。Ⅰ４３３～Ⅰ４３５は灰白色を呈する土師器小椀。口径７�前後。Ⅰ４３６は，口縁部が内

湾しつつ立ち上がる，あまり類例を見ない形態の椀。口径５．４�，器高１．９�。Ⅰ４３７～Ⅰ

４４５は灰白色の土師器椀。Ⅰ４４６は口径３．０�をはかる古瀬戸の小型無頸壺。Ⅰ４４７・Ⅰ４５３は

瓦器の火鉢。ともに輪花形を呈し，Ⅰ４４７は花文のスタンプ文を口辺部にもつ。Ⅰ４４８は砥

石。両平坦面とも使用による線条痕が観察できる。Ⅰ４４９は石鍋。口径１７．５�，器高７．４�

をはかる。口縁直下に削りだしによる鍔がめぐる。Ⅰ４５０は須恵器すり鉢。口縁外側端部

が肥厚する。Ⅰ４５１は備前焼すり鉢。６条単位のすり目が施される。Ⅰ４５２は瓦器鍋。

　ＳＫ１出土遺物（Ⅰ４５４～Ⅰ４５６）　 　中世３期。いずれも橙褐色を呈する土師器皿で，

器壁が厚く端部を丸くおさめるＦ１類。底部内面の周縁が凹線状にくぼんでいる。ＳＫ１

出土遺物は１６世紀代のものであろう。

　� 道路遺構とその関連遺物（図版２・４，図１・３・２１・２２）

　ＳＦ２　　ＳＦ２は調査区西辺で検出した。路面幅３～４�ほどで南北方向に伸び，調

査区南西隅で西側へと方向を変えて調査区外へと続いている。北端はＳＦ１に接続してい

た可能性が高いが，はっきりととらえることはできなかった。調査区西壁で観察できた道

路の断面を図１（p.４）に示している。地山を削り込んで路面を形成していること，路盤

は固結した砂質土からなり，補修によって何枚か形成されていることが読み取れる。さき

に記述しているように，井戸ＳＥ７・ＳＥ８の上に路面が形成され，またＳＦ２の廃絶後
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図２０　ＳＫ１出土遺物（Ⅰ４５４
～Ⅰ４５６土師器）
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に井戸ＳＥ１・ＳＥ６，集石ＳＸ５が構築されている。

　Ⅰ４５７～Ⅰ４７１は，路盤ないしは路面堆積物から出土した遺物である。Ⅰ４５７～Ⅰ４６６は土

師器皿。ての字口縁Ｂ類を含むが，２段撫で手法Ｃ３・Ｃ５類，１段撫で手法Ｄ１・Ｄ３・Ｄ４

類が主体を占める。Ⅰ４６４のみ灰白色で，ほかは橙褐色。Ⅰ４６７は土師器受皿。Ⅰ４６８は瓦

器の小椀。磨きは施されない。Ⅰ４６９は須恵器高坏。Ⅰ４７０は土師器鉢。Ⅰ４７１は青磁皿。

見込みに，魚文を施している。一部，古代にさかのぼる遺物が含まれるものの，主体は中

世１期（１２世紀後葉～１３世紀前葉ごろ）のものである。この年代は，ＳＦ２の下部および

上部から見つかった井戸の年代とも整合的であり，道路の存続時期を１２世紀末から１３世紀

初めごろと想定することができるであろう。

　ＳＦ１　　ＳＦ１は調査区北辺で検出した。調査区の北端で調査区外へと広がってお

り，また近代以降の造成によって破壊されている部分が大きく，面的な広がりとしてとら

えられた部分は少なかったが，おおむね北東－南西方向へ伸びる路面とみてよく，中世白

川道の一部と理解できる。図２１はその断面図である。路盤はシルトや砂質土の硬化層から

なる。溝ＳＤ４の南側に広がる硬化面と北側にみられる硬化面が確認でき，層位から前者

が後者より古いこと，すなわち新旧２つの路面が形成されていることがわかる。溝ＳＤ４

は，ほぼ同位置で数度に渡って掘り直されており，ＳＦ１にともなう側溝と理解したい。

この理解が正しければ，ＳＦ１古段階ではＳＤ４は北側を画する溝として機能し，北側へ

道筋が移動したのにともなって，新段階では南側を画する溝として機能したと考えられる。

　Ⅰ４７２～Ⅰ４８０は，ＳＦ１古段階の路盤にともなって出土した遺物。Ⅰ４７２～Ⅰ４７７は橙褐

色を呈する土師器皿。１段撫で手法Ｄ３～Ｄ５類のほか，Ｅ１類（Ⅰ４７４）がみられる。Ⅰ４７８

～Ⅰ４８０は灰白色を呈する土師器椀である。

　Ⅰ４８１～Ⅰ４８９は路面を覆う茶褐色土から出土した遺物。Ⅰ４８１～Ⅰ４８５は橙褐色の土師器

古代・中世の遺跡

図２１　ＳＦ１層位　縮尺１�４０
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図２２　ＳＦ２出土遺物（Ⅰ４５７～Ⅰ４６７・Ⅰ４７０土師器，Ⅰ４６８瓦器，Ⅰ４６９須恵器，Ⅰ４７１青磁），ＳＦ
１路盤出土遺物（Ⅰ４７２～Ⅰ４８０土師器），ＳＦ１上層出土遺物（Ⅰ４８１～Ⅰ４８８土師器，Ⅰ４８９陶
器），ＳＤ４出土遺物（Ⅰ４９０～Ⅰ４９７土師器，Ⅰ４９８陶器，Ⅰ４９９・Ⅰ５００石製品）
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皿で，１段撫で手法Ｄ３・Ｄ５・Ｅ４類がみられるほか，Ⅰ４８４・Ⅰ４８５は見込みに圏線をもっ

ており，江戸時代初期まで時期が下る。Ⅰ４８６～Ⅰ４８８は灰白色を呈する土師器椀。Ⅰ４８９

は瀬戸産の天目茶碗。

　Ⅰ４９０～Ⅰ５００はＳＤ４から出土した遺物。Ⅰ４９０～Ⅰ４９４は橙褐色の土師器皿で，１段撫

で手法Ｄ５・Ｅ１・Ｅ３類。Ⅰ４９５は灰白色の凹底小椀。Ⅰ４９６・Ⅰ４９７は灰白色の椀。Ⅰ４９８は

灰釉系陶器椀。Ⅰ４９９は硯。Ⅰ５００は砥石。

　こうした遺物の出土状況から判断して，ＳＦ１の古段階は中世１期（１３世紀），新段階

は中世２期（１４世紀）を中心とした時期を想定しておきたい。

　５　近世・近代の遺跡

　� 近世・近代の遺構（図版５・図２３）

　近世に属する遺構として，野壺２基，土取穴１基，小溝１基，方形柱穴多数，近代に属

する遺構として，石組みの溝２基，廃棄土坑１基がある。

　調査区北東端でみつかった野壺ＳＥ３・ＳＥ４はいずれも漆喰製の野壺で，一部は調査

区外へと続いている。白川道沿いに野壺が並ぶ状況は，道路をはさんで北側に隣接する

１９０地点〔森下１９９２〕や本部構内の１８１地点〔五十川ほか１９９２〕などで確認されており，同

様の状況を想定することができよう。調査区北東隅で検出したＳＸ１は，西辺長８�，南

辺長６．４�以上，北辺長６�以上となる大規模な土坑で，東側は調査区外へと続いており，

規模を確定できない。下底面はさらに１辺の長さ３～４�前後で，市松状に砂礫層上面ま

で掘り下げられていた。北辺が現在の白川道とほぼ平行していることから，シルトないし

は砂の採取を目的に白川道沿いに設けられた土取穴であろう，と考える。土取穴廃絶後

は，ゴミ捨て場として利用されたようで，整理箱２５箱におよぶ幕末・明治初年の土器・陶

磁器類が出土した。南北方向の小溝ＳＤ３と１辺２０�前後をはかる方形柱穴は，耕作関連

の遺構であろう。

　溝ＳＤ１・ＳＤ２は，調査区南東辺を東西方向に伸びる近代の石組み水路。調査区中央

で検出した廃棄土坑ＳＸ２は，「防衛食」のマークをもつ陶製缶詰容器（図版８－Ⅰ８８４）

や統制番号をもつ湯たんぽ（図版８－Ⅰ８８５）など，戦時統制下の遺物を含んでいた。

　� 近世の遺物（図版８・図２４～図３５）

　ＳＸ１は発掘の過程で大量の遺物を包含していることが判明したため，上半・下半と

いった埋土の状況と西半・東半といった出土地点の違いから，遺物を分けて取り上げてい

近世・近代の遺跡



る。このような遺物のまとまりは，廃棄の単位を示すとみられるが，整理の過程でこれら

の遺物に年代差を認めることはできなかったので，ここでは出土遺物を一括し，種類ごと

に掲げて解説を加えておきたい。なお，銘・刻印，見込みに表現された文字などのおもな

ものについては図版８に集成したので，参照されたい。

　Ⅰ５０１～Ⅰ５１９は土師器。Ⅰ５０１～Ⅰ５１３は皿。口径４～５�のⅠ５０１～Ⅰ５０５，７．５～８．５�

のⅠ５０６～Ⅰ５０９，１１～１２�のⅠ５１０～Ⅰ５１３がある。Ⅰ５０１・Ⅰ５０３～Ⅰ５０５は内面に離れ砂が

付着し，Ⅰ５０４・Ⅰ５０５は口縁端部に煤がつく。Ⅰ５０９～Ⅰ５１３は，見込みに圏線をもつ。Ⅰ

５１０は内面に広く煤が付着する。Ⅰ５１４・Ⅰ５１５は焼塩壺の蓋と身。Ⅰ５１４は底面に布目痕を
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図２３　近世の遺構　縮尺１�４００
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図２４　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ５０１～Ⅰ５１９土師器，Ⅰ５２０～Ⅰ５５６陶器）



もつ。Ⅰ５１５は，筒状の形態を呈し底部が剥落している。Ⅰ５１６は小型焜炉。外部上半に

は， 魚  子 状の地に花文スタンプを押捺し，下半は鎬状に作り出す。外部と内部を別々に型
なな こ

作りし，接合している。Ⅰ５１７～Ⅰ５１９は五徳。いずれも灰白色を呈し，Ⅰ５１７は「清和堂」

の刻印をもつ。京都・深草の製品である。

　Ⅰ５２０～Ⅰ７０１は陶器をまとめた。とくに産地について記述しない限り，京・信楽系の製

品とみられる。

　Ⅰ５２０～Ⅰ５３８は灰釉を施す灯明皿。口径が６～７�のⅠ５２０～Ⅰ５３３，８�のⅠ５３４，１０

�前後のⅠ５３５～Ⅰ５３７，１２�のⅠ５３８がある。Ⅰ５３５は底面に墨書をもつ。Ⅰ５３９～Ⅰ５５２は

灯明受皿。口径６．５～７�のⅠ５３９～Ⅰ５４３，９�前後のⅠ５４４・Ⅰ５４５，１０�前後のⅠ５４６～Ⅰ

５４８，１１�前後のⅠ５４９・Ⅰ５５０，１２�前後のⅠ５５１・Ⅰ５５２がある。Ⅰ５５２が内面に鉄釉を施し，

瀬戸・美濃系と考えられるほかは，灰釉を施す京・信楽系である。

　Ⅰ５５３～Ⅰ５５７は皿。Ⅰ５５３は高台畳付を除いて白化粧を施し，見込みに呉須で楼閣文を

描いている。底裏に「道八」の銘をもつ。「道八」銘は，これ以外にⅠ６４５・Ⅰ７０４・Ⅰ７２１・

Ⅰ７３２にも見られる。京都の陶工，高橋道八の手になるものである。Ⅰ５５４は見込みに菊花

のスタンプ文をもつ瀬戸・美濃系の皿。Ⅰ５５５は内面から口縁部まで白化粧し，見込みに呉

須で「野々宮」の文字を書く。Ⅰ５５６は高台周りを除いて透明釉を施釉する。見込みに，「花

都」で始まる和歌を綴ったと思われる文字が見える。Ⅰ５５７は外型成形で内面に布目痕をも

ち，外面に指押さえの痕跡が残る。底部外面は轆轤上で碁笥底に仕上げている。轆轤の回

転方向は時計回りである。緑釉と鉄釉を用いて織部風の文様を施す。Ⅰ５５８は，内面に緑

釉，外面に透明釉を施す行灯皿だが，火熱を受けて変色している。口径１８�前後。高台脇

に「自樂」の印銘をもつ。京都系とみられるが，刻印については不詳。

　Ⅰ５５９～Ⅰ５７９は椀の類。Ⅰ５５９～Ⅰ５６２は透明釉を施す無文の平椀。Ⅰ５６３は高台畳付を

除いて透明釉を施し，見込みに鉄釉と呉須で１６弁の菊花文を描いている。口縁部からやや

下がった位置に稜をもつ。丁寧な作りで胎土も精良なので，特注品の可能性がある。Ⅰ

５６４は瀬戸・美濃系の陶胎染付。口縁部端反となる。Ⅰ５６５は全面に白釉を掛け，高台畳付

のみ掻き取っている。見込みに１０個の目跡をもつ。産地不明。Ⅰ５６６は黒釉を施す丸椀。

Ⅰ５６７は透明釉を施す端反椀。火熱を受けたためか，一部変色する。Ⅰ５６８は高台周りを除

いて灰釉を施す。Ⅰ５６９は胴下部から底部を除いて，透明釉を施釉する。Ⅰ５７０は奈良・赤

膚焼で，内面に白泥を刷毛塗りする。高台脇に，「赤ハタ」の瓢箪形刻印をもつ。Ⅰ５７２は

内外面に白泥を刷毛塗りする。底裏に墨書がみられるが，釈読できない。肥前系か。Ⅰ
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図２５　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ５５７～Ⅰ５８８陶器）



５７１は高台周りを除いて内外面とも白化粧し，呉須で文様を描く。Ⅰ５７３～Ⅰ５７８は口径６

�前後，高さ４～５�の煎茶椀。高台はいずれも切高台である。Ⅰ５７３～Ⅰ５７６は，透明釉

を施し銹絵による文様をもつ。Ⅰ５７３・Ⅰ５７５・Ⅰ５７６は鶴を描いている。Ⅰ５７７・Ⅰ５７８は，

外面に玉釉を施す。Ⅰ５７９は志戸呂焼の小椀。底裏に「志戸呂」の印銘をもつ。

　Ⅰ５８０～Ⅰ５８８は鉢の類。Ⅰ５８０は口径９．８�をはかる小鉢。見込みに，五徳・団扇・茶

筅・棗？などの道具類を描いている。削り出し高台で，轆轤の回転方向は時計回りである。

Ⅰ５８１・Ⅰ５８２は高台周りを除いて銅緑釉を施し法量も似るが，Ⅰ５８２は口縁部を一部輪花状

に作っている。Ⅰ５８３は胴上部から内面にかけて白化粧し，呉須で文様を描く。Ⅰ５８４～Ⅰ

５８６は飴釉を基調に，口縁部に一部白釉を掛け分けている。Ⅰ５８７は切高台で，胴上部から

内面にかけて黒釉を施している。高台脇に「赤ハタ」の瓢箪形刻印をもつ。Ⅰ５８８は底裏

と高台畳付を除いて透明釉を施し，見込みに銹絵文様をもつ。

　Ⅰ５８９～Ⅰ６００は蓋物の蓋（Ⅰ５８９～Ⅰ５９７）と身（Ⅰ５９８～Ⅰ６００）。いずれも灰釉を施す。

Ⅰ６０１～Ⅰ６１４は土鍋や行平鍋の蓋（Ⅰ６０１～Ⅰ６０７）と身（Ⅰ６０８～Ⅰ６１４）。Ⅰ６０１～Ⅰ６０５

は鉄醤を施して白泥をいっちん描きする。Ⅰ６０６は透明釉を施す。Ⅰ６０７は銹絵で１６弁の菊

花文をあしらい，透明釉を施す。Ⅰ６１２・Ⅰ６１６は口縁端部が鍔状に肥厚する鉄醤を施した

土鍋。Ⅰ６１２のように，２つの小孔をもつ突起が１対口縁部につくものと思われる。内面

の鉄釉を蛇の目状に施すことで，重ね焼きできるように作られている。尾張藩邸関連資料

である本部構内ＡＵ２５区〔伊藤・梶原２００７　p.１６５〕に類例があるものの，京近郊では類例

のほとんどみない産地不明資料である。

　Ⅰ６１５は鉄釉を施す。口縁部が内折し，口のついた痕跡が残る。燗鍋の類とみられる。

Ⅰ６１７は火入れか。鉄絵で文様を描き，透明釉を施釉している。

　Ⅰ６１８～Ⅰ６４５は蓋の類（Ⅰ６１８～Ⅰ６３８）。Ⅰ６１８は灰釉を施す水差しの蓋。Ⅰ６１９～Ⅰ６３１・

Ⅰ６３３～Ⅰ６４０は急須ないしは土瓶の蓋。Ⅰ６１９は藻掛け火襷文をもつ常滑焼。Ⅰ６２０は把手

が剥落する。外面の一部を白化粧し銹絵を施す。Ⅰ６２１・Ⅰ６２２・Ⅰ６２４は透明釉を施し，把

手が亀形を呈する。Ⅰ６２７は布目痕を残す型作り成形で，上面のみ白化粧したのち呉須で

文様を描き，透明釉を掛けている。　Ⅰ６２８～Ⅰ６３０も布目痕を残す型作りで，無釉焼締焼成

である。Ⅰ６３１も型作りで，文様の一部を除き，無釉とする。Ⅰ６３３・Ⅰ６３６・Ⅰ６３８は外面

に透明釉を施釉後，白泥を用いていっちん描きする。Ⅰ６３７は外面白化粧のち呉須で文様

を描く。Ⅰ６３９は茶と白泥を用いて文様を描き，透明釉を施す。

　Ⅰ６４１～Ⅰ６４５は急須ないしは土瓶の身。Ⅰ６４１は白化粧地に呉須で文様を描き，透明釉
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近世・近代の遺跡

図２６　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ５８９～Ⅰ６１７陶器）
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図２７　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ６１８～Ⅰ６４５陶器）
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近世・近代の遺跡

図２８　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ６４６～Ⅰ６８０陶器）



を施すが，焼成不良である。Ⅰ６４２は藻掛け火襷文をもつ常滑焼で，法量からみてⅠ６１９と

組み合う可能性が高い。Ⅰ６４３・Ⅰ６４４は無釉焼締焼成で，外面にⅠ６４３は梨地痕，Ⅰ６４４は布

目痕を残す型作りである。Ⅰ６４５は胴部に「道八」の銘をもつ。

　Ⅰ６４６～Ⅰ６５９は仏餉具の類。Ⅰ６４６～Ⅰ６４９は灰釉を施す。水玉の蓋であろう。Ⅰ６５０～

Ⅰ６５５は銅緑釉を施しており，Ⅰ６５０～Ⅰ６５２は瓶子形，Ⅰ６５３～Ⅰ６５５は徳利形を呈する。器

高８．５～９．５�，最大径４�前後。神前・仏前で御神酒徳利などとして用いられたものであ

ろう。Ⅰ６５６～Ⅰ６５８は仏飯。Ⅰ６５６は鉄釉，Ⅰ６５７は黒色釉，Ⅰ６５８は青色釉を施しており，

Ⅰ６５６・Ⅰ６５７は見込みに目跡を３個もつ。Ⅰ６５９は器高１４．２�，最大径１１．６�をはかる瓶

子。全面に鉄釉を施し，高台畳付のみ，かき取っている。底裏に環状の刻印（窯印）があ

る。

　Ⅰ６６０～Ⅰ６７３は瓶・徳利の類。徳利形で透明釉を施すⅠ６６０・Ⅰ６６１，口縁外側端部を肥

厚させ灰釉を施すⅠ６６３・Ⅰ６６４，口縁部が上下に拡張し，鉄釉を施すⅠ６６２，口縁部が玉縁

状に肥厚し鉄釉を掛けるⅠ６６５～Ⅰ６６８，瓢箪形を呈するⅠ６６９など各種形態がある。Ⅰ６６０

は銹絵の一部が残存している。Ⅰ６６２～Ⅰ６６４は瀬戸・美濃系か。Ⅰ６６９は外面白化粧のの

ち，鉄絵で詩文を記している。Ⅰ６７４・Ⅰ６７５は備前焼の広口小壺。Ⅰ６７６は外面無釉，内面

鉄釉を施した無頸壺形。内面は撫で調整，外面は口辺部のみ撫で調整し，胴部以下底部直

上まで回転ヘラ削りで仕上げている。轆轤の回転方向は反時計回りである。外面から底部

にかけて「□壺」ほか墨書が多く見られるが，釈読できない。Ⅰ６７７は，器体を二重に作

る。白と茶を用いて外面に文様を描き，内外面に透明釉を施釉する。Ⅰ６７８は無釉焼締の

植木鉢。Ⅰ６７９は，黒褐色の胎土で，内外面に白化粧を施したのち呉須で文様を描いてい

る。Ⅰ６８０は鉄釉を掛ける甕。

　Ⅰ６８１・Ⅰ６８２は灰釉を施す台付の灯明受皿。Ⅰ６８３は鉄釉を施す秉燭。Ⅰ６８４は，筒形の

器形で上部を欠失する。側面に幅２．７�，高さ３�以上の長方形の窓があく。底部は，回転

糸切り調整。底面を除いて，飴釉を施している。Ⅰ６８５～Ⅰ６８７は黒釉を施す線香筒。Ⅰ

６８８は内外面，黄釉を施した型押成形の皿。見込みに雲形文と龍文の一部が残っている。

淡路の�平焼であろう。Ⅰ６８９は水滴。Ⅰ６９０は灰釉を施す鬢水入れ。底面に布目痕を残す。

　Ⅰ６９１～Ⅰ６９５は軟質陶器を一括した。Ⅰ６９１は内外面とも丁寧に磨いている皿。Ⅰ６９２は

回転台成形の皿で，内外面に施釉する。Ⅰ６９３は圏線をもつ手づくねの小皿の見込みに，鉄

絵で宝珠文を描き，内外面に施釉する。Ⅰ６９４は，ミニチュアの杯で，内外面に赤色顔料を

塗彩する。Ⅰ６９５はミニチュアの焜炉。外面に緑釉を施す。
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近世・近代の遺跡

図２９　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ６８１～Ⅰ７０１陶器）



　Ⅰ６９６～Ⅰ６９９は火鉢。Ⅰ６９６・Ⅰ６９７・Ⅰ６９９は信楽系の火鉢で，底部内面に貫通しない小

孔を３個もつ。Ⅰ６９６は黒釉を施し，Ⅰ６９７は透明釉に青釉を流し掛け，Ⅰ６９９は飴釉に口縁

部のみ白釉を掛け分けている。Ⅰ６９８は瀬戸・美濃系の火鉢で，底部が外へはり出す。高台

側面に雷文が施され，緑釉が掛けられている。Ⅰ７００・Ⅰ７０１はすり鉢。Ⅰ７００は堺・明石系。

Ⅰ７０１は鉄釉を施している。

　Ⅰ７０２～Ⅰ８８３は磁器をまとめた。産地同定を経てはいないが，胎土の肉眼観察などから

判断すると，量的には瀬戸・美濃系が主体で，肥前系が従となるようである。また在銘資

料から，京都系（関西系），九谷系も存在することがわかる。

　Ⅰ７０２～Ⅰ７９６は染付の盃・椀の類。口径・器高の小さいものから大きなものへと配列し

た。口径６～７�前後，器高４�未満のⅠ７０２～Ⅰ７１２は酒杯，口径６～７�で器高が４～

５�前後のⅠ７１３～Ⅰ７３６は煎茶椀が主な用途であろう。それ以外の椀には，口径が８�前

後のものから１０～１１�前後，１２�前後のものまで，各種法量がみとめられるが，口縁部が端

反りとなる形態が主体を占め，Ⅰ７８８～Ⅰ７９１のような筒形の椀は少ない。Ⅰ７９５・Ⅰ７９６は

口縁端部を釉剥ぎしており，蓋がつく。Ⅰ７１７・Ⅰ７９５には焼継が見られる。Ⅰ７９０はいわゆ

る青磁染付である。Ⅰ７９２は口縁部を小波状に作っている。

　Ⅰ７０４・Ⅰ７３２は底裏，Ⅰ７２１は高台脇に「道八」の銘をもつ。底裏銘には「道八」以外

に，「与三造」（Ⅰ７１３），「齋亭」（Ⅰ７１８），「清玩」（Ⅰ７２２），「香齋精製」（Ⅰ７２６），「松風」（Ⅰ

７３３），「玩品」（Ⅰ７３５）などが認められる。「与三造」は江戸後期の京都の陶工・水越与三兵

衛が用いた銘で，３代続き１８６０年に廃絶している。「香齋精製」の香齋も幕末の京都の陶工

である。「松風」は，高橋道八が松風とも号していることから，道八の手によるものの可能

性もある。以上から判断して，「齋亭」など不詳銘も含めて，これらの銘をもつ煎茶椀は，京

都系と判断する。

　Ⅰ７９７～Ⅰ８２１は，上絵磁器の盃・椀の類を一括した。Ⅰ７９７は金泥，Ⅰ７９８・Ⅰ８０２は金泥

と呉須，Ⅰ７９９～Ⅰ８０１・Ⅰ８０６は瑠璃釉を用いて上絵付けし，それ以外は，赤を基調に，

緑・青・茶・黄・金などの色釉を用いている。Ⅰ８０４・Ⅰ８２０は釉下に染付をもつ色絵染付

である。Ⅰ８０７・Ⅰ８１３は底裏に「九谷」の銘をもつ。Ⅰ８１３・Ⅰ８２０には焼継がみられ，Ⅰ

８１３は白玉粉末を用いて，底裏に識別マークかと思われる記号を施している。Ⅰ８２１はいわ

ゆる暦茶碗で，焼継した箇所で破損している。口縁部片１�４前後しか残存していないが，

金・赤・茶を用いて，「天保」，「せつふん」，「正月三□」，「あきの方　歳徳　さるとりの間」，

「二月十七□」などの文字を記している。「あきの方」および「歳徳」は，歳徳神の宿る恵
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近世・近代の遺跡

図３０　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ７０２～Ⅰ７５１磁器）
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図３１　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ７５２～Ⅰ７８７磁器）
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近世・近代の遺跡

図３２　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ７８８～Ⅰ８３１磁器）



４６

京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

図３３　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ８３２～Ⅰ８４８磁器）
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図３４　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ８４９～Ⅰ８６９磁器）



方のことであり，「さるとりの間」は西南西の方角である。その年の縁起のよい方角を示し

た湯飲み茶椀である。

　Ⅰ８２２～Ⅰ８３１は白磁の盃・椀の類。Ⅰ８２２～Ⅰ８２４は，胴部中央に凸線をもつが，このう

ちⅠ８２３・Ⅰ８２４は見込みに上絵を施しているⅠ８０１と法量・器形が同一である。Ⅰ８２９は口銹

を施しており，焼継がみられる。Ⅰ８３１は見込みに型打ちによる文様をもつ。

　Ⅰ８３２～Ⅰ８３８・Ⅰ８４０は染付の皿。Ⅰ８３４・Ⅰ８３５は型打ち成形で，見込みに文様をもつ。

Ⅰ８３５は見込み外周に十二支を配しており，「巳・午・未・申」が残存する。見込み中央に

は方位を表現したとみえ，「南・西」が残存しており，時刻と方位を表現している。Ⅰ８３７

は底部を蛇の目釉剥ぎしている。Ⅰ８４０は口径２３�，蛸唐草文を施している。焼継してい

る。底裏に「太明成化年製」の銘をもつ。Ⅰ８３９・Ⅰ８４３は色絵の皿。Ⅰ８４３は，赤・緑・

青・茶を用いて花鳥を繊細に描いている。底部は蛇の目釉剥ぎしている。Ⅰ８４１・Ⅰ８４２は瑠

璃釉で上絵付けを施している皿。Ⅰ８４４～Ⅰ８４８は白磁の皿。いずれも，型打ち成形で見込

みに文様をもっている。

　Ⅰ８４９～Ⅰ８５４は染付の鉢の類。Ⅰ８４９は底裏に「太明（成）化年（製）」の銘をもつ。Ⅰ

８５０は焼継箇所で，破損している。Ⅰ８５３も焼継している。Ⅰ８５５は白磁の蓋。Ⅰ８５６～Ⅰ

８６５は染付の蓋。Ⅰ８６６～Ⅰ８６９は色絵の蓋。Ⅰ８６８は法量，文様構成などからみて，Ⅰ８１９と

セットになろう。Ⅰ８６９は口縁部が受口状を呈する。焼継の箇所で破損している。

　Ⅰ８７０・Ⅰ８７１は染付の急須。Ⅰ８７２・Ⅰ８７３も染付で，いずれも筒状の形態である。Ⅰ８７２
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図３５　ＳＸ１出土遺物�（Ⅰ８７０～Ⅰ８８３磁器）
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は口縁部内面に蓋受けをもち，内面にも施釉している。Ⅰ８７３は内面無釉である。筆筒で

あろうか。Ⅰ８７４白磁製の乳棒。Ⅰ８７５は段重。染付の地に，赤・青・茶・緑を用いて色絵

を施す。Ⅰ８７６は色絵の壺。赤で花文を描くが，剥落が著しい。Ⅰ８７７は染付。口縁部がく

字形に強く外反する。Ⅰ８７８は染付のレンゲ。Ⅰ８７９～Ⅰ８８２は染付の仏飯。Ⅰ８８３は赤で上

絵付けした仏飯。

　ＳＸ１から出土した遺物には，青磁染付の椀など１９世紀前葉以前にさかのぼるかと見ら

れる遺物も少量含んでいるものの，大半の遺物は幕末・明治初年に位置づけられる。

　６　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にいたるまでの遺構・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。

　縄文時代の地形環境　　縄文時代の堆積物は，第４層（黄色シルト），第５層（茶褐色

砂礫）であり，また調査区東半では黄色シルトをきって堆積する白色粗砂を確認した。茶

褐色砂礫は高野川系流路，白色粗砂は白川系流路による堆積物であり，過去の調査でも指

摘されていたように，この地一帯は先史時代には洪水や小河川の流入にさらされる不安定

な状況にあったことを改めて確認した。

　高野川系流路によって運ばれた茶褐色砂礫は，この地一帯の基盤をなす堆積物である。

遺物が出土していないため，その堆積年代は不明とせざるを得ないが，その上位に堆積す

る黄色シルトからは，１点ではあるものの縄文前期後葉の北白川下層Ⅲ式土器が出土し，

堆積年代を知る手がかりを得ることができた。

　黄色シルトは，医学部構内から病院構内の東半一帯にかけて南北ベルト状に分布してお

り，高野川系流路の後背湿地によって形成された凹地に埋積した堆積物と考えられている

〔清水１９９１〕。本調査区から南へ１５０�離れた２４９地点では，凹地内に堆積したシルトから，

縄文前期後葉の北白川下層Ⅲ式と中期末の北白川Ｃ式が上下の関係を保って出土した〔五

十川２０００〕。一方，南へ３５０�離れた１５４地点に堆積していた黄色シルトにたいする火山ガ

ラスの分析では，シルト最上部からアカホヤ火山灰が大量に検出されたことから，その年

代を縄文前期初頭と推定している〔竹村・壇原１９８８〕。本調査区でみつかった縄文前期後

葉の土器の情報も総合すれば，縄文前期から中期にかけて滞水域が形成されるような比較

的安定した状況が生み出されて，シルトの堆積が進行したと理解したい。
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　一方，黄色シルトをきって堆積している白色粗砂からは，縄文後期前葉の北白川上層式

２期に比定できる土器が出土しており，その埋積時期を知ることができる。白色粗砂・砂

礫を埋土とする白川系流路は，より南方の病院構内の東半一帯でも確認されており〔千葉

１９９１，千葉ほか２００７〕，そこでも北白川上層式２期前後の土器を多く含んでいる。この時期

に白川系流路の奔走があったことがわかる。なお流路内から出土した土器は，遺存状況が

おおむね良好であることから，東ないしは北東の比較的近い地点に，活動の中心地を予想

することができるであろう。

　古代・中世の遺跡　　古代の遺構は，ＳＫ２１とした１１世紀代の土坑１基のみである。こ

の時期に，この地に対する働きかけがあったことが知られるが，周辺地域の調査でもこの

時期の活動痕跡は希薄であり，活発な活動がおこなわれるようになるのは１２世紀後葉以降

のことである。

　中世の遺構・遺物については，１期（１２世紀後葉～１３世紀），２期（１４世紀），３期（１５

世紀以降）に大別して解説したが，遺構の密度が高く，また遺物の出土量が多かったのは

１期であり，時代が下るにつれて活動痕跡が希薄になってゆく傾向がとらえられた。

　１期の遺構には，井戸，道路，土坑，集石，土取穴などがある。調査区西半に遺構が集

中するが，土取穴と見られる土坑（ＳＫ４，ＳＫ１３）は，北辺の道路ＳＦ１沿いや調査区

南東隅の離れた位置で見つかっている。土地利用の違いを示すものであろう。

　１期は前半（１２世紀後葉）と後半（１３世紀）に細別したが，前半に属する確実な遺構は，

２基の井戸のみであり，多くは後半の遺構であった。南北道路ＳＦ２は，１２世紀後葉の井

戸ＳＥ７・ＳＥ８を覆って設けられ，１３世紀前葉の井戸ＳＥ１・ＳＥ６にきられているこ

とから，その利用期間が１２世紀末１３世紀初頭ごろの短期間利用された道路であったと考え

たい。北端は，白川道に接続していたと推定でき，南側は調査区外へと続いていた。白川

道から南へ下る道として設置されたと考える。それが邸宅内部の道路として機能したの

か，あるいは土地境界的な意味をもっていたのか，周辺の調査地点では相当する遺構は今

のところ，見つかっておらず，性格の解明は今後の課題としておきたい。

　２期（１４世紀）のおもな遺構としては，井戸および土坑墓，白川道などがみられるが，

１期と比較して遺構数は減少し，１期の遺構が集中する調査区西半にはほとんど分布しな

くなる。そして３期（１５世紀以降）になると，遺構は著しく希薄となり，調査区南西隅で

土取穴２基を確認するだけとなってしまうのである。

　中世１期すなわち１２世紀後葉から１３世紀にかけて活動のピークがあって，１４世紀以降は
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急激に衰退してしまうという状況は，南に隣接する７４地点や白川道に沿った本部構内の各

調査地点とも共通しており，同様の性格をもった一連の遺跡のひろがりとして理解するこ

とができるのかもしれない。１２世紀中葉以降，吉田の地域には，吉田氏をはじめとして貴

族の邸宅や堂舎が次々と造営されたこと，また南北朝期の動乱を経て，その多くが退転し

ていったことなどが文献から明らかにされている〔吉江２００６〕。文献からうかがえる動向と

調査成果はおおむね一致しており，今後，両者を総合的に検討してゆくことで，豊かな歴

史像を結ぶことができるであろう。

　中世・近世白川道　　白川道は，京の荒神口から北白川，山中越えを経て近江坂本へ至

る街道の一部にあたる。古代・中世には著名な街道として文献に登場し，近世においても

京都と近江を結ぶ主要街道の一つとして利用された。京都大学本部構内でその一部が断ち

切られているものの，現在も京都と滋賀を結ぶ要路として機能している道である。

　今回，調査区北辺で検出した道路ＳＦ１は，その位置とはしっている方向から判断して，

中世白川道と理解してよい。広く攪乱されており，また，調査区の端で見つかったことか

ら，面的な広がりをもってとらえることはできなかったが，比較的残りのよい箇所での断

面観察から，１３世紀代には調査区内の北辺をとおり，１４世紀以降，路面の大部分が調査区

外の北側（現在機能している道路下）へ移動したことが観察できた。

　また，近世においては路面を検出することはなかったが，白川道の南側に沿って作られ

たと考えられる野壺，土取穴を検出したことから，白川道はその北側，すなわち現在機能

している道路にほぼ重なりあっていると推定できた。

　京都大学構内では，本調査区を含めて１０地点で，中世あるいは近世白川道に関する遺構

を検出している（図３６）。その多くは本部構内に含まれるが，それ以外の地点が本調査区お

よび本調査区とは道路を挟んだ北側に隣接する１９０地点である。１９０地点では，調査区南端

で，近世の路面とそれにともなう側溝を検出し，中世段階では北側を画するとみられる側

溝を見つけている。この溝は１３世紀の石組遺構をきっていることから，１４世紀以降と想定

でき，今回の調査で発見した道路ＳＦ１の新段階に対応するものであろう。１３世紀代の道

路関連遺構が見られないことも，今回の調査成果と整合的である。

　ただし，今回の調査で検出した南側側溝と１９０地点の北側側溝がかりに同時に機能して

いたと想定すると，そのあいだの幅１３�前後が路面に相当することになる。１６８地点，２９６地

点で見つかっている中世の道路幅がいずれも５�弱であることからすると，２倍以上であ

り，広すぎるようにも思える。道路の修復にともなって路面が南北方向に移動する現象

小　　　　結



は，２７７地点や２９６地点で確認されているし，路面を面的な広がりの中でとらえられていな

いので，この点については今後の調査課題としておきたい。

　近世の遺跡　　中世後期に活動の痕跡が著しく希薄となって以降，ふたたび活発な活動

が見られるようになるのは，近世後半になってのことである。この時期の遺構としては，

白川道関連で言及した野壺，土取穴のほか，小柱穴，小溝である。土取穴を除き，いずれ

も耕作に関連する施設であり，大学用地として買収されるまで，都市近郊農村の畑地とし

て利用されたことを物語っている。

　なお，現地調査と整理作業は，千葉豊と梶原義実が担当し，下坂澄子・曽根茂・坂田千

尋・戸根比呂子・井上美輪・所梓・服部愛が，測量や出土資料の実測・復元などをおこ

なった。また，近世志戸呂焼について，柴垣勇夫氏（愛知淑徳大学）から有益なご教示を

賜った。末尾ながら，記して感謝申し上げます。
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図３６　白川道と関連調査地点
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第３章　京都大学北部構内ＢＦ３２区の発掘調査

冨井　眞　

　１　調査の概要

　調査地点は，京都大学北部構内のほぼ中央，北白川扇状地の末端近くに位置する（図版

１－２９９）。ここに総合研究棟の新営が計画されたため，発掘調査を２００３年３月２１日～９月

１０日に実施した。調査面積は１９００�である。

　北白川追分町遺跡に含まれる本調査区の周辺では，縄文時代を中心に様々な成果があ

がっているが，特筆すべきとしては，縄文時代については，中期末の住居跡２基が南方の

１２３地点で確認されているほか，そのすぐ南の１２・１３地点や本調査区の西隣の１３５地点では

中期後半から中期末にかけての大量の遺物が回収されている。さらには，晩期では，貯蔵

穴が西方の２２９地点で，埋没林が同じく西方の５６・１３５・２２９地点で，それぞれ確認されて

いる。弥生時代以降については，２２９地点で弥生中期の方形周溝墓が，東方の２２１地点では

平安時代の邸宅関連遺構や鎌倉時代の砂取穴群が，それぞれ検出されている。

　発掘調査の結果，近世の鋤溝群，室町時代の砂取穴，縄文時代中期末の建物跡や焼土や

土坑，縄文時代前期以前の旧地表面などを検出した。遺物は，縄文時代から近代におよび，

整理箱４６箱を数える。

　２　層　　　位

　調査前に一帯は果樹園だったこと，調査区北辺以外は，シルト～粗砂からなる縄文時代

中期後半以前の洪水堆積層が表土直下の現地表下５０�ほどで確認されること，西南および

東南は先行建物により攪乱が及んでいたこと，これらによって歴史時代の人間活動の痕跡

の確認は限られている。調査区内での土層の残存状態は一様ではないので，数カ所で断面

観察をおこなった（図３７～４０）。洪水砂層より上位の層については，北壁西辺の層位を基本

層序とすると（図３７），表土（第１層），淡灰褐色土（第２層），灰褐色土（第３層），茶褐

色土（第４層），硬質茶褐色土（第５層）となる。第５層は，第４層よりも赤味が強くて

著しく硬く，床土のようである。そして下部には，同様の硬さで黒みがかる部分もある。

第２層は近代初期，第３層は近世，第４・５層は中世後半の地層である。このほかに，洪

水砂層に掘り込んだ遺構埋土などのかたちで部分的に認められる地層としては，黒褐色土
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図３７　北壁の層位　縮尺１�１００
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（南北畔第５層：図３９），明茶褐色の砂質土ないしシルト質土（西壁第７層：図３８，南北

畔第６層：図３９）があり，黒褐色土は古代の遺物，明茶褐色砂質土は縄文時代中期後半以

降の遺物を，それぞれ包含している。

　近世の遺物包含層は北西隅に，中世の遺物包含層は北辺西半に，それぞれ分布するが，

そのほかの地点では明確に時代を区分できるこれらの包含層を確認できず，表土除去後に

第８層の洪水砂層に達して，この第８層上面に様々な埋土の遺構が確認される状況となっ

ている。洪水砂層は，南半では，シルト質のためか，土壌化している部分が目立つ。そし

て，東辺と西辺中央ではかなり厚いが，北辺中央付近や西北辺には調査区南半と同様に，

暗黒褐色砂質土や黄色がかった粘質土が残存する。南壁際では，この洪水砂層を切るよう

にそれよりも新しい堆積の黄褐色や黄白色の砂層（南壁第５～７層：図４０）が堆積してい

る。弥生前期末の土石流堆積である黄色砂の可能性はある。

　北壁第８層・西壁第８層・南北畔第９層となる洪水砂層より下位には，調査区南半を中

心にして，主に，黄褐色砂，暗黒褐色砂質土Ⅰ，黄灰色粗砂，暗黒褐色砂質土Ⅱ，黄白色

粘質土，白色～黄灰色の粗砂などが確認できる（図３８～４０）。安定した環境下で土壌化の発

達した２枚の暗黒褐色砂質土は，いずれもラミナの認められない黄色みがかった砂層に覆

われている。遺物は，暗黒褐色砂質土Ⅰから，�片の可能性のある凝灰岩と思われる微細

石片が１点出土したにとどまり，地層の年代を限定することはできない。ただし，土壌サ

ンプルのテフラ抽出分析をおこなった京都フィッショントラック社によれば，明茶褐色砂

質土ではアカホヤ火山灰が認められるのに対して，暗黒褐色砂質土Ⅰの直上の砂層および

それ以下ではアカホヤ火山灰が認められない。したがって，２枚の暗黒褐色砂質土および

それを覆った砂層は，いずれも縄文時代前期よりも古いといえる。

図３７つづき

層　　　　位
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図３８　西壁の層位　縮尺１�１００



５７

図３９　南北畔の層位　縮尺１�１００

層　　　　位



　３　遺　　　構

　� 先史時代の遺構（図版９～１２，図４１～４５）

　ＳＨ１は，調査区西北辺から中央にかけて確認できた，２列×６列（以上）の柱穴列（図

版９－２・１１－１，図４１・４２）。掘削時にはわからなかったが，直径１�前後で深さが確認

面より５０�以上あるものを抽出したことによって，柱穴列の存在を推定した。これらの柱

穴を内包するような掘り込みは確認できていない。本調査区は調査直前まで果樹園だった

ことを考えると，植樹用の掘り込みの可能性も否定できないが，これらの柱穴は縄文時代

中期末までの遺物しか包含しないので，縄文時代の建物跡と考えたい。

　ＳＸ３は，調査区中央南辺の焼土で，このＳＸ３を中心に半径３�ほどに土坑群がみら
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図４０　南壁の層位　縮尺１�１００
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遺　　　　構

図４１　洪水層上面の遺構　縮尺１�５００

図４２　ＳＨ１　縮尺１�２５０



れる（図版１１－２，図４１・４３）。ＳＸ３とその周辺の土坑群の分布する一帯では，遺構確

認面の直上に遺物がややまとまって出土していた点を考慮すれば，これらが住居を構成し

ていた可能性もあるが，床面硬化や壁体は認められなかった。縄文時代中期末である。

　ＳＸ４は，西壁際で検出した縄文中期末の土器溜まり（図版１１－３，図４３）。ＳＸ２も，

西北辺で検出した縄文中期末の遺物溜まりで，拳～人頭大の礫も多く出土した。

　縄文時代の土坑を２０基以上確認しているが，いずれも中期後半～中期末のもので，比較

的まとまった量の遺物が出土したものもある。ＳＫ４は，調査区中央南辺で検出した土坑

で，近世の撹乱を受けているけれども縄文時代に形成されており，中期後半の土器を包含

する。ＳＫ８は，調査区西北辺で検出した中期末の土器片を多量に含む土坑である（図版

１１－４）。ＳＫ１５は，調査区東辺で検出した土坑で（図版１１－５），３基の土坑が切り合っ

ていたと思われるが，出土遺物は，中期末の細片を１点含むほかはすべて中期後半に帰属

する。調査区東辺で検出したＳＫ１６は，中期後半から中期末の土坑。ＳＫ３５は，中央付近

で検出した中期末の土器片を多量に含む土坑（図版１１－６）。

　このほか，１辺１０�以上の方形になると思われる幅約５０�の溝を南辺中央に確認した。

ＳＸ３を囲むような位置関係にあるが，埋土が，本調査区内の縄文時代の土坑に一般的な
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図４３　ＳＸ３・ＳＸ４　縮尺１�２０
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明茶褐色土とは異なって暗褐色を呈する。約１００�西方に位置する２２９地点では同様の規模

の溝をもった方形周溝墓が確認されていることから，その可能性が考えられたものの，遺

物は縄文土器片が数点出土したのみである。弥生時代～古代の溝であろう。

　また，遺構は確認できなかったが，洪水砂層（北壁第８層など）の下位から，別のそれ

以前の洪水層を挟むように，縄文前期以前の西下がりの旧地表面を２面確認した。暗黒褐

色砂質土Ⅰと暗黒褐色砂質土Ⅱである（図版１０，図４４・４５）。どちらの面も，洪水砂層を

堆積させた白川系の水流の側方浸食によって，北側が著しくえぐられている（図版１２－１・

２）。これらの地表面の年代は，前節で触れたように，縄文時代前期より古いということ以

上には特定できない。西下がりの傾斜は，下位の暗黒褐色砂質土Ⅱの方が緩い。

　� 歴史時代の遺構（図版９・１２，図４１・４６・４７）

　古代の明確な遺構は，調査区北辺中央に位置する，洪水砂層に掘り込んだ１１世紀頃の溝

ＳＤ２２のみで，黒褐色土を埋土とする。北側の肩を中世の砂取穴に削平されている。

　中世の遺構　　北辺では，中世後半期の西へ向けて下がる段差を確認したが，その下位

には，粒径が１～５�ほどの白色砂を採取対象としている大規模な砂取穴群が，東西方向

遺　　　　構

図44　暗黒褐色砂質土Ⅰ上面　縮尺1/500



へと広がっていた（図版９－１）。砂取穴は，深いものは掘り込み確認面から３�の深さに

および，また出土遺物のもっとも新しいものは１４世紀に帰属する。対象となった洪水砂層

の分布は調査区一帯に広がるものの，採取用に大規模に掘削されたのは，北辺に偏ってい

る。この砂取穴群は，北壁の断面観察によって（図３７），およそ西から東へと掘削が進ん

だこと，すなわち，緩やかに西に下がる傾斜にあって低い方から高い方へと採取活動が展

開したことがわかるが，発掘中には平面的にこの傾向を把握することはできなかった。砂

取穴の埋土は，土壌と土壌化していないシルトや砂が，ときおりサンドイッチ状になりな

がらも全体的に不規則に分布しているが，埋土最上位ないしは埋土直上には，かなり硬く

なった茶褐色土が広がる。なお，埋土から出土した遺物の中でも量が多いのはむしろ縄文

土器であることと，埋土の中には褐色土のブロックもしばしば含まれることから，調査区

北辺にはかつて縄文時代の包含層が安定的に展開していたと思われる。

　このほか，調査区南辺中央壁際で深さ２�ほどの円形土坑ＳＫ１と深さ１�ほどで不定

形の土坑ＳＫ２を，西辺中央壁際でも深さ２�ほどの不定形土坑を，それぞれ部分的に確

認している。木桶や石組なども確認できないことから井戸とは思えず，遺物のまとまった
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図４５　暗黒褐色砂質土Ⅱ上面　縮尺１�５００
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出土もないことから，これらも砂取穴と判断する。いずれも１４世紀頃である。

　近世・近代の遺構　　京都大学がこの地を買収する大正１０年頃までの遺構については，

調査区北辺に東西方向にはしる溝ＳＤ１を検出した（図版１２－３，図４６）。少なくとも４度

の掘り返しをしていると思われ（図３８），古代から近代に至るまでの遺物を包含している。

１４世紀の砂取穴よりは新しいので，この溝が最初に掘削されたのは室町時代以後のことで

あり，また，もっとも新しい段階には，南側の肩に，護岸石ないし化粧として近世の墓石

などを転用している。このＳＤ１の北側西半には耕作面を確認している。特に調査区北西

隅では，中世後半に設けられた西下がりの段差を踏襲しており，その段差の下位で３つの

遺構面を確認した（図４７）。出土遺物はほとんど細片で，それぞれの面の年代を特定するこ

とは困難であるが，層位的には室町時代から大正時代の間におさまる。

　下位の遺構面では，ＳＤ１の北側には，溝すらも確認できず，農地だったかどうかはわ

からない。Ｙ＝２６２０付近の段差もなだらかで不明瞭である。中位の面では，ＳＤ１が北肩

が南に寄るかたちで幅狭となり，それ以北に数条の細溝が平行して東西にはしる。段差も

明瞭となる。農地として利用されていたことが推測できる。江戸時代である。なお，図４７

遺　　　　構

図４６　近世・近代の遺構　縮尺１�５００



６４

京都大学北部構内ＢＦ３２区の発掘調査

図４７　西北辺での中世から近代の遺構群の変遷　縮尺１�３００
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では段差際上位側に野壷ＳＥ１を入れたが，この面で存在していたかは不確実である。

　最上位の遺構面では，段差際低位側で，ＳＤ１からの導水を調節するべく人頭大の礫が

据えられた水口ＳＸ１を検出したので，水田が営まれていたことは想定できる。また，段

差際上位側には野壷ＳＥ１がある（図版１２－４）。ＳＥ１は漆喰製で，京都大学がこの辺り

を買収する頃まで機能していたと思われる。側壁は二重，底面は三重となっていて，側壁

では内側と外側は接しており，底面でも二段目と三段目は接しているが，底面の一段目と

二段目の間には約２０�の間隔がある。漆喰の厚みはいずれも３～５�である。まず最も大

きく深いものを構築し，次いで底浚えをした後に底部のみ漆喰を貼り足し，そして最後に

底浚えをしないで内側に入れ子状に作り直したことがわかる。外側の漆喰の東側には，上

面が平坦面となって弧状に並ぶ５点の花崗岩が側壁に接して据えられているので，ここが

旧地表面となっていた時期があることがわかる。石の上面の標高は，ＳＥ１の最上段の底

面よりは５�ほど低く，最下段の底面よりは２０�ほど高い。下位の遺構面ではまだ構築さ

れておらず，中位の遺構面の頃から機能していたと思われる。最終段階の埋土からは近代

の陶磁器などが整理箱２杯分出土しているが，最下段の底面とその上の底面との間の厚さ

２０�ほどの埋土には遺物がほとんどなかった。

　このほか，遺構ではないけれども，北壁で江戸時代の地震による噴砂を確認した（図版

１２－５，図３７）。砂取穴の埋土を構成している粗砂のまとまりから噴き上がっていること

から，１４世紀よりも新しいことがわかる。断面観察では，砂脈上部が，灰褐色土と茶褐色

土との層理面に沿って横に走っている部分が確認できたので，噴き出しかと思われたため

にその層理面を面的に広げて精査したが，当時の地面に噴出していた痕跡をとどめている

とは判断できなかった。そして別の砂脈は灰褐色土中で消えていることから，近世のある

段階にこの噴砂が生じたものと考えられる。

　４　遺　　　物

　� 縄文時代の遺物（図版１３～２０，図４８～６５）

　先史時代の遺物の中では，弥生時代の遺物は見られず，３０００点あまり出土している縄文

土器のなかでも，９５％以上が中期の土器で，晩期の土器が１００点弱，早期や前期や後期のも

のは１０点にも満たない。石器は多く出土し，失敗品も含めた�片石器は，石鏃約６０点のほ

かに数点の石匙や石錐や楔形石器，２０点ほどのスクレイパー，３点の石核，２０点近い�片

などがあり，９割ほどがサヌカイトである。礫石器も，磨製石斧，打製石斧，石皿・台石，

遺　　　　物



凹石・磨石，がそれぞれ数点と，切目石錘が５点以上出土している。

　以下では，遺物量の点で比較的まとまりのある遺構の出土土器を，口縁部破片を中心に

報告する。なお，中期末の北白川Ｃ式の分類は，泉拓良〔泉１９８５〕に準拠する。

　ＳＫ４出土遺物（Ⅱ１～Ⅱ１８）　 　Ⅱ１は外面の縄文施文後に口唇部をつまむように撫

で，その後に口縁の内面には縄文を施し外面には半截竹管状工具による２条の蛇行沈線を

施す。Ⅱ２・Ⅱ３は外反口縁で，口縁の内外面に縄文をもつ。Ⅱ４の口縁内面は，絡状体

圧痕文ないしは外面と同様の深浅縄文を施した後にその下方を撫でている。Ⅱ５～Ⅱ７は

口縁部から頸部にかけての破片。頸部無文帯の下端のⅡ５には，半截竹管状工具による蛇

行沈線が確認できる。Ⅱ６は，垂下していく条の間隔が広い撚糸文に棒状工具による沈線

をもつ口縁部破片。Ⅱ７は隆帯脇を半截竹管状工具による沈線がはしる。Ⅱ８は胴上部

で，Ⅱ９～Ⅱ１６は胴下部である。Ⅱ１７・Ⅱ１８は底部で，Ⅱ１７は平底気味だが，Ⅱ１８は凹底。
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図４８　ＳＫ４出土遺物（Ⅱ１～Ⅱ１８中期）　 縮尺１�３
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縄文原体は，Ⅱ４・Ⅱ７・Ⅱ９～Ⅱ１１は深浅縄文で，Ⅱ１６は無文だが，そのほかは撚糸文

であろう。

　この遺構自体は近世の撹乱を受けているが，出土した縄文土器はすべて縄文中期後半に

おさまり，Ⅱ４・Ⅱ７・Ⅱ９～Ⅱ１１は船元Ⅳ式，Ⅱ６は里木Ⅱ式におよそ併行する東海地

方の中富式，Ⅱ１６を除くそのほかのものは里木Ⅱ式，とそれぞれ理解できる。なお，Ⅱ１６

は，この時期の胴部縄文施文は底部付近まで及ぶのが通例なので，無文土器と思われる。

　ＳＫ１５出土遺物（Ⅱ１９～Ⅱ５５）　 　Ⅱ１９～Ⅱ２５は口縁部。Ⅱ１９・Ⅱ２０は口縁内面に縄文

をもつ。Ⅱ２１は口唇部をつまむように撫でた後に外面には半截竹管状工具による蛇行沈線

を施す。Ⅱ２２は，著しく内湾した口縁に３条の隆帯を貼付し，口縁部には２条の横走沈線，

それ以下には縦走する多重の短沈線がそれぞれ巡り，貼付隆帯以下は長めの沈線が縦走す

る。また，口唇部にはＤ字状の刻みをもつ。橙色を呈して胎土に長石粒の目立つⅡ２３は，

口縁の外面を丁寧に撫でた後に棒状工具による２条の沈線を施し，その後に沈線間を棒状

工具で刺突している。このように，交互刺突ではなく沈線間の刺突をするのは，中富式に

特有の手法である。Ⅱ２４は口唇部に粘土を貼付しながら撫でつけているが，外面の縄文は

そこまでおよばないので縄文との先後関係は不明。Ⅱ２５は外面無文だが，口唇部を棒状工

具によって刻んでいる。

　Ⅱ２６～Ⅱ３１は口縁部から頸部にかけての破片。暗褐色を呈するⅡ２７には，棒状工具によ

る２条の弧線文が認められる。Ⅱ２９は無文なので頸部と判断したが，中富式の胴下部の可

能性もある。Ⅱ３２～Ⅱ３４は胴上部，Ⅱ３５～Ⅱ５４は胴下部，Ⅱ５５は底部。このうち，Ⅱ５２は，

中期末の北白川Ｃ式の胴部で，Ⅱ５３・Ⅱ５４は無文。縄文原体は，Ⅱ１９・Ⅱ２０・Ⅱ３５～Ⅱ４０

は深浅縄文で，Ⅱ２２・Ⅱ２５・Ⅱ２７・Ⅱ２９・Ⅱ３１・Ⅱ５３・Ⅱ５４は無文だが，そのほかは撚糸

文であろう。

　この遺構は，Ⅱ５２の１点のみ中期末の北白川Ｃ式の出土を見たが，そのほかの縄文土器

はすべて縄文中期後半におさまり，Ⅱ１９・Ⅱ２０・Ⅱ３５～Ⅱ４０は船元Ⅳ式，Ⅱ２３は中富式，

Ⅱ２７・Ⅱ５３・Ⅱ５４は中富式ないし咲畑式，Ⅱ２２を除くそのほかのものは基本的に里木Ⅱ式

として，それぞれとらえられる。Ⅱ２２は，東海地方西部に散見できる，船元Ⅲ式の在地的

展開を遂げた船元Ⅳ式／里木Ⅱ式に併行する土器であろう。

　ＳＫ１６出土遺物（Ⅱ５６～Ⅱ８９）　 　Ⅱ５６～Ⅱ６２は中期後半の口縁部。有文のⅡ５６～Ⅱ６０

はいずれも半截竹管状工具を用いている。Ⅱ６３は北白川Ｃ式の口縁部。Ⅱ６４～Ⅱ７１は中期

後半の土器の口縁部から頸部にかけての破片。沈線が確認できるものはいずれも半截竹管

遺　　　　物



６８

京都大学北部構内ＢＦ３２区の発掘調査

図４９　ＳＫ１５出土遺物（Ⅱ１９～Ⅱ５５中期）　 縮尺１�３
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図５０　ＳＫ１６出土遺物（Ⅱ５６～Ⅱ８９中期）　 縮尺１�３



状工具を用いている。Ⅱ７２～Ⅱ７７は中期後半の土器の胴上部の破片。これもいずれも半截

竹管状工具を用いている。Ⅱ７８～Ⅱ８０は，棒状工具を用いた有文土器の胴部破片で，いず

れも北白川Ｃ式である。Ⅱ８１～Ⅱ８８は中期後半の胴下部で，Ⅱ８９は，里木Ⅱ式に典型的な

凹底の底部。

　ここに図示した中期後半ものの内では，Ⅱ６５・Ⅱ７２・Ⅱ８１・Ⅱ８６は船元Ⅳ式に帰属する

と思われる。なお，図示していない個体も含めて，深浅縄文や撚糸文をもつ有文土器の沈

線はいずれも半截竹管状工具を用いている。

　ＳＸ３とその周辺のピット出土遺物（Ⅱ９０～Ⅱ１４１）　 　Ⅱ９０～Ⅱ１３３は，ＳＸ３の焼土

およびその周囲から出土した土器。Ⅱ９０～Ⅱ１０２は深鉢Ａ類の口縁部で，Ⅱ１０３～Ⅱ１０７は

深鉢Ｃ類の口縁部。Ⅱ１０８～Ⅱ１１４は縄文のみで沈線施文のない口縁部。Ⅱ１１５～Ⅱ１２０は，

口縁部と胴部を隆帯で区分している胴上部付近で，Ⅱ１２１～Ⅱ１２４は，隆帯の確認できない

胴上部。Ⅱ１１７は，胴部施文に櫛状工具を用いている点で，中部地方西部の特色を備えてい

ると言える。Ⅱ１２１・Ⅱ１２２は深鉢Ｃ類であろう。Ⅱ１２４はボウル形の浅鉢の可能性もある。

Ⅱ１２５は胴下部である。Ⅱ１２６～Ⅱ１２８は深鉢底部で，Ⅱ１２８には横走する縄文が確認でき

る。Ⅱ１２９は有文浅鉢の口縁で，Ⅱ１３０は横位穿孔のある無文浅鉢の口縁部。Ⅱ１３１は有文

浅鉢の屈曲部。Ⅱ１３２・Ⅱ１３３は外面調整が磨きないし丁寧な撫での浅鉢胴部だが，口縁部

に文様をもつかどうかはわからない。

　Ⅱ１３４～Ⅱ１４１はＳＸ３周辺のピットから出土したもので，Ⅱ１３４は深鉢Ａ類，Ⅱ１３５は深

鉢Ｂ類，Ⅱ１３６は深鉢Ｃ類の，それぞれ口縁部。Ⅱ１３７は深鉢Ａ類ないしＢ類の，口縁部の

楕円形区画文の充填部分。Ⅱ１３８・Ⅱ１３９は，口縁部と胴部を隆帯で区分している胴上部付

近で，Ⅱ１４０は隆帯の確認できない胴上部。Ⅱ１４１は口唇部と口縁内面に縄文をもつ，皿状

の浅鉢の口縁部。

　図示した以外に，ＳＸ３の周囲とその周辺のピットからは，サヌカイトやチャートなど

の�片石器も出土している。また，最大で幼児胴体ほどの大きさに達するものも含めて多

数の閃緑岩や 斑糲 岩も出土しているが，定型的な礫石器と思われるものはなかった。
はんれい

　ＳＸ４出土遺物（Ⅱ１４２～Ⅱ１６２）　 　Ⅱ１４２は深鉢Ａ類と思われる。北白川Ｃ式には珍

しく，胴部は横走縄文が沈線に先行している。Ⅱ１４３は深鉢Ｂ類の口縁部で，眼鏡状の楕円

形区画文の上方にも縄文を施文している。Ⅱ１４４は深鉢Ｃ類の波頂部で，筒形になるとこ

ろの側面部。Ⅱ１４５は，縄文のみの認められる口縁部破片だが，深鉢Ｂ類の可能性もある。

Ⅱ１４６は，深鉢Ａ類ないしＢ類の口縁部楕円形区画文の充填部分。Ⅱ１４７は口縁部と胴部を
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図５１　ＳＸ３出土遺物�（Ⅱ９０～Ⅱ１１８中期）　 縮尺１�３



隆帯で区分している胴上部付近。Ⅱ１４８は縦位に隆帯がはしる。口縁部と胴部を画すこと

のない大型の鉢かもしれない。Ⅱ１４９は，深鉢Ｃ類と思われる胴部。沈線間を縄文で充填

しているが，胴部の紡錘文の下部には横走縄文が展開する。Ⅱ１５０～Ⅱ１５８は深鉢胴下部。

Ⅱ１５０～Ⅱ１５４は沈線間を縄文で充填しているが，Ⅱ１５５は縄文を確認できない。Ⅱ１５６は帯

縄文で，Ⅱ１５７は横走縄文だが，Ⅱ１５８は施文が認められない。Ⅱ１５９・Ⅱ１６０は深鉢底部。Ⅱ

１６１は内面を磨いているのでボウル形の壺の胴下部と判断した。Ⅱ１６２は外面を磨いている

浅鉢の胴下部。「く」字形になるだろう。
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図５２　ＳＸ３出土遺物�（Ⅱ１１９～Ⅱ１３３中期），ＳＸ３関連ピット出土遺物（Ⅱ１３４～Ⅱ１４１中期）
縮尺１�３
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図５３　ＳＸ４出土遺物�（Ⅱ１４２～Ⅱ１５０中期）　 縮尺１�３



　ＳＸ２出土遺物（Ⅱ１６３～Ⅱ１８５）　 　Ⅱ１６３～Ⅱ１６８は深鉢Ａ類。Ⅱ１６３・Ⅱ１６６は口唇部

の縄文施文後に口縁内面を撫でている。Ⅱ１６９～Ⅱ１７５は深鉢Ｃ類。Ⅱ１６９・Ⅱ１７０は同一個

体の可能性がある。Ⅱ１７６～Ⅱ１７８は縄文のみの口縁で，いずれも口唇部にも縄文をもつ。

Ⅱ１７９は，口縁部と胴部を隆帯で区分している胴上部で，胴部は縄文施文後に沈線を引いて

いる。Ⅱ１８０は深鉢Ｂ類と思われる口縁部付近。短沈線で矢羽根文様を描いてから隆帯上

に縄文を施文している。Ⅱ１８１は深鉢Ｃ類の口縁部付近。Ⅱ１８２・Ⅱ１８３は紡錘文を描く胴下

部。Ⅱ１８４の胴下部の縄文は縦位に施文されている。Ⅱ１８５は横走縄文の認められる深鉢底

部。このほかに，図示はしていないが，定型的な石器も出土しているほか，石器とは思え

ない人頭大の礫も多数出土している。

　ＳＫ８出土遺物（Ⅱ１８６～Ⅱ２１８・Ⅱ２６７）　 　Ⅱ１８６～Ⅱ１９５は深鉢Ａ類。Ⅱ１８６の口縁内

面は，縄文施文後に丁寧に撫でている。Ⅱ１９３では，口縁部と胴部を画する隆帯上やその下

位に横走縄文を施すのは，口縁部や胴部の沈線を引いた後であるが，それ以下の縦走縄文

との先後関係はわからない。Ⅱ１９４は主文様と区画文とが隆帯で分断されていると思われ

る。Ⅱ１９６・Ⅱ１９７・Ⅱ２６７は深鉢Ｂ類。Ⅱ１９６は把手の上部に凹点をもつ。眼鏡状隆帯の上

下部分を取り付けた後に楕円形区画文を描き，それに後続する区画内の矢羽根状沈線の充

填は，上半が下半に先行する。その後に橋状の把手が取り付けられ，そして眼鏡状の区画

上を縄文施文する。Ⅱ１９７は眼鏡状の隆帯が�落したものと判断した。Ⅱ２６７は，８単位と

なる橋状の把手をもっていたと思われる。把手の取り付け後に施文される眼鏡状区画の中

は，下部の隆帯の脇にのみ区画沈線がはしる。区画内の矢羽根状沈線の充填は上半が下半
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図５４　ＳＸ４出土遺物�（Ⅱ１５１～Ⅱ１６２中期）　 縮尺１�３



７５

遺　　　　物

図５５　ＳＸ２出土遺物�（Ⅱ１６３～Ⅱ１７９中期）　 縮尺１�３



に先行し，眼鏡状の区画上を縄文施文するのは，区画沈線の施文後である。Ⅱ１９８は波状口

縁になる縄文のみの深鉢。Ⅱ１９９・Ⅱ２００は外反する無文口縁だが，ともに，深鉢Ｂ類の可

能性もある。Ⅱ２０１～Ⅱ２０３は，深鉢Ｂ類の口縁部付近で，いずれも橋状の把手をもつ。Ⅱ

２０１は，眼鏡状隆帯の上下部分を取り付けた後に楕円形区画文を描き，それに後続する区画

内の矢羽根状沈線の充填は，下半が上半に先行する。その後に橋状の把手が取り付けら

れ，そして眼鏡状の区画上を縄文施文する。Ⅱ２０４・Ⅱ２０５は，深鉢Ｃ類の胴上部と思われ

る。Ⅱ２０６～Ⅱ２１３は胴下部で，Ⅱ２０６・Ⅱ２０７・Ⅱ２０９は多重沈線間を縦走縄文で充填して

いる。Ⅱ２１０には縄文が認められない。Ⅱ２１１は帯縄文で，Ⅱ２１２・Ⅱ２１３は横走縄文のみが

認められる。Ⅱ２１４の深鉢底部には縄文は確認できない。Ⅱ２１５・Ⅱ２１６はボウル形の有文浅

鉢で，どちらも小粒な縄文を沈線間に充填している。Ⅱ２１７は，屈曲部のある無文浅鉢で口

縁部に把手をもつ。Ⅱ２１８は，外面が丁寧な撫で調整の無文浅鉢の屈曲部。

　ＳＫ３５出土遺物（Ⅱ２１９～Ⅱ２６４）　 　Ⅱ２１９～Ⅱ２２８は深鉢Ａ類。Ⅱ２１９は，口縁部と胴

部との区分に隆帯を用いない。Ⅱ２２１の渦文の周囲は隆起している。Ⅱ２２９・Ⅱ２３０は深鉢Ｂ

類で，Ⅱ２２９は，つまみ状の把手が�離している。Ⅱ２３１～Ⅱ２３５は深鉢Ｃ類。Ⅱ２３６は，縄

文のみの深鉢。Ⅱ２３７～Ⅱ２３９は，口縁部と胴部を隆帯で区分している胴上部で，Ⅱ２４０～Ⅱ

２４７は，隆帯の確認できない胴上部。Ⅱ２４０は深鉢Ｃ類であろう。Ⅱ２４８～Ⅱ２５９は胴下部。

Ⅱ２４８～Ⅱ２５０は，沈線と縄文を組み合わせているが，Ⅱ２５１・Ⅱ２５２には縄文は認められな

い。Ⅱ２５３は帯縄文で，Ⅱ２５４～Ⅱ２５８は横走縄文。Ⅱ２５４には，この時期の東海地方によく

認められる結節縄文が認められるけれども，縄文の回転方向が東海地方の場合と異なる。
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図５６　ＳＸ２出土遺物�（Ⅱ１８０～Ⅱ１８５中期）　 縮尺１�３
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図５７　ＳＫ８出土遺物�（Ⅱ１８６～Ⅱ２０５中期）　 縮尺１�３



Ⅱ２５９には縄文が認められない。Ⅱ２６０・Ⅱ２６１は底部付近で，前者には横走縄文が認められ

る。Ⅱ２６２～Ⅱ２６４は深鉢底部。いずれも縄文は認められない。

　ＳＫ３６出土遺物（Ⅱ２６５）　 　深鉢Ｂ類の口縁部。橋状の把手を取り付けた後に楕円形

区画文を描いている。区画内の矢羽根状沈線の充填は，下半が上半に先行する。眼鏡状の

区画上を縄文施文するのは，区画内の沈線充填や把手状の沈線施文の後である。

　ＳＫ１２出土遺物（Ⅱ２６８）　 　厚手のミニチュア土器。横走縄文は，底部付近の撫でに先

行しているが，胴部中央の穿孔に後続している。

　ＳＫ１４出土遺物（Ⅱ２６９）　 　脚部。台付土器は北白川Ｃ式には通常はなく，搬入品か。

　そのほかの遺物（Ⅱ２６６・Ⅱ２７０～Ⅱ３３６）　 　今回の調査では，縄文土器の中でも中期
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図５８　ＳＫ８出土遺物�（Ⅱ２０６～Ⅱ２１８中期）　 縮尺１�３
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図５９　ＳＫ３５出土遺物�（Ⅱ２１９～Ⅱ２３２中期）　 縮尺１�３
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図６０　ＳＫ３５出土遺物�（Ⅱ２３３～Ⅱ２５２中期）　 縮尺１�３



８１

末のものが全体の７割前後を占め，次いで中期後半のものが３割ほど出土している。北白

川追分町遺跡の縄文中期末の土器については，北白川Ｃ式の標式遺跡としてこれまでにも

いくつかの地点から出土した資料が報告されており，今回の土器もおよそその枠内におさ

まるものばかりであるので，ここではおもに，縄文土器編年研究に寄与すると思われる中

期後半の土器を図示しておく。

　Ⅱ２７１・Ⅱ２７２は，早期前半の押型文土器で，大川式の古段階の深鉢胴部。Ⅱ２７３は前期

中葉の北白川下層Ⅱａ式で，Ⅱ２７４・Ⅱ２７５は前期末の大歳山式。

　Ⅱ２６６・Ⅱ２７６～Ⅱ３３１は中期後半に帰属する。Ⅱ２６６・Ⅱ２７６～Ⅱ２９９は口縁部で，Ⅱ３００

～Ⅱ３１０は口縁部から頸部にかけて，そして，Ⅱ３１１～Ⅱ３２１は頸部から胴上部で，Ⅱ３２２～

Ⅱ３２５は胴上部。Ⅱ３２６～Ⅱ３２９は底部である。これらのうちで深浅縄文は，Ⅱ２７６～Ⅱ２７８・

Ⅱ２８６・Ⅱ３００・Ⅱ３０１・Ⅱ３１６・Ⅱ３２０・Ⅱ３２１・Ⅱ３２４・Ⅱ３２８である。また，撚糸文は，Ⅱ
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図６１　ＳＫ３５出土遺物�（Ⅱ２５３～Ⅱ２６４中期），ＳＫ３６出土遺物（Ⅱ２６５中期）　 縮尺１�３



２７９～Ⅱ２８５・Ⅱ２８７～Ⅱ２９０・Ⅱ２９２・Ⅱ２９４・Ⅱ２９５・Ⅱ３０２～Ⅱ３０９・Ⅱ３１１～Ⅱ３１５・Ⅱ３１７

～Ⅱ３１９・Ⅱ３２２・Ⅱ３２３・Ⅱ３２５～Ⅱ３２７・Ⅱ３２９・Ⅱ３３０で，地文に縄文をもたないものは，

Ⅱ２９６～Ⅱ２９９・Ⅱ３３１である。これ以外のものは縄文原体を特定しづらい。Ⅱ２８２は，棒状

工具による沈線施文の後に交互刺突を施して蛇行沈線を模している。Ⅱ２９１は，連弧文の

最上位に隆帯をつまむように貼付し，その胴部側にＣ字の刺突がはしる。Ⅱ２９２も，連弧文

の最上位に隆帯を貼付しているが，その口縁側に逆Ｃ字の刺突がはしる。Ⅱ２９３も同様の

弧状隆帯をもつが，前二者と異なって口唇部をつまみ上げている。Ⅱ２９４は，口縁の外面は

半截竹管状工具による施文だが，内面は棒状工具による刻み。Ⅱ２９５は，撚糸文の地文の上

からおおぶりの渦文を描く隆帯を貼り付けている中富式。Ⅱ２９６は，直立気味の口縁外面

に半截竹管状工具による浅い蛇行沈線がめぐる。口唇部をつまみ上げているⅡ２９７は，地

文をもたずに棒状工具で沈線施文する咲畑式。Ⅱ２９８・Ⅱ２９９は無文土器。

　Ⅱ３００は，口縁から３条の隆帯を垂下させてその隆帯上に押し引き状のＣ字刻みを施し

ているが，この口縁部文様帯を蛇行沈線によって無文の頸部文様帯と画している。Ⅱ３０４

は，隆帯の上部のみに沈線がはしるが，その施文原体は棒状工具によるのか半截竹管状工

具によるのか不明。暗灰色を呈するⅡ３０７は，均等に間隔の開いた整然とした撚糸地文に

棒状工具で沈線施文している。中富式である。Ⅱ３１５の沈線の施文原体は，棒状工具の可

能性はある。Ⅱ３３１は無文の底部で，断面形態は，中富式や咲畑式と同様に，平底になるか

もしれない。
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図６２　ＳＫ８出土遺物�（Ⅱ２６７中期），ＳＫ１２出土遺物（Ⅱ２６８中期），ＳＫ１４出土遺物（Ⅱ２６９中期），
そのほかの縄文土器�（Ⅱ２６６・Ⅱ２７０中期）
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図６３　そのほかの縄文土器�（Ⅱ２７１・Ⅱ２７２早期，Ⅱ２７３～Ⅱ２７５前期，Ⅱ２７６～Ⅱ２９９中期）
　　　縮尺１�３



８４

京都大学北部構内ＢＦ３２区の発掘調査

図６４　そのほかの縄文土器�（Ⅱ３００～Ⅱ３３１中期）　 縮尺１�３



８５

　これらⅡ２６６・Ⅱ２７６～Ⅱ３３１に代表される本調査区出土の中期後半の土器のうち，中富式

や咲畑式などのような東海地方西部に特徴的な土器群に帰属するものを除く，船元Ⅳ式・

里木Ⅱ式に相当する有文土器では，Ⅱ２８２・Ⅱ３１５以外はいずれも半截竹管状工具による施

文のようで，棒状工具が用いられていることが明確なものはない。

　Ⅱ２７０・Ⅱ３３２～Ⅱ３３５は中期末の破片。Ⅱ２７０は，薄手で内外面とも通常の撫で調整で無

文のミニチュア土器。Ⅱ３３２は，東日本の縄文中期末の加曽利Ｅ４式の胴部破片。微隆起

帯の撫でつけは，２段左撚りの縄文を切っている。色調や胎土や調整から見ても，近畿以東

からの搬入品とみて間違いない。Ⅱ３３３は，外面に赤色顔料の塗布された中期末の有文浅

鉢。このほかに本調査区からは，少なくとも３点の赤色顔料付着土器片が出土している

が，時期を特定できるのはこの破片のみであった。Ⅱ３３４・Ⅱ３３５は，比較的大きな破片の

底部と胴下半部で，いずれも中期末の北白川Ｃ式。Ⅱ３３６は耳栓。孔の開いている面には

赤色顔料が塗彩されている。調査区西壁でわずかに確認できた中世の砂取穴と思われる土

坑から出土しているが，中期末に帰属するものと思われる。

　石器については，後世の遺構埋土などからも少なからず出土するが，縄文中期の遺構に

ともなうものも多く，とくに，ＳＸ３とその周辺，ＳＫ８・３５など，多量の土器が出土し

た遺構からは石器も多く出土する。また遺物全体の出土を南方５０�に位置する１２・１３地点

と比べれば〔中村１９７４ａ・１９７５〕，土器は同程度と思われるが，定型的な石器はやや少ない。
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図６５　そのほかの縄文土器と耳栓（Ⅱ３３２～Ⅱ３３５中期，Ⅱ３３６耳栓）　 縮尺１�３



　� 歴史時代の遺物（図６６～７１）

　一つの遺構から遺物がまとまって出土することはほとんどなかったが，おもな遺構の出

土遺物について以下に略説する。

　ＳＤ２２出土遺物（Ⅱ３３７～Ⅱ３４１）　 　Ⅱ３３７～Ⅱ３３９は土師器で，いずれも淡橙色を呈す

る。Ⅱ３３７の皿とⅡ３３９の椀は「て」字状口縁のＢ２類。Ⅱ３３８の皿は二段撫で手法のＣ３類。

Ⅱ３４０・Ⅱ３４１は須恵器。Ⅱ３４０は生焼けの鉢で，内面が乳白色を呈する。Ⅱ３４１は坏ないし

壺の底部。このほかに図示できない細片ではあるが，白色土器の三足の盤も出土してい

る。ＳＤ２２は，１１世紀の遺構と思われる。

　ＳＫ１出土遺物（Ⅱ３４２～Ⅱ３４８）　 　Ⅱ３４２～Ⅱ３４６は土師器の皿と椀。いずれも一段撫

で素縁手法で，Ⅱ３４２・Ⅱ３４５はＥ３類，Ⅱ３４３はＥ１類，Ⅱ３４４・Ⅱ３４６はＥ２類。色調は，

Ⅱ３４２・Ⅱ３４３は淡橙色，Ⅱ３４４・Ⅱ３４６は淡桃色，Ⅱ３４５は明褐色をそれぞれ呈する。Ⅱ３４７

は白色土器の皿。Ⅱ３４８は外区に珠点をもつ三つ巴文の軒丸瓦。Ⅱ３４７は古代の遺物である

が，この遺構の年代は１４世紀と考えられる。

　ＳＫ２出土遺物（Ⅱ３４９～Ⅱ３５２）　 　Ⅱ３４９・Ⅱ３５０の土師器椀は，一段撫で素縁手法Ｅ１

類で，淡橙色を呈する。Ⅱ３５１は，緑釉陶器の椀の底部で，須恵質の焼成となっている。Ⅱ

３５２は，「大」字の連なる叩き目をもつ平瓦破片。凹面凸面ともに磨滅しているが，凸面に

は離れ砂が認められる。Ⅱ３５１は古代の遺物であるが，この遺構の年代もＳＫ１と同じく

１４世紀と考えられる。

　北辺の砂取穴群出土遺物（Ⅱ３５３～Ⅱ３５７）　 　Ⅱ３５３～Ⅱ３５６は土師器で，いずれも一段

撫で素縁手法。Ⅱ３５３の皿はＥ２類で，Ⅱ３５４・Ⅱ３５６の皿はＥ３類。Ⅱ３５５の椀は，Ｅ２類で

ある。色調は，Ⅱ３５３・Ⅱ３５４は淡橙色，Ⅱ３５６は明褐色，Ⅱ３５５は灰白色をそれぞれ呈する。

Ⅱ３５７は白磁椀の底部で内面に圏線が巡る。この砂取穴群からの出土遺物は，量は多くな

いけれども１４世紀頃より後の時代の遺物は出土していないので，室町時代の砂取穴群と理

解できる。

　ＳＤ１出土遺物（Ⅱ３５８～Ⅱ３６３）　 　近代まで機能していたので，様々な時代の遺物が

出土しているが，ここでは古代の遺物を中心に，特徴的な遺物を図示しておく。Ⅱ３５８・

Ⅱ３５９は土師器皿で，いずれも淡橙色を呈する二段撫で手法のＣ４類。この２点の土師器

は，本調査区出土の土師器の中では最も遺存状態がよく，ともに完形に近い。灰白色を呈

するⅡ３６０も土師器皿で，一段撫で素縁手法のＥ４類。Ⅱ３６１は須恵器坏の底部。Ⅱ３６２は青

磁椀の底部。高麗青磁であろうか。Ⅱ３６３は四耳壷と思われる白磁の肩部。
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遺　　　　物

図６６　ＳＤ２２出土遺物（Ⅱ３３７～Ⅱ３３９土師器，Ⅱ３４０・Ⅱ３４１須恵器），ＳＫ１出土遺物（Ⅱ３４２～Ⅱ３４６
土師器，Ⅱ３４７白色土器，Ⅱ３４８軒丸瓦），ＳＫ２出土遺物（Ⅱ３４９・Ⅱ３５０土師器，Ⅱ３５１緑釉，
Ⅱ３５２平瓦），砂取穴出土遺物（Ⅱ３５３～Ⅱ３５６土師器，Ⅱ３５７白磁），ＳＤ１出土遺物（Ⅱ３５８～
Ⅱ３６０土師器，Ⅱ３６１須恵器，Ⅱ３６２青磁，Ⅱ３６３白磁），黒褐色土出土遺物（Ⅱ３６４土馬）



　このほかに，包含層や表土から出土した遺物のうち，土馬と五輪塔・墓石についても略

説する（Ⅱ３６４～Ⅱ３７８）。Ⅱ３６４は，土馬の前半身。図示したものはもっとも残りの良いも

ので，古代の遺物を含むことの多い黒褐色土から出土している。このほかに，同じような

色調を呈する土馬と思われる破片は，表土や中世の遺物包含層や古代の溝ＳＤ２２などから

も出土している。

　調査区西北辺からは，中近世の五輪塔や墓標が１４点出土した。多くは，横倒しになり東

西方向の石列となるように据え置かれていたが，ＳＤ１の最終段階の南肩となっていた可

能性が高い。Ⅱ３６５～Ⅱ３６８は五輪塔。Ⅱ３６５は，組合式の五輪塔の空風輪で，空輪のうちで

遺存する二方および風輪のうちで遺存する三方には，梵字が刻まれている。Ⅱ３６６は地輪

を欠く一石五輪塔で，各輪に，同一方向を向くようにそれぞれ梵字が刻まれている。Ⅱ３６７

は組合式の五輪塔の火輪。四面にそれぞれ梵字が刻まれている。Ⅱ３６８の五輪塔は成人女

性の墓で，地輪の正面には，阿弥陀如来を意味するキリークと思われる梵字の下に，「寛永

十四丁丑年」（１６３７）・「花屋清栄禅定尼」・「九月四日」と浅く刻まれている。上部には水輪

の一部が残存している。

　Ⅱ３６９～Ⅱ３７４は箱型の墓標。Ⅱ３６９は若くして亡くなった女性の墓で，正面の枠内には，

梵字キリークの下に，「天和三年」（１６８３）・「壽皓童女」・「七月十八日」という銘文をもつ。

銘の彫り込みは細くて深い。裏面には幅３�前後のノミの痕が多数認められる。Ⅱ３７０は

成人女性の墓で，各面が丁寧に整形されている。正面枠内に「凉澗院浄室清元善女」，左

側面に「正徳三癸巳歳閏五月十七日」（１７１３），右側面に「窪甲斐守狛進□□女　西村氏女」

とそれぞれ深く刻まれている。Ⅱ３７１は，上部を欠損しているが，各面とも丁寧に整形して

いる。正面の枠内に「□□義英居士」・「□岳恵澄信尼」・「閑月妙照信女」，左側面に「宿

坊　浄土院」，右側面に「□□三丙寅年八月十二日」「□□五戌子年十月朔日」とそれぞれ

刻まれており，いずれも彫りが深い。元号と干支との組合せから，右側面の右側の年号は

貞享三年（１６８６）ないし延享三年（１７４６），左側の年号は宝永五年（１７０８）ないし明和五

年（１７６８）と考えられる。正面の銘文の配置からみて，夫婦かもしれない上段の二人が逝

去した当初からこの墓に下段の一人を葬ることが意図されていたと思われるので，右側面

の年号も，中央に位置する左側の銘文のものの方が新しいのであろう。なお，戒名の「居

士」は，江戸時代には百姓には用いなかったようである。Ⅱ３７２は，正面の枠内に「浄月

光輪信女」，右側面に「宿坊　養春院」の銘文をそれぞれもつ。銘文のない左側面と背面

は幾分整形が粗い。
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遺　　　　物

図６７　五輪塔�　縮尺１�８
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図６８　五輪塔�・墓石�　縮尺１�８



９１

図６９　墓石�　縮尺１�８

遺　　　　物
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図７０　墓石�　縮尺１�８
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遺　　　　物

図７１　墓石�　縮尺１�８



　Ⅱ３７３は，正面の枠内にのみ銘文がある。中央上部に梵字キリークをもち，その下には，

「覚誉浄慶信士」・「融誉妙圓信女」・「光月妙仙信女」と，幅の割に深い彫りで刻まれてい

る。背面は右上部以外は幅５�前後のノミ痕が残る。Ⅱ３７４は，正面には枠内に，梵字キ

リークの下位に「専誉誠心信士」，右側面には「いづゝや喜兵衛」と，それぞれ深めに刻

まれている。背面には細かなノミ痕が多数残っている。Ⅱ３７５は板碑型の墓標。上部の枠

が後背のように正面にひときわ突き出ている枠囲みの墓標で，上部の枠の上方に２条の刻

線をもつ。背面は粗削りのままである。正面の枠内のみに銘文があり，いずれも浅くて細

い。上端中央部の梵字キリークの下には横書きで「逆修　逆修」とあり，その下には「徳

誉道甫禅定門」・「三界万霊六親集」・「心月栄甫禅定尼」とある。「逆修」とは，生前に冥福

を祈る仏事を済ませることであるから，正面両側に名を刻んだ二人が生前供養をしたこと

がわかる。Ⅱ３７６も板碑型と思われ，上部の枠が正面にひときわ突き出ている枠囲みの墓

標で，上部の枠の上方に１条の刻線をもち，背面は荒削りのままである。正面の枠内に「覚

□□」の３文字があることまでは確認できる。Ⅱ３７７は，墓標の上部を飾る唐破風の笠であ

る。Ⅱ３７８の墓標は，各面とも丁寧に整形しており，銘文は彫り込みも深い。この墓標のみ

は，戒名を用いなかったようで，また正面の箱型や板碑型のような枠囲みもない。なお，

本調査区南方の１２・１３地点の調査時にも，こうした近世の墓石は出土していたようである

が，それらの墓石は現在は，本調査区出土のものやそのほかの無縁仏とともに，北部構内

北辺に集合的に安置されている。

　５　小　　　結

　先史時代の地形環境　　本調査区では，洪水砂層の下位の堆積が複雑なので，四壁や畔

など数カ所で断面観察を実施した（図３７～４０）。また，調査区西辺では深部掘削立合調査も

おこなった。ここではその知見をもとに，白川系流路の動きなどを考えてみる。

　調査区西辺の立合調査で，標高５７�前後に，厚さ２０�前後の灰白色粗砂を挟むようにし

て，それぞれ厚さが３０�前後で１０～２０�大のチャートや頁岩を主体とする，２枚の褐色礫層

を確認した。どちらの褐色礫層も長軸１０�ほどの花崗岩の角礫を１～２割程度含む。そし

て北に進むにつれて，間に挟まれる灰白色粗砂層は薄くなっていくとともに，上下の褐色

礫層も，薄くなりながら礫のサイズも減少させ，さらには花崗岩の比率を高めていくよう

に思われた。本調査区ではこれより上位には，こうしたチャートや頁岩をある程度含む砂

礫層は確認できていない。ところで，１００�西の白川扇状地末端に位置する５６・２２９地点で
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も，５７～５８�あたりで，それより上位では花崗岩の砂礫層だけで存在を認められなかった

褐色砂礫が堆積しており，５６地点では礫種の分析から高野川系の堆積物とされ〔竹村ほか

１９８５〕，２２９地点でも礫相から同様に判断されている〔千葉１９９８〕。しかし両地点とも，白

川系と考えられる灰白色の砂層を褐色砂礫に介在させることはないようである。そして

２２９地点では，褐色砂礫の厚さは，５０�以上，ところによっては１�ほどに達している。さ

らに５６地点では，褐色砂礫の厚みは３．４�以上の地点もあるほどに厚く，また５６地点東南辺

では，褐色砂礫の下位に花崗岩粒を主体とする砂やシルトなどが互層となって潜り込むよ

うな観を呈しているようである。しかも５６・２２９地点では，堆積年代は縄文後期以前であ

り，白川系流路の影響をほとんど受けていない高野川系流路の河道だったのに対し，本調

査区では，縄文前期以前の砂層より５�ほど下位に位置し，高野川系流路と白川系流路と

の合流部だった可能性さえある。ここでは，本調査区の褐色礫層は，５６・２２９地点の褐色

砂礫とは対応はしないそれ以前の堆積物と考えておきたい。

　ここから標高６１．５�あたりまでは，黄白色基調でときおり褐色化している粘質土層や，

灰白色基調で５�を超える角礫などもまじえる花崗岩起源の砂礫～シルトなどが互層をな

して堆積している。暗黒褐色砂質土Ⅱを境に，その下位では，灰白色粗砂・砂礫層には，

長軸５�以上の花崗岩の角礫が多数含まれる場合もあるが，その上位には，角礫も５�を

超えるような礫も，暗黒褐色砂質土際に局所的に残留した洪水砂層以外には認められな

い。このように，暗黒褐色砂質土Ⅱの形成以前にもある程度の期間にわたって陸化したこ

とも度々あったようだが，土壌化は進まず，人工遺物も確認できていない。

　暗黒褐色砂質土Ⅱの母胎は，西辺や中央付近では堆積構造のはっきりわからない粗砂層

で（図３８第１７層，図３９第１５層），南辺では粘質土だが（図３９第１９層，図４０第１８層），土石流

に特徴的な上方粗粒化の堆積が見られる部分も調査区東北部にある（図版１２－６）。これら

は，氾濫などにともなう一連の堆積だろう。上方粗粒化の堆積はほかにも，暗黒褐色砂質

土Ⅱより下位の黄白色粘土層の直下でも，調査区西壁（図３８第３２層）で認められる。

　暗黒褐色砂質土と白川　　ここで，安定した環境下にあった暗黒褐色砂質土Ⅰ・Ⅱの２

つの旧地表面について検討しよう。暗黒褐色砂質土の分布は，図４４・４５で図示した以外で

も，西壁の北辺および南辺で同程度の標高に確認できるが（図３８），北辺のものは２枚の

どちらに対応するかは判断できない。年代的には，確実なことは，アカホヤ火山灰の降灰

よりは古いということだけであって，縄文前期以前としか言えない。だが，後世の地層か

らは京都盆地内で最古の縄文土器出土例となる早期前半の大川式古段階の胴部破片が２点

小　　　　結



出土していること，そして１００�東方の２２１地点では大川式新段階ないし神宮寺式の砂質土

層が確認されていることなどから〔千葉１９９８〕，暗黒褐色砂質土Ⅰと暗黒褐色砂質土Ⅱの双

方ないしいずれかの年代は早期前半頃だった可能性はある。

　本調査区の北東約６００�，すなわち白川流域という点では本調査区の上流部に位置する

北白川廃寺下層では，それより新しい時期で黄島式ないしその直前頃に比定される竪穴住

居跡を，白川の「氾濫堆積」に完全に覆われた状態で検出しており，しかもその住居跡の

下に広がる厚さ１�ほどの遺物包含層は，神宮寺式に後続する黄島式直前頃である〔網

１９９４〕。また，そのすぐ南でも，縄文後期の包含層の直下に，６０�厚のにぶい黄褐色の砂質

層とさらにその下位に厚さ１０�以上の砂質土壌化層が広がる〔吉村・伊藤１９９６〕。本調査

区では，上記のように，暗黒褐色砂質土Ⅱの直下にも，それより下位の黄白色粘土層の直

下にも，土石流ないし氾濫性の堆積が認められ，また，暗黒褐色砂質土ⅠもⅡも，それぞ

れラミナを確認できない砂に覆われており，これも氾濫起源の可能性がある。白川の上流

域は花崗岩地盤なので，土砂移動は頻繁に起こりやすく，北白川廃寺下層での氾濫堆積と，

本調査区のそうした堆積物との年代を対比させることは躊躇されるが，暗黒褐色砂質土

Ⅰ・Ⅱは縄文早期頃の地層と考えておきたい。

　暗黒褐色砂質土Ⅱは，調査区東南部を中心に氾濫に見舞われ（図３９第１２層，図４０第１４層），

その堆積によって西下がりの傾斜が多少きつくなってから，再び安定化して暗黒褐色砂質

土Ⅰが形成される。そしてここでもまた，今度は比較的広く氾濫に見舞われる（図３９第１０

層，図４０第１１・１１’層）。ここまでは縄文前期以前のことである。

　その後，今度は調査区北半を深く大きく抉るように白川系の流路が流れ込み，部分的に

は３�近くに達する厚い洪水性堆積層をもたらした。白川系流路の洪水は，基本的には東

から西への流向を示す。しかし増田富士雄氏から，東壁では，南東から北西へという流向

の層群を切って北東から南西へという層群が見られ，また調査区西南部の攪乱の北壁で

も，調査区西壁でも，洪水堆積層は北東方向からの流向であって，扇状地特有の河道のシ

フトが見られる，さらには，東壁北辺の堆積相から見て，この流路の川底は暗黒褐色砂質

土の残存北限から１０�ほど北側と考え得る，とのご教示を得た。この洪水砂層の上面は，

後世の削平を受けているとはいえ，東壁南端では標高６３．４�，西壁でも６２．８�である。こ

の洪水が去った後，安定した環境となって洪水砂層が土壌化し，明茶褐色の砂質土やシル

ト質土が形成されて，いよいよ縄文中期後半から北白川追分町遺跡一帯の活発な利用が始

まるので，洪水は中期中頃までにはおさまっている。そして，後期には主たる河道は，
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１２５・１８０地点を経て本調査区の南側へと移っている〔泉・三宅１９８６，浜崎・千葉１９９０〕。

　縄文時代の建物跡　　土坑などが有機的に関連をもっている遺構群が２カ所で確認でき

た。ＳＸ３と周辺ピット群，そしてＳＨ１である。まず，焼土ＳＸ３とその周辺で検出さ

れたピット群については，中期末の住居跡だった可能性は完全には否定できない。しか

し，本調査区北隣の１２３地点では，同じく中期末の竪穴住居跡が２基検出されているけれど

も，それらはいずれも方形になると思われる周溝をもっていて，また，わずかながらも壁

の立ち上がりが確認できている〔清水１９８４〕。これに対して，ＳＸ３と周辺ピット群におい

ては，この一帯からややまとまって遺物が出土したとはいえ，そしてＳＸ３の焼土が５�

ほどの厚みで確認できたとはいえ，壁の立ち上がりだけでなく床面硬化も認められなかっ

た。以上から，あまり長期間にわたっては利用されなかった平地式住居の可能性は否定し

ないが，竪穴住居だった可能性はないと判断している。

　これに対して，２列×６列（以上）の柱穴列ＳＨ１は，その各土坑の規則的分布から現

代の果樹栽培用の掘削坑である可能性は否定しきれないものの，埋土は単純な明茶褐色砂

質土であり，包含している遺物も縄文中期末までにおさまるので，縄文時代の建物跡と考

えている。形態的には，掘り込みを確認できていないことから，平地式だったと思われる。

さて，縄文時代の方形柱穴列は，通常の住居と考えられるものも多くあるようで〔石井

２００７〕，また，本調査区からは，ミニチュア土器や赤色顔料を塗布した土器なども出土して

はいるが，土偶や石棒などは認められない。その一方で，１２３地点の同時期の住居址をはじ

め，縄文時代の西日本の通常の住居に比べると，ＳＨ１では，柱穴は直径も深度も著しく

大きいが，炉を確認できていない。以上のことから，ＳＨ１は，祭祀的な建造物とみなす

必要はないが，通常の住居とは異なる施設と考えるべきかもしれない。

　縄文中期後半の土器　　中世に撹乱を受けているとはいえ，ＳＫ４からは中期後半に位

置づけられる土器しか出土していない。また，ＳＫ１５でも，中期末の北白川Ｃ式が１点出

土するものの，ほかはすべてやはり中期後半の土器ばかりであった。今回の調査で出土し

た３０００余点ほどの縄文土器のうち，中期後半に帰属するものは，前節で述べたように，そ

の３割前後と思われるけれども，この中期後半の土器のうちの有文土器のほとんどは，沈

線を施文する際に半截竹管状工具のみを用いている。そして，数少ない棒状工具施文のも

のは，沈線の太さや撚糸の条の間隔の広さや刺突の位置などから見て，東海地方に主体的

に分布する中富式ないし咲畑式と（Ⅱ６・Ⅱ１６・Ⅱ２３・Ⅱ２７・Ⅱ５３・Ⅱ５４・Ⅱ２９５・Ⅱ２９７・

Ⅱ３０７・Ⅱ３３１），それに併行する未命名のもの（Ⅱ２２）のほかには，里木Ⅱ式の範疇でと
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らえられるのは２点（Ⅱ２８２・Ⅱ３１５）しかない。

　南に近接する１２・１３・１２３地点では，半截竹管状工具による施文のものが多いとはいえ，

棒状工具によるものも一定量は出土している〔中村１９７４ａ・１９７５，清水１９８４〕。一連の遺

跡でこれ程近接しているので，この出土傾向の違いを本調査区との時期差とみなすことは

避けたいが，少なくとも，ＳＫ４のありかたをみると，半截竹管状工具のみによる施文を

しているもので構成される段階が存在するようで，これは，従来の型式学的仮説〔矢野１９９３

など〕を裏づける。そして年代的には，咲畑式ないしはいわゆる里木Ⅲ式の成立以前に位置

づけられる。この段階の遺構一括資料は里木Ⅱ式の分布圏では数少ないが，同様の特徴を

もつ比較資料としては，東では岐阜県戸入村平Ⅱ遺跡１２号住居の床面出土土器と埋設土器

から成る一群を〔板東編２０００〕，西では岡山県津島岡大遺跡第２１次の縄文土坑出土土器群を

〔野崎編２００３〕，それぞれ指摘できる。この後に続くのが咲畑式併行期であり，その時期に

なると併行関係をうかがえる遺構一括出土資料が西日本に点在する〔冨井２００５〕。

　歴史時代の遺跡　　室町時代に埋積した砂取穴は，白川砂の採取を目的として掘削され

た竪穴群で，同様の竪穴群は２２１地点でも確認されている。本調査区の砂取穴群は，基本的

には，緩斜面の下側から斜面上方へと東方に展開している。対象とした洪水砂層の中でも

粒度の大きい粗砂層を狙っているが，その洪水層の砂とシルトとの分布のおよその境界

（図４１の破線）よりも南側にあるＳＫ１・２は，粗砂を効率的には採取できていないと思

われる。調査区北側の竪穴群に対して，試掘的な意味合いをもっていたのかもしれない。

　近世に発生した地震にともなう噴砂の砂脈数条が，この砂取穴の埋土にときおり確認で

きる粗砂の帯状の埋積部から，はしり始めている（図３７）。地震の年代を特定することはで

きなかったが，本調査区から３００�ほど東の本学北部構内東縁も通っている花折断層の活

動によるとされる近世前期の寛文２（１６６２）年の大地震，あるいは，慶長元（１５９６）年の

いわゆる慶長伏見大地震にともなうものと考えている。

　発掘調査および整理調査は，冨井眞と吉江崇が担当し，磯谷敦子・柴垣理恵子・下坂澄

子・長尾玲・坂田千尋・鈴木敬寛・中津香枝・桃井宏和・山本幸二・和田仁明が測量・実

測などの作業にあたった。また以下の方々より有益なご教示を賜りました。末尾ながら，

記して感謝申し上げます。地形・堆積物に関して増田富士雄氏（同志社大学），諏訪浩氏

（本学防災研究所），（故）那須孝悌氏。縄文早期土器に関して矢野健一氏（立命館大学）。
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第４章　京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

伊藤淳史　

　１　調査の概要

　本調査地点は，医学部構内北西辺に位置し，吉田橘町遺跡に含まれる（図版１－３０８・

図７２）。ここに南部総合研究実験棟の新営が計画されたため，予定地の全面２１２５�を，２００３

年１０月６日～２００４年３月８日にかけて発掘調査した。

　これまで医学部構内では多数の調査がおこなわれ，中世を中心に濃密な遺構と遺物のひ

ろがりが知られてきた。なかでも１４３地点では鉄製梵鐘の鋳造遺構がみつかり，鋳型や炉

壁がまとまって出土している。また南接する２７０地点でも，大量の土師器や瓦とともに鉄

滓や焼土塊が多数出土した。よって今回も，こうした鋳造に関わる作業空間も含んだ中世

遺跡のひろがりに十分留意して作業をすすめた。結果，中世の井戸や土器溜，集石遺構が

多数検出され，整理箱１４２箱におよぶ多量の遺物が出土した。しかし，瓦類や鋳造関連遺物

の出土は少なく，鋳造作業をおこなう中世集落としては，縁辺部に当たると判断された。

これは，近世以降の字界に相当する位置に，中世段階にさかのぼる路面や溝，野壺，柵を

構成するようなピットの並びを集中して検出していることからも，裏付けられる。

　なお，発掘調査と出土遺物の整理は伊藤淳史と吉江崇が担当し，ほかに北尾敬子・下坂

澄子・上杉和央・菅野類・鈴木敬寛・松本吉弘・菊地建・坂田千尋・伊藤亜希子が補助し

た。本章は，その結果にもとづき，吉江の協力を得て伊藤がまとめたものである。

図７２　調査地点の位置（左：縮尺１�５００００，右：縮尺１�５０００）



　２　層　　　位

　今回の調査区は，とくに中世以前の堆積層について，東半と西半で層序が異なる。ここ

では，Ｘ＝１３９０ラインに沿って設けた東西畦の北壁（図７３），調査区の東壁（図７４），調査

区西半域の北壁（図７５）の層位を示すことで，東西それぞれの層序について説明する。

　調査区東半の層序（図７３上段・図７４）　 　第２層の灰褐色土は１８世紀以降の近世遺物包

含層，第３層黄灰色土は１６世紀代の遺物を多く含む中世末～近世初頭の遺物包含層であ

り，両層の堆積は調査区全域で確認されている。これらは基本的に耕作土層で，包含遺物

は少量で細片が中心となる。Ｘ＝１３８２付近に南へと下る段差が生じており，堆積が厚くな
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図７３　調査区東西畔（Ｘ＝１３９０ライン）北壁の層位　縮尺１�８０
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層　　　　位

図７４　調査区東壁の層位　縮尺１�８０



る。この南半では２’層とした灰赤褐色土，３’層とした暗黄灰色土がそれぞれ下半に細

分でき，いずれも水田や畠にともない酸化鉄やマンガンが集積した土壌と判断する。

　調査区の東西で相違が著しいのは，それより下層で，東半では，赤みの強い色調の第４

層茶褐色土１，人為的な持ち込みにより堆積したとみられる第５層黄色粘土の順で堆積し

ている。この第５層は，範囲としてはおおむねＹ＝１９２０以東，Ｘ＝１３８０以北にひろがる厚

い粘土層で，場所によっては４０�を超えて堆積する。混じりのない粘土層と，土や遺物が

少量陥入している汚れた粘土層とに細別できる部分もあるが，ほとんどは渾然一体となっ

ており，図上では一括して黄色粘土とした。この粘土層の成因は以下のように推察する。

東半でも北半の一帯を中心として，基盤となっている第８層褐色砂礫の上に第７層の黄灰
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図７５　調査区西半北壁の層位　縮尺１�８０



１０３

色シルト層が堆積し，それを，１３・１４世紀代の遺物を多量に含む第６層茶褐色土２が部分

的に深く抉るように覆って堆積している。おそらくは，中世前半期にこのシルト層をね

らった土の採取が為され，その後埋積したものの不安定な窪地として残っていた範囲に粘

土を搬入して安定をはかったものだろう。東側の７４地点でもこのシルト層を採取したとみ

られる不定形土坑が多数検出されており，この想定を支持する。第５層中の遺物の年代は

１５世紀代を下限としている。１６世紀以降に一帯が耕地化していく様相を考慮すると，その

ための地盤改良であった可能性が高い。

　調査区西半の層序（図７３下段・図７４）　 　表土から黄灰色土までの層序は東半と共通す

る。以下，暗黄灰色土（図７３下段および図７５第４層），茶褐色土２（同第５層）の順で堆

積し，それらには１３～１５世紀代の時間幅の遺物が多数含まれる。これより下位の状況は西

半でも地点により異なっており，調査区中央付近では暗灰褐色土が（図２下段－６層），

西北辺の一帯では黒褐色砂質土が（図７５－第６層），ともに１３世紀代に限られる時期の遺物

包含層や遺構の埋土として堆積している。さらに下層は，シルトやシルト質土，基盤とな

る砂礫層の堆積が確認される。シルトは，砂礫層の窪地状の地点を埋めるように堆積して

いる明るい黄灰色の無遺物層で，調査区西北辺でかなり厚く堆積している（図７５－１１層）。

この上部は土壌化して暗黄灰色のシルト質土となっており（同７層），そこには１３世紀前葉

の遺物が少量包含される。また，それを抉るように白色や淡茶褐色土の砂礫層がレンズ状

に堆積している（同８・９層）。以上より，１２世紀代までには，砂礫層が堆積して調査区

一帯の基盤が形成され，安定した期間を通じてシルトが埋積して地形の起伏が緩和されつ

つあったことがわかる。１３世紀に入って開発の手が及び，以後，包含される遺物の質量か

ら，１５世紀に至るまでが活発なな活動期，とみなすことができる。

　３　古代以前の遺跡

　今回，平安時代以前に比定できる遺構は，小ピットＳＰ１２８に可能性があるものの，その

ほかは全く検出されていない。ただし，微量ではあるが，中世以降の遺構や包含層に混在

する状態で遺物が出土している（図７６）。

　Ⅲ１～Ⅲ１２は縄文土器。Ⅲ１は器壁の薄い口縁部片で，内外ともにＲＬの縄文があり，

外面には細かな爪形文がみられる。Ⅲ２は深浅縄文がめぐる胴部片，Ⅲ３は口唇部付近に

太い沈線のはしる破片，Ⅲ４は内彎する器形の口縁部片で，外面に粗い横位の条線がみら

れる。Ⅲ６の口縁部は沈線が，Ⅲ７の胴部片はＲＬ縄文が施されるようだが，摩滅が著し

古代以前の遺跡



く，細部は不詳。Ⅲ８は，ＲＬ縄文を弧状の沈線で囲った磨消縄文モチーフ。Ⅲ９は粗製

深鉢頸部，Ⅲ１０は巻貝の圧痕がのこる波状口縁頂部，Ⅲ１１は浅い凹線がはしる胴部片。こ

のⅢ１０・Ⅲ１１は，角閃石を多量に含む胎土で暗茶褐色を呈し，同一個体の可能性がある。Ⅲ

１２は刻み目突帯が貼り付けられる口縁部片。以上のうちⅢ１・Ⅲ２・Ⅲ４・Ⅲ８は縄文中

期，Ⅲ３・Ⅲ５～Ⅲ７・Ⅲ９～Ⅲ１１は同後期，Ⅲ１２は同晩期の所産だろう。

　Ⅲ１３～Ⅲ１７は弥生土器。Ⅲ１３は受口状に立ち上がる口縁部，Ⅲ１４はゆるやかに外反する

口縁部で，ともに内外に粗い刷毛調整がみられる。中期後葉の甕であろう。Ⅲ１５はこぶり

の台部，Ⅲ１６は浮文や竹管文を施した口縁部，Ⅲ１７は器壁の薄い底部。Ⅲ１５は時期不詳，

Ⅲ１６・Ⅲ１７は後期末～庄内期の所産だろう。

　Ⅲ１８～Ⅲ２０は古墳時代・古代の須恵器。Ⅲ１８はⅢ１９２０の短頸壺は，調査区東辺の小ピッ

トＳＰ１２８から破片がまとまって出土した。口縁部破片と完存する胴部は接合点がないも

のの，図上で復元可能である。丸みを帯びた底部付近は回転ヘラ削り調整され，長い１本

線のヘラ記号がある。器形から６～７世紀代に比定すべきものと考える。破片は摩滅して

おらず，また，ピット内からこのほかに遺物は出土していないことから，その時期の遺構

が遺存していた可能性がある。

　４　中世の遺跡

　� 遺　　　構（図版２１～２５，図７７～８２，表１）

　中世の遺跡については，南隣の２７０地点での報告に際して採用した，出土土師器皿の様相

にもとづく大別４段階区分をここでも採用するが〔伊藤２００３〕，暦年代の比定は若干修正し

ている。以下にあらためて略述する。

　中世Ⅰ期　　おおむね１３世紀前半。二段撫で手法を少量含みつつ，一段撫で手法Ｄ３類

及びＤ５類が主体となる。白色の椀類は出現していない。平安京・中世京都の土器編年〔小

森・上村１９９６〕（以下，京編年と略記）ではⅤ期新～Ⅵ期古段階に相当する様相で，暦年で

は１１８０～１２１０年の年代観が与えられている。

　中世Ⅱ期　　１３世紀後半。一段撫で手法Ｄ類に加えてＥ１類が組成するようになる。少

量の白色椀類が組成するが，凹み底を呈するものは無い。京編年ではⅥ期新～Ⅶ期古

（１２７０～１３００年）に相当する。

　中世Ⅲ期　　１４世紀～１５世紀前半まで。一段撫で手法Ｅ類の各種に，凹み底も含めた各

種の白色椀類が組成する。Ｅ類の様相から古・新に細別できる。京編年ではⅦ期新～Ⅷ期
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図７６　古代以前の遺物（Ⅲ１～Ⅲ１２縄文土器，Ⅲ１３～Ⅲ１７弥生土器，Ⅲ１８～Ⅲ２１須恵器）　 縮尺１�３
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新段階（１３６０～１４４０年）に相当する。

　中世Ⅳ期　　１５世紀後半以降。一段撫で手法Ｆ類が主体。見込みに圏線をともなう皿類

は出現する前の段階まで。京編年のⅨ期（１４４０～１５００年）に相当する。

　なお，前節で報告した黄灰色土層は，以上に後続する京編年のⅩ期古・中段階（１５００～

１５５０年）とみられる土師器片を多く含みつつ，１７・１８世紀代に下る時期の遺物が散見され

る様相であった。ただし近世の遺構はこの検出される。上面で本来的には１６世紀代の堆積

層で，それ以後の耕作の対象となり一部撹拌されたものと解釈しておきたい。

　中世Ⅰ期の遺構　　この時期の遺構の占める割合は高くない。西半部に浅い溝が北西－

南東方向にはしるほかは，小規模な土坑および土器溜まりが中心である。これらの遺構の

埋土は，東半では茶褐色土２，西半ではおもに黒褐色土や暗灰褐色土などであるが，西北部

では，暗黄灰色のシルト質土にこの時期の遺物が含まれていた。溝ＳＤ８５はこのシルト質

土を埋土とする。

　なお，路面ＳＦ１については，西北隅付近において，基盤の砂礫層上面に硬化した部分

が認められること，溝や土坑などの並びがそれに沿うように北西－南東方向を示すことか

らから，すでにこの時期から存在したものと想定している。ＳＤ１も，最下層にはこの時

期の遺物が含まれており，当初からＳＦ１と並行してはしっていた可能性が高いと考え

る。ただし，南部や東部において，この時期に帰属するこれらの延長部は確認されなかっ

た。これらＳＦ１とＳＤ１については，調査区西壁と南壁の該当部分の層位を図８に示し

た。西壁では，基盤層から幾層も路盤を構成する硬化層が見いだせ，またＳＤ１も中世に

さかのぼる下層溝の存在が確認できる。しかし南壁では，ＳＦ１の路盤層は１枚のみであ

り，ＳＤ１は近世段階のものしか確認できない。

　中世Ⅱ期の遺構　　調査区全域に各種の遺構が展開する。とくに西北部一帯は密度が濃

く，大規模な集石遺構ＳＸ１４・２０や土器溜の間を縫うように北西－南東方向に溝ＳＤ５８～

６１などがはしる。中央部付近には土器溜と土坑がまとまるが，東半では，そうした遺構は

希薄となり，シルトを採取したと思われる落ち込みや井戸などがひろがっている。

　路面ＳＦ１については，前段階と同様に，硬化面は西北隅の一角でしか確認できていな

いが，西北部一帯にはしる溝の方向性から，存在したものと推察する。そして，東部南半

付近には，柱穴ピットが西北西－東南東方向に並ぶようすが確認され，柵状の遺構が存在

したことがわかる。これと並行して南側が帯状に遺構の空白地となっており，本来路面Ｓ

Ｆ１がはしっていたものと推察される。
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　中世Ⅲ期の遺構　　この時期の遺構は，Ｙ＝１９００以東に偏っている。大規模な溝状遺構

が構成の中心となり，土坑と集石，土器溜が主体であった前段階までとは様相が大きく異

なる。南北にはしるＳＤ５３は，幅３�深さ１�前後をはかる浅く幅広い溝で，中層からは

完形の平瓦や丸瓦が貼り付くようにして出土している。調査区南辺に至るまでに浅くなっ

て立ち上がることから，路面ＳＦ１の北側で途切れていたことがわかる。東西にはしるＳ

Ｄ５７は，幅・深さとも２�前後をはかる断面Ｕ字形のしっかりとした溝で，濠としての機

能を想起せる。しかし，Ｙ＝１９３０付近で垂直に近く立ち上がって途切れている。ＳＤ５４

は，西北西－東南東方向にはしりつつ調査区東辺で北側へ屈曲する様相がうかがえる大溝

で，最大で幅２．５�深さ１．５�程度をはかる断面Ｕ字形の溝。この南側に古溝ＳＤ５６，集石

ＳＸ２８が平行してはしり，おそらくは路面ＳＦ１のはしる方向と一致していたのだろう。

いずれも，西側ではＳＤ５３に至るまでに途切れていることから，この段階ではＹ＝１９２０付

近の南北ラインが土地区画上の有意なものであったことが予測される。

　路面ＳＦ１は，調査区南半でも，礫を敷き詰めて白色砂とともに叩き締めた明瞭な路面

として確認されるほか，これに南接して集石ＳＸ２～１０が密に並んでいる。ＳＸ１２は今回

唯一確認された小規模な瓦溜である。

　中世Ⅳ期の遺構　　調査区中央付近から東部にかけて，Ｘ＝１３８０付近を東西に列を成す

ように，径１�前後深さ３０～５０�程度の円形の掘り込みが総数４３基が密集して検出され

た。とくにＹ＝１９００付近は密集しており，黄色粘土層を切って作られる東半部ではややま

ばらとなる。いずれも黄灰色土を埋土とし，遺物の出土はきわめて少ない。形状から見て

木桶を設置した野壺の遺構と考えられるが，相互の切り合いや拡張が著しいので，同時に

存在にしていたのは４～５基程度ではないかと考える。調査区中央付近では，この中世野

壺群の北側に，石垣ＳＸ１が東西方向に長さ２０�程度検出されている。北から南へと１�

程度下るような段差部分に不揃いな川原石を積み上げただけの構造である（図版２１）。崖の

崩落によって野壺が埋まることから保護するためか，野壺でおこなう作業と何らかの関連

があるのか，機能をいずれとも比定しがたいけれども，黄灰色土により埋積しているので，

野壺群と同時期の遺構である可能性が高い。近世の井戸ＳＥ２により破壊されているの

で，１８世紀までには役目を終えていたものといえる。

　以上のほかには，前時期から継続して機能していたとみられる路面ＳＦ１，溝ＳＤ１，鋤

溝とみられる幅２０�程度のごく浅い溝が若干検出されているにとどまる。耕作地となった

中世末期の景観を彷彿とさせる様相である。なおＳＦ１については，平面的には削平され

中　世　の　遺　跡
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図７７　中世遺構の時期別配置（その１）　 縮尺１�６００
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図７８　中世遺構の時期別配置（その２）　 縮尺１�６００
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表１　中世井戸一覧表

図７９　ＳＤ１・ＳＦ１付近の層位　縮尺１�８０
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図８０　井戸ＳＥ５５・ＳＥ５９・ＳＥ６２・ＳＥ６３　縮尺１�４０



検出されなかったが，Ｙ＝１８９５付近で南へと分岐する路面が存在したことが南壁の層位で

は確認でき（図７９下段），その延長は南接する２７０地点でも確認されている。

　中世の井戸　　以上のうち，中世Ⅰ～Ⅲ期には，井戸として１２基を検出している。井戸

でない可能性もあるＳＥ５８を除くとすべて石組の井筒をもち，埋積後の上面が集石や土器

溜になっていたものが多い。ＳＥ５３は，水溜の外周を軒平瓦と平瓦を垂直に立てて囲う特

異な構造をもつ点，注意される（図版２４－４）。ＳＥ６１は，石組の石材に花崗岩の五輪塔
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図８１　井戸ＳＥ５３・ＳＥ６１　縮尺１�４０
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地輪を転用したものが含まれていた。また，石組の井筒下側からは，横板を組んだ構造の

井戸側（横板井籠組〔宇野１９８２〕）を構築していたことを示すように，鉄釘がそれぞれ打

ち込まれた原位置をとどめて検出された。これら中世井戸の属性は表１に，平面図・断面

図を図８０～８２にまとめて示した。
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図８２　井戸ＳＥ５４　縮尺１�４０



　� 遺　　　物（図版２６～３０，図８３～１２６）

　中世の遺物の大半は土器であり，なかでも土師器皿・椀類がほとんどである。量の確保

される遺構出土品については，口縁部計測法により種類別の個体数を算出した。ここでは

まずそれらの結果を総覧し，時期別の傾向を確認したうえで，遺構出土遺物，そして包含

層出土遺物，の順で呈示する。なお，ＳＥ５３・ＳＤ５３・ＳＸ１２出土の瓦類は，その後にひ

きつづいてまとめている。

　中世Ⅰ期の様相（図８３上・中段）　 　出土量の多い遺構は少なく，ＳＫ１６・ＳＫ３０の２

つの遺構を計測できたにとどまる。口縁部形態では二段撫で手法Ｃ類が半ば前後を占め，

法量では１０�台と１５�台以上が中心となる。白色系の鋺類は組成しない。

　中世Ⅱ期の様相（図８３下段）　 　Ⅰ期と同様に出土量の少ない遺構が主体であり，計測

できたのはＳＫ１３の上層のみにとどまる。白色の鋺類は微量出現しているが，ほとんどが

褐色や赤褐色を呈する（図中では赤色系と表記）一段撫で手法Ｄ類およびＥ１類であり，

８～９�台と１２�台に法量の中心がある。ＳＫ１３上層の場合Ｄ６類が主体であったが，そ

れ以外の遺構ではＤ３類やＤ５類も目立つ。

　中世Ⅲ期の様相（図８４～８７）　 　計測できた遺構は多数にのぼる。法量の小型化が資料

の遺存に影響しているとも言えるが，この段階に土師器の大量廃棄遺構が最も目立ってい

ることは確かである。白色系の鋺類の占める比率は，２割程度から８割程度までばらつき

がある。２割程度の組成であるＳＫ２５では，赤色系の土師器の過半はＤ類であり，Ｅ類は

少ない。また白色系の土器でも皿類が目立ち，白色系固有の器形といえる鋺類は，法量の

大きなものが主体である。中世Ⅲ期のなかでも最も古い様相の状況ととらえたい。ＳＫ７

についても，白色系の椀類は２割強の比率であるが，赤色系土師器の主体はＥ１類であり，

ＳＫ２５とは様相を違えている。ただし白色系椀類の法量は，小型のものは少量で１１～１２�

台を中心としている。これら以外の遺構はおおむね白色系椀類が半ば以上を占めているも

ので，赤色系についてもほとんどがＥ１～Ｅ３類で占められている。法量では椀・皿類とも

７�と１１�前後に小型化しており，とりわけ椀類は小型品が顕在化している。以上より，

白色系椀類の占める比率の多寡は，ある程度は赤色系土師器の型式差に対応しており，時

間差を反映しているとみなして良かろう。

　中世Ⅳ期については，ほとんどが古～新の混在する包含層資料から抽出されるものであ

り，量も少ないため計量していない。遺跡一帯が耕地化しているという事情とともに，儀

礼的大量廃棄という土師器の取り扱われ方も，変化している可能性もあるだろう。
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図８３　ＳＫ３０・ＳＫ１６・ＳＫ１３出土土師器計測結果（口縁部計測法による・括弧内は個体数）
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図８４　ＳＫ２５・ＳＸ１８出土土師器計測結果（口縁部計測法による・括弧内は個体数）
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図８５　ＳＫ７・ＳＫ２７出土土器計測結果（口縁部計測法による・括弧内は個体数）



１１８

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図８６　ＳＫ２８・ＳＸ３２出土土師器計測結果（口縁部計測法による・括弧内は個体数）
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図８７　ＳＤ５７出土土器計測結果（口部縁計測法による・括弧内は個体数）



　それでは，以下おおむね中世Ⅰ期とみられる遺構単位の資料から順に呈示していく。

　ＳＫ１２出土遺物（Ⅲ２２～Ⅲ３５）　 　すべて土師器皿類。小型の皿は二段撫で手法で仕上

げるものが目立つ。

　ＳＫ１３出土遺物（Ⅲ３６～Ⅲ７２）　 　いずれも土師器を中心とするが，上層と下層で様相

が異なる。下層は二段撫で手法の製品が大小の皿類とも目立つ。Ⅲ５３は底部外面に墨書を

もつが，断片化しており判読できない。上層については計測結果を図１２に示したが，Ⅲ７０

のような白色系椀類が微量組成する。Ⅲ７２は外面が淡黄緑色に施釉される灰白色胎土の製

品で，いわゆる「土製円塔」などと呼ばれているものに相当しよう。鍔の部分は欠失する。

京都大学構内遺跡でも医学部・病院構内や本部構内の中世遺跡で出土している。

　ＳＫ１４出土遺物（Ⅲ７３～Ⅲ８６）　 　完形で出土した滑石製石鍋Ⅲ８６が注目される。

　ＳＫ１５出土遺物（Ⅲ８７）　 　完形の土師器甕Ⅲ８７が単独で出土した。丸底で扁平な胴部

に短く外反する口縁部をもち，明るい黄褐色を呈する。外面には粗い指撫で痕や粘土紐接

合線が残されるが，内面は上半を回転横撫でして薄く丁寧に仕上げている。質感から中世

前半期の製品と想定されるが，類例を知らない。

　ＳＫ１６出土遺物（Ⅲ８８～Ⅲ１０８）　 　すべて赤色系の土師器皿類。計測結果で示したよ

うに二段撫で手法Ｃ類が主体で，中世Ⅰ期のまとまった資料である。

　ＳＫ３０出土遺物（Ⅲ１０９～Ⅲ１２５土師器）　 　ＳＫ１６と同様，Ｃ類主体で中世Ⅰ期のまと

まった資料である。

　ＳＰ６５３出土遺物（Ⅲ１２６～Ⅲ１３２）　 ＳＫ１６に隣接して検出された小ピット内からまと

まって出土した一群。Ｃ類を主体とする残りの良い資料である

　ＳＫ１７出土遺物（Ⅲ１３３～Ⅲ１３５）　 　少量のＣ類・Ｄ類土師器皿類が出土している。

　ＳＫ１８出土遺物（Ⅲ１３６～Ⅲ１４０）　 　Ｄ類の土師器皿類のほかに，土師器羽釜Ⅲ１３９と龍

泉窯系青磁椀Ⅲ１４０が出土している。

　ＳＫ１９出土遺物（Ⅲ１４１～Ⅲ１４８）　 　やはりＤ類土師器皿類でまとまっているほか，内

外に墨書が施された白色系土器の蓋Ⅲ１４８がある。墨書の内容は判読できない。

　ＳＫ２１・２２・ＳＸ３４・３６出土遺物（Ⅲ１４９～Ⅲ１６８）　 　いずれの遺構も，Ｄ類の土師器

皿類主体で少量のＣ類が混じる程度の内容をもつ。

　ＳＤ５５・６２・６４・８１・８３～８５出土遺物（Ⅲ１６９～Ⅲ２０８）　 　土師器皿については，上掲

した遺構の出土品と同じ様相を示す。このほかに，三足付瓦器羽釜Ⅲ２０６，東播系須恵器の

甕の口縁部Ⅲ２０７がある。
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図８８　ＳＫ１２出土遺物（Ⅲ２２～Ⅲ３５土師器），ＳＫ１３下層出土遺物（Ⅲ３６～Ⅲ６０土師器），ＳＫ１３上層
出土遺物（Ⅲ６１～Ⅲ７１土師器，Ⅲ７２緑釉陶器）



　ＳＥ５９・ＳＥ６２出土遺物（Ⅲ２０９～Ⅲ２１３）　 　これらの井戸からは，少量の遺物しか出

土していないが，土師器皿類はＤ類を主体としており，ほかに白磁の椀や合子Ⅲ２１０・Ⅲ２１１

がある。

　続いて，中世Ⅱ期以降とみられる遺構出土資料群を呈示する。土師器皿類が大半を占め

ていた中世Ⅰ期までとは異なり，総じて陶磁器類や瓦器類の組成も目立つようになる。

　ＳＫ２４出土遺物（Ⅲ２１４～Ⅲ２５７）　 　一段撫で手法Ｅ類の皿Ⅲ２１４・Ⅲ２１５に加えて白色

の椀Ⅲ２１６が加わり，大型の瓦器盤の破片Ⅲ２１７もある。

　ＳＸ１４・２０・２４・３３・３７出土遺物（Ⅲ２１８～Ⅲ２５７）　 　Ｅ類の土師器皿類と白色系の椀

類が少量ともなう内容の資料である。椀類は小型品はまだほとんど見られない。ＳＸ３３で

は，Ⅲ２４２は土師器皿Ｄ６類で，瓦器羽釜Ⅲ２４３の内面底部に伏せた状態で貼り付くように

して出土した。埋納遺構であった可能性がが十に考えられるが，これら２点以外に埋土の

１２２

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図８９　ＳＫ１４出土遺物（Ⅲ７３～Ⅲ８０土師器，Ⅲ８１･Ⅲ８２白磁，Ⅲ８３青磁，Ⅲ８４灰釉系陶器，Ⅲ８５瓦器，Ⅲ
８６石鍋）ＳＫ１５出土遺物（Ⅲ８７土師器）



１２３

中　世　の　遺　跡

図９０　ＳＫ１６出土遺物（Ⅲ８８～Ⅲ１０８土師器），ＳＫ３０出土遺物（Ⅲ１０９～Ⅲ１２５土師器），ＳＰ６５３出土
遺物（Ⅲ１２６～Ⅲ１３２土師器），ＳＫ１７出土遺物（Ⅲ１３３～Ⅲ１３５土師器）



１２４

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図９１　ＳＫ１８出土遺物（Ⅲ１３６～Ⅲ１３９土師器，Ⅲ１４０青磁），ＳＫ１９出土遺物（Ⅲ１４１～Ⅲ１４８土師器），
ＳＫ２１出土遺物（Ⅲ１４９・Ⅲ１５０土師器），ＳＫ２２出土遺物（Ⅲ１５１～Ⅲ１５７土師器），ＳＸ３４出土
遺物（Ⅲ１５８～Ⅲ１６０土師器），ＳＸ３６出土遺物（Ⅲ１６１～Ⅲ１６８土師器）



１２５

中　世　の　遺　跡

図９２　ＳＤ５５出土遺物（Ⅲ１６９～Ⅲ１８０土師器），ＳＤ６２出土遺物（Ⅲ１８１～Ⅲ１８５土師器），ＳＤ６４出土
遺物（Ⅲ１８６砥石，Ⅲ１８７・Ⅲ１８８土師器），ＳＤ８１出土遺物（Ⅲ１８９～Ⅲ１９８土師器，Ⅲ１９９白磁），
ＳＤ８３出土遺物（Ⅲ２００～Ⅲ２０１土師器），ＳＤ８４出土遺物（Ⅲ２０２～Ⅲ２０５土師器，Ⅲ２０６瓦器，
Ⅲ２０７須恵器）ＳＤ８５出土遺物（Ⅲ２０８土師器），ＳＥ５９出土遺物（Ⅲ２０９土師器，Ⅲ２１０白磁），
ＳＥ６２出土遺物（Ⅲ２１１・Ⅲ２１２土師器，Ⅲ２１３白磁）



１２６

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図９３　ＳＫ２４出土遺物（Ⅲ２１４～Ⅲ２１６土師器，Ⅲ２１７瓦器），ＳＸ１４出土遺物（Ⅲ２１８～Ⅲ２２６土師器，
Ⅲ２２７・Ⅲ２２８灰釉系陶器，Ⅲ２２９白磁，Ⅲ２３０・Ⅲ２３１瓦器，Ⅲ２３２黄釉陶器，Ⅲ２３３砥石），ＳＸ２０
出土遺物（Ⅲ２３４～Ⅲ２３６土師器，Ⅲ２３７白磁），ＳＸ２４出土遺物　（Ⅲ２３８～Ⅲ２４０土師器，Ⅲ２４１
瓦器），ＳＸ３３出土遺物（Ⅲ２４２土師器，Ⅲ２４３瓦器），ＳＸ３７出土遺物（Ⅲ２４４～Ⅲ２５７土師器）



１２７

中　世　の　遺　跡

図９４　ＳＤ５８下層出土遺物（Ⅲ２５８～Ⅲ２６４土師器），ＳＤ５８上層出土遺物（Ⅲ２６５～Ⅲ２６８　土師器），
ＳＤ６１出土遺物（Ⅲ２６９～Ⅲ２７８土師器），ＳＤ６８出土遺物（Ⅲ２７９・Ⅲ２８０土師器，Ⅲ２８１・Ⅲ２８２瓦
器，Ⅲ２８３須恵器），ＳＤ８０出土遺物（Ⅲ２８４～Ⅲ２８６土師器），ＳＤ８２出土遺物（Ⅲ２８７・Ⅲ２８８
土師器），ＳＥ５６出土遺物（Ⅲ２８９・Ⅲ２９０土師器，Ⅲ２９１瓦器），ＳＥ５７出土遺物（Ⅲ２９２土師器），
ＳＥ６３出土遺物（Ⅲ２９３～Ⅲ３０３土師器，Ⅲ３０４青磁），ＳＥ６４出土遺物（Ⅲ３０５～Ⅲ３０７土師器）



水洗しても何ら出土物は無く，確証を得ることができなかった。

　ＳＤ５８出土遺物（Ⅲ２５８～Ⅲ２６８）　 　土師器皿類では，下層出土品がＤ類を主体とし，

上層にはＥ類も含まれる。また上層にはⅢ２６８のような小型の白色系椀が混じっており，

明らかに時期が下る。

　ＳＤ６１・６８・８０・８２出土遺物（Ⅲ２６９～Ⅲ２８８）　 　いずれの遺構も，土師器皿類ではＤ

類とＥ類が混在し，白色系椀類が若干量組成する。小型の椀類はまだ目立たない。

　ＳＫ２５出土遺物（Ⅲ３０８～Ⅲ３３８）　 　計測結果においても示したように，土師器皿類で

はＤ類が主体を占め，大小の白色系椀類が少量組成する資料である。小型の椀は底部は凹

まない。Ⅲ３３５・Ⅲ３３６は俗に塩壺と呼ばれている鉢形の土師器で，外面に粘土紐の積み上

１２８

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図９５　ＳＫ２５出土遺物（Ⅲ３０８～Ⅲ３３６土師器，Ⅲ３３７・Ⅲ３３８瓦器）



１２９

げ痕を明瞭に残す。この種の器形の土器としては比較的後出のものといえる。Ⅲ３３８の瓦

器椀は，見込みの暗文は密度の薄くなっている。

　ＳＸ２～６・１０出土遺物（Ⅲ３３９～Ⅲ３５９）　 　調査区南半を東西にはしるＳＦ１に沿っ

て形成された集石群にともなう遺物である。土師器皿類はＥ類を主体としておりＤ類は少

量である。白色系椀類Ⅲ３４３～Ⅲ３４５・Ⅲ３５７は，量的には多いが小型品は乏しい。おおむね

中世Ⅲ期の古い様相といえる。Ⅲ３４７は龍泉窯系青磁椀，Ⅲ３５１は灰釉系陶器三筋壺であ

る。Ⅲ３５９は灰釉系陶器の椀で，高台の接地面には籾殻圧痕が著しい。

　ＳＫ７出土遺物（Ⅲ３６０～Ⅲ３９４）　 　計測結果が示すように，土師器皿類Ｅ類が主体を

占める大量出土遺構である。白色系の椀類は皿類に対して３割程度の比率である。また，

Ⅲ３８８のような，黄白色を呈する小型の片口椀も組成する。土師器以外の瓦器や陶磁器類

も多く出土しているのがこの遺構の特徴である。Ⅲ３８９は，見込みに暗文による花文を施

図９６　ＳＸ２出土遺物（Ⅲ３３９～Ⅲ３４５土師器），ＳＸ３出土遺物（Ⅲ３４６土師器，Ⅲ３４７青磁），ＳＸ４
出土遺物（Ⅲ３４８・Ⅲ３４９土師器，Ⅲ３５０瓦器，Ⅲ３５１灰釉系陶器），ＳＸ５出土遺物（Ⅲ３５２土師
器，Ⅲ３５３・Ⅲ３５４瓦器，Ⅲ３５５青磁），ＳＸ６出土遺物（Ⅲ３５６～Ⅲ３５８土師器），ＳＸ１０出土遺
物（Ⅲ３５９灰釉系陶器）

中　世　の　遺　跡



１３０

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図９７　ＳＫ７出土遺物（Ⅲ３６０～Ⅲ３８８土師器，Ⅲ３８９～Ⅲ３９１瓦器，Ⅲ３９２灰釉系陶器，Ⅲ３９３須恵器，
Ⅲ３９４白磁），ＳＫ６出土遺物（Ⅲ３９５須恵器）



１３１

す輪花椀で，外面には流麗な墨書があるが判読できない。

　ＳＫ６出土遺物（Ⅲ３９５）　 　Ⅲ３９５は東播系須恵器摺鉢の口縁部片。ＳＫ７出土のⅢ

３９４に比して，端部が肥厚してしっかりと上方にたちあがる特徴をもつ。

　ＳＫ８出土遺物（Ⅲ３９６～Ⅲ４２０）　 　Ｅ類の皿類と白色系の椀類が組成する資料だが，

後者については小型品が目立つ。これらの底部の凹みはそれほど顕著ではない。Ⅲ４１４は，

中　世　の　遺　跡

図９８　ＳＫ８出土遺物（Ⅲ３９６～Ⅲ４１５土師器，Ⅲ４１６～Ⅲ４１８瓦器，Ⅲ４１９・Ⅲ４２０青磁），ＳＫ９出土
遺物（Ⅲ４２１～Ⅲ４２５土師器，Ⅲ４２６砥石），ＳＫ１１出土遺物（Ⅲ４２７～Ⅲ４３２土師器）



１３２

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図９９　ＳＫ２７出土遺物（Ⅲ４３３～Ⅲ４５１土師器，Ⅲ４５２須恵器，Ⅲ４５３陶器），ＳＫ２８出土遺物（Ⅲ４５４～
Ⅲ４６８土師器，Ⅲ４６９瓦器），ＳＫ２９出土遺物（Ⅲ４７０～Ⅲ４７５土師器）



１３３

図１００　ＳＫ３１出土遺物（Ⅲ４７６～Ⅲ４９１土師器，Ⅲ４９２瓦器，Ⅲ４９３・Ⅲ４９４白磁），ＳＫ３２出土遺物（Ⅲ
４９５～Ⅲ５００土師器），ＳＸ１２出土遺物（Ⅲ５０１土師器），ＳＸ１５出土遺物（Ⅲ５０２～Ⅲ５０９土師器），
ＳＸ１６出土遺物（Ⅲ５１０・Ⅲ５１１土師器，Ⅲ５１２青磁，Ⅲ５１３砥石），ＳＸ１７出土遺物（Ⅲ５１４～
Ⅲ５２６土師器，Ⅲ５２７須恵器）

中　世　の　遺　跡



１３４

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１０１　ＳＸ１８出土遺物（Ⅲ５２８～Ⅲ５３８土師器），ＳＸ２１出土遺物（Ⅲ５３９土師器），ＳＸ２２出土遺物
（Ⅲ５４０～Ⅲ５７０土師器，Ⅲ５７１瓦器），ＳＸ２３出土遺物（Ⅲ５７２～Ⅲ５８７土師器）　 Ⅲ５７１のみ縮
尺１�８，ほか縮尺１�４



１３５

図１０２　ＳＸ２５出土遺物（Ⅲ５８８～Ⅲ５９４土師器），ＳＸ２７出土遺物（Ⅲ５９５～Ⅲ６０３土師器，Ⅲ６０４・Ⅲ
６０５瓦器，Ⅲ６０６・Ⅲ６０９須恵器，Ⅲ６０７・Ⅲ６０８灰釉系陶器）　 Ⅲ６０９は縮尺１�８，ほか縮尺１�４

中　世　の　遺　跡



Ⅲ３８８と同様な片口をもつ椀となる可能性がある。Ⅲ４１５は，Ⅲ４１４と同質の黄白色の精良

な胎土をもつ土師器羽釜で，実用品と言うよりミニチュアととらえるべきか。

　ＳＫ９・１１出土遺物（Ⅲ４２１～Ⅲ４３２）　 　いずれも少量の土師器椀・皿類がまとまって

いた土坑の出土資料で，白色系椀類の比率が高い。

　ＳＫ２７～２９出土遺物（Ⅲ４３３～Ⅲ４７５）　 　ＳＫ２７は，計測結果に示すように，土師器の

１３６

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１０３　ＳＸ２８出土遺物（Ⅲ６１０・Ⅲ６１１土師器，Ⅲ６１２瓦器），ＳＸ２９出土遺物（Ⅲ６１３瓦器），ＳＸ３０
出土遺物（Ⅲ６１４～Ⅲ６２１土師器），ＳＸ３１出土遺物（Ⅲ６２２土師器），ＳＸ３２出土遺物（Ⅲ６２３
～Ⅲ６４２土師器）



１３７

椀・皿類が大半を占める。白色系椀類の比率が若干高く，Ⅲ４４７～Ⅲ４４９のよな極小の受皿

が多く出土している。赤色系の皿類では，Ⅲ４３９が特異で，厚手の器壁をもち，丸みを帯び

て上方に立ち上がる口縁部は，撫でにより短く外反する。京都産ではないと思われる。Ⅲ

４４１は土師器皿の底部外面に絵画状の墨書が施されている破片である。Ⅲ４５１は回転糸切り

痕をもつ土師器。Ⅲ４５３は陶器壺の胴部。外面には櫛描文を施し，淡緑色の釉が掛かる。

国産ではなく輸入陶器だろう。ＳＫ２８・２９の出土品は土師器椀・皿類でまとまるもので，

白色系椀類の占める比率がきわめて高い。

　ＳＫ３１出土遺物（Ⅲ４７６～Ⅲ４９４）　 　土師器皿類では，Ⅲ４７６・Ⅲ４７７・Ⅲ４８１のように

わずかにＤ類がまじるものの，Ｅ類が主体となる。ただし，比率としては白色系椀類の割

合が高い。Ⅲ４９２は瓦器で，口縁が内彎する鉢状の特異品である。Ⅲ４９３・Ⅲ４９４は白磁口禿

の皿。

　ＳＫ３２出土遺物（Ⅲ４９５～Ⅲ５００）　 　白色系椀類の小型品がややまとまっている。

　ＳＸ１２・１５～１７出土遺物（Ⅲ５０１～Ⅲ５２７）　 　小型の白色系椀類品を中心に出土してい

るが，ＳＸ１７は赤色系の土師器皿Ｅ類の小型品が多数を占めている。

　ＳＸ１８・２１～２３出土遺物（Ⅲ５２８～Ⅲ５８７）　 　いずれも土師器椀・皿類がほとんどをだ

が，ＳＸ１８・２３では白色系椀類が，ＳＸ２１・２２は赤色系の土師器皿のＥ類が多数を占める

といった組成に違いがある。Ⅲ５５２は，口縁部に焼成後の抉りを施している。Ⅲ５７１は口径

４０�を超える大型の瓦器羽釜。多数の破片がまとまって出土した。

　ＳＸ２５・２７出土遺物（Ⅲ５８８～Ⅲ６０９）　 　ＳＸ２５は土師器椀皿類が少量出土しているの

みだが，ＳＸ２７は，瓦器や陶磁器類を多数まじえた内容をもつ。土師器皿類のうち，Ⅲ

５９９・Ⅲ６００は短く斜めに立ち上がる口縁部をもつ異質な製品で，Ⅲ４３９などと同種の非京都

産の土師皿と思われる。Ⅲ６０９は東播系須恵器の大型甕で，口縁と底部を欠いた胴部のみ

がほぼ完存する。焼成が甘く，暗灰白色を呈する。

　ＳＸ２８～３２出土遺物（Ⅲ６１０～Ⅲ６４２）　 　ＳＸ３１出土のⅢ６２２は，外面に粘土紐の接合痕

を明瞭にとどめる厚手の皿形土器。特異な器形だが，特徴は，Ⅲ３３５やⅢ３３６のようないわ

ゆる塩壺と呼ばれている製品と一致し，その系譜でとらえられよう。Ⅲ６２９は大きく湾曲

した土師器の小皿。きわめて薄手でほかの皿類と質感が異なる。

　ＳＤ５３・５４・５６出土遺物（Ⅲ６４３～Ⅲ６９４）　 　Ｅ類の土師器皿と白色系椀類の凹み底の

小型品を中心に，多様な資料が出土している。

　ＳＤ５７出土遺物（Ⅲ６９５～Ⅲ７４３）　 　計測結果に示したように，Ｅ類の土師器皿と白色

中　世　の　遺　跡



１３８

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１０４　ＳＤ５３出土遺物（Ⅲ６４３～Ⅲ６５８土師器，Ⅲ６５９灰釉系陶器），ＳＤ５４出土遺物（Ⅲ６６０～Ⅲ６８５
土師器，Ⅲ６８６・Ⅲ６８７瓦器，Ⅲ６８８～Ⅲ６９０灰釉系陶器，Ⅲ６９１白磁），ＳＤ５６出土遺物（Ⅲ６９２・
Ⅲ６９３土師器，Ⅲ６９４瓦器）



１３９

中　世　の　遺　跡

図１０５　ＳＤ５７出土遺物（Ⅲ６９５～Ⅲ７４２土師器，Ⅲ７４３白磁），ＳＤ６６出土遺物（Ⅲ７４４陶器），ＳＤ６７
出土遺物（Ⅲ７４５・Ⅲ７４６土師器，Ⅲ７４７白磁）



１４０

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１０６　ＳＤ７６出土遺物（Ⅲ７４８～Ⅲ７５６土師器），ＳＤ７７出土遺物（Ⅲ７５７・Ⅲ７５８土師器），ＳＤ７８出
土遺物（Ⅲ７５９～Ⅲ７６０土師器），ＳＤ７９出土遺物（Ⅲ７６１・Ⅲ７６２土師器），ＳＥ５３出土遺物（Ⅲ
７６３～Ⅲ７７１土師器，Ⅲ７７２・Ⅲ７７３瓦器，Ⅲ７７４陶器），ＳＥ５４出土遺物（Ⅲ７７４～Ⅲ７７８土師器，
Ⅲ７７９瓦器，Ⅲ７８０陶器），ＳＥ５５出土遺物（Ⅲ７８１土師器）



１４１

系椀類が大量に出土している。ただし，西端付近のみから，Ⅲ６９５からⅢ６９８といった二段

撫で手法も含む皿類をまとまって得ており，先行する何らかの遺構の資料が混在したもの

とみられる。

　ＳＤ６６・６７出土遺物（Ⅲ７４４～Ⅲ７４７）　 　Ⅲ７４４は常滑産かとみられる大型甕の底部。

Ⅲ７４７は白磁の椀。

　ＳＤ７６～７９出土遺物（Ⅲ７４８～Ⅲ７６２）　 　土師器椀・皿類が少量出土している。二段撫

でや一段撫で手法で面取りする皿類など，やや時期のさかのぼるものも混じる。

　ＳＥ５３～５５出土遺物（Ⅲ７６３～Ⅲ７８１）　 　ＳＥ５３出土品には多様なものがあり，白色系

椀類では，凹底の小椀は見られない。赤色系の皿Ⅲ７６８は，Ⅲ４３９などと同特徴の異質品。

Ⅲ７６９は黄白色の椀だが，これも器形がやや異質である。Ⅲ７７１は灰白色を呈する高台付

椀。Ⅲ７７４は，国産陶器の三筋壺かとみられる。

　ＳＥ５８・６０・６１出土遺物（Ⅲ７８２～Ⅲ７９６）　 　土器類では，いずれも少量の土師器椀・

皿類の出土にとどまる。ＳＥ６１では，井筒内から，枠板の隅を止めたとみられる釘が多数

出土しており，比較的残りの良い一群を図化した。残存長は１１～１４�に収まる。

　以上は，おおむね中世Ⅲ期までの遺構出土遺物である。以下は，中世Ⅳ期以降や，複数

期にまたがる遺構，包含層出土資料などについて説明する。

図１０７　ＳＥ５８出土遺物（Ⅲ７８２～Ⅲ７８６土師器），ＳＥ６０出土遺物（Ⅲ７８７～Ⅲ７９０土師器），ＳＥ６１出
土遺物（Ⅲ７９１土師器，Ⅲ７９２～Ⅲ７９６鉄釘）

中　世　の　遺　跡



１４２

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１０８　ＳＤ１最下層出土遺物（Ⅲ７９７土師器，Ⅲ７９８白磁，Ⅲ７９９青磁），ＳＦ１出土遺物（Ⅲ８００～Ⅲ
８０５土師器，Ⅲ８０６～Ⅲ８０８瓦器，Ⅲ８０９灰釉系陶器，Ⅲ８１０青白磁，Ⅲ８１１陶器，Ⅲ８１２砥石），
ＳＸ１出土遺物（Ⅲ８１３～Ⅲ８１５土師器，Ⅲ８１６～Ⅲ８１８瓦器，Ⅲ８１９陶器）



１４３

　ＳＤ１下層出土遺物（Ⅲ７９７～Ⅲ７９９）　 　図７９上段でＳＤ１下層とした層序からの出土

品である。おおむね中世前半期までの遺物でまとまっている。

　ＳＦ１出土遺物（Ⅲ８００～Ⅲ８１２）　 　土師器皿類では幅があり，Ｄ類からＦ類までを含

む。瓦器や陶磁器類についても同様で，ほぼ中世全般の遺物を含むとみて良い。

　ＳＸ１出土遺物（Ⅲ８１３～Ⅲ８１９）　 　集石内に混在していた遺物のうちから，実測可能

なものを集めた。Ⅲ８１３は土師器皿のＦ４類に比定できる。ほかも中世後半期の瓦器・陶器

類が中心となる。この様相から，石垣が構築され機能していたのは，１６世紀代以降近世後

半までの間，と判断される。

　ＳＫ１・２出土遺物（Ⅲ８２０～Ⅱ８２５）　 　いずれも出土量は少ないが，Ⅲ８２０はＥ４類，

Ⅲ８２３はＦ２類の土師器皿類であり，１５世紀代以降の資料と判断する。ＳＫ１出土のⅢ８２２

は見込みに胎土目の目痕を残す唐津であり，さらに時期が下るであろう。

　中世野壺群出土遺物（Ⅲ８２６～Ⅲ８２５）　 　Ⅲ８２６・Ⅲ８２７は検出時，Ⅲ８２８はＳＥ２２，Ⅲ

８２９はＳＥ２８，Ⅲ８３０はＳＥ３８，Ⅲ８３１～Ⅲ８３４はＳＥ５１，Ⅲ８３５はＳＥ５２の出土。相互の切り

合い関係が著しいことから，個々の野壺に帰属する純粋な出土遺物を把握することはきわ

中　世　の　遺　跡

図１０９　ＳＫ１出土遺物（Ⅲ８２０土師器，Ⅲ８２１瓦器，Ⅲ８２２陶器肥前），ＳＫ２出土遺物（Ⅲ８２３～Ⅲ８２５
土師器），中世野壷群検出時出土遺物（Ⅲ８２６土師器，Ⅲ８２７陶器），ＳＥ２２出土遺物（Ⅲ８２８土
師器），ＳＥ２８出土遺物（Ⅲ８２９土師器），ＳＥ３８出土遺物（Ⅲ８３０陶器唐津），ＳＥ５１出土遺物
（Ⅲ８３１～Ⅲ８３４土師器），ＳＥ５２出土遺物（Ⅲ８３５土師器）



めて困難であり，遺構名は参考に呈示する。土師器皿類にはⅢ８２６・Ⅲ８２９のようなＦ４類に

比定されるものが含まれる。Ⅲ８３０も肥前系の陶器で唐津とみられる。よって野壺群は，

ＳＸ１とほぼ並行する中世後半期の１６世紀代以降に機能していたのだろう。

　暗黄灰色シルト質土出土遺物（Ⅲ８３６～Ⅲ８５０）　 　調査区西北域の包含層の最下層（図

７５－第７層）からの出土資料で，中世Ⅰ期に帰属する調査区内では最古の様相を呈する一

群である。Ⅲ８４７は土師器皿の口縁部小片で，外面に墨書が認められる。Ⅲ８４９は須恵器の

鉢であるが，焼成が甘く瓦質土器に近い質感があるほか，内面の磨り痕もみられない。

　暗灰色土出土遺物（Ⅲ８５１～Ⅲ８７４）　 　調査区西南域の包含層最下層で，面的に安定は

しておらず，おもに遺構や落ち込みの埋土として確認され，調査区中央付近では暗灰褐色

土（図７３下段第６層）や黒褐色砂質土（図７９下段第６層）とした層序が相当する。遺物に

は多様なものがあり，中世Ⅰ期とⅡ期双方を通じた時期幅の内容をもつ。ここでは陶磁器

類を中心に残りの良いものを抽出して呈示しておく。

　茶褐色土２出土遺物（Ⅲ８７５～Ⅲ８９９・Ⅲ９６０～Ⅲ９７４）　 　Ⅲ８９９までは，調査区東半の

黄色粘土層よりも下層に落ち込み状に厚くみられる堆積から，Ⅲ９６０以下は調査区中央～

西半にひろく堆積する包含層からの出土品。ともに土師器皿類ではＥ類を主体とし，白色

系椀類では凹み底小椀が目立つことから，おおむね中世Ⅲ期の堆積層と言いうる。調査区

東半では，陶磁器類の大破片や優品が卓越し，西半では土師器の比率が高い。いずれの地

区でも墨書の底部や口縁部片が微量あるが，判読できない。Ⅲ８９８は厚手の須恵器胴部片

を硯として転用したとみられるもの。内面側は完全平滑になりわずかに凹んでいる。Ⅲ

９７４は土製の人形で，幼児を抱きかかえるような親子を模したように見える。上面からの

出土であるので，あるいは時期が下るものである可能性もある。

　黄色粘土層出土遺物（Ⅲ９００～Ⅲ９５９）　 　調査区東域に客土された整地層であり，多数

の遺物が出土している（図７４－５層）。ここでは，そのなかで主体を占める中世後半期の遺

物で，残りの良いものを抽出して呈示する。土師器皿類はＥ類，白色系椀類は凹底の小椀

を中心としており，中世Ⅲ期の様相を示す。しかし，これらが客土中の包含遺物であると

するならば，黄色粘土層そのものの堆積時期はそれよりも下るものとみるべきだろう。遺

物の内容にはまとまりがないが，華南三彩緑釉陶器の盤Ⅲ９５６は，珍しいものとして注意さ

れる。かなり破損しているが，半ば以上が遺存し，底部面に「南」とみられる墨書がある。

内面は線刻の花文で飾り，黄緑色～緑色に施釉されている。

　茶褐色土１・暗黄灰色土出土遺物（Ⅲ９７５～Ⅲ１００７）　 　茶褐色土１は上述の黄色粘土

１４４

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査



１４５

図１１０　暗黄灰色シルト質出土遺物（Ⅲ８３６～Ⅲ８４７土師器，Ⅲ８４８瓦器，Ⅲ８４９須恵器，Ⅲ８５０白磁）暗
灰褐色土出土遺物（Ⅲ８５１～Ⅲ８６１土師器，Ⅲ８６２～Ⅲ８６４瓦器，Ⅲ８６５～Ⅲ８６８白磁，Ⅲ８６９青白
磁，Ⅲ８７０～Ⅲ８７２青磁，Ⅲ８７３灰釉系陶器，Ⅲ８７４須恵器）

中　世　の　遺　跡



１４６

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１１１　茶褐色土２出土遺物�（Ⅲ８７５～Ⅲ８８５土師器，Ⅲ８８６土製品，Ⅲ８８７～Ⅲ８８８瓦器，Ⅲ８９０～Ⅲ８９２
灰釉系陶器，Ⅲ８９３褐釉陶器，Ⅲ８９４・Ⅲ８９８須恵器，Ⅲ８９５・Ⅲ８９７白磁，Ⅲ８９６青磁，Ⅲ８９９備前）



１４７

中　世　の　遺　跡

図１１２　黄色粘土出土遺物�（Ⅲ９００～Ⅲ９３６土師器，Ⅲ９３７～Ⅲ９４３灰釉系陶器，Ⅲ９４４～Ⅲ９４７白磁，
Ⅲ９４８青白磁，Ⅲ９４９～Ⅲ９５１青磁）



１４８

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１１３　黄色粘土出土遺物�（Ⅲ９５２～Ⅲ９５５陶器，Ⅲ９５６華南三彩，Ⅲ９５７～Ⅲ９５９須恵器）



１４９

図１１４　茶褐色土２出土遺物�（Ⅲ９６０～Ⅲ９７１土師器，Ⅲ９７２瓦器，Ⅲ９７３灰釉系陶器，Ⅲ９７４土製品），
茶褐色土１出土遺物（Ⅲ９７５～Ⅲ９８２土師器，Ⅲ９８３陶器），暗黄灰色土出土遺物（Ⅲ９８４～Ⅲ１０００
土師器，Ⅲ１００１瓦器，Ⅲ１００２・Ⅲ１００３灰釉系陶器，Ⅲ１００４白磁，Ⅲ１００５・Ⅲ１００６青白磁，Ⅲ
１００７陶器）

中　世　の　遺　跡



１５０

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１１５　滑石製石鍋（Ⅲ１００８～Ⅲ１０１３），温石（Ⅲ１０１４・Ⅲ１０１５）



１５１

層上面の堆積層，暗黄灰色土はそれ以外の範囲で黄灰色土から茶褐色土２層の間に堆積し

ている土層である。いずれも小片の遺物が多いが，土師器では皿類のＥ２～Ｅ４類が主体を

占めるほかに，Ⅲ９９０のＦ４類，Ⅲ９９１～Ⅲ９９３のＦ２類などが認められる。おおよそ１５世紀代

以降近世までの堆積とみてよい。

　滑石製の石鍋と温石（Ⅲ１００８～Ⅲ１０１５）　 　今回の調査区では，滑石製の石鍋や温石，

あるいはそれらの再加工品が，破損した断片を含めると最低５６個体分出土している。出土

品の一部はすでに呈示しているが，レイアウトの都合で含め得なかったもの等のうち残り

の良いものを中心に補って報告しておきたい。石鍋については外面が被熱して黒変してい

るものがほとんどであり，温石Ⅲ１０１５も片面の一部は黒変している。破損・再加工の断片

の中には，用途不明のミニチュア容器類への加工途中のものや，切断途中で断念したもの

などがあり，あきらかに調査地一帯で滑石製品の加工が行われたことを示唆している。

　水晶製品（Ⅲ１０１６）　 　調査区中央付近の中世遺構を検出中に，基盤の砂礫層上面で採

集した。残存長２．６�の小型の六角柱形で，図上での頂部は細く造り出される。下端は細

く尖るように仕上げられていたと思われるが，欠失している。採集品であり帰属時期など

の根拠を示し得ないが，状況から中世の製品である可能性が高い。なお近世の墓地副葬品

ではあるが，京都市内の伏見城下町遺跡では巻物の軸端として八角錐形の水晶製品が報告

されている〔京都市埋文研２００７　図５５－石２・石３〕。本例も，装具などの一部を構成す

るものであったのだろう。

　ＳＥ５３水溜外枠使用瓦（Ⅲ１０１７～Ⅲ１０１９）　 　完形の軒平瓦Ⅲ１０１７と平瓦Ⅲ１０１８，狭端

部を欠く平瓦Ⅲ１０１９の３点が使用されていた。これらは，技法的特徴および胎土や焼成な

どの質感が良く共通しており，遺存状態も良好である。同一の瓦屋で生産され，セットで

建物に使用されていたものが（あるいは，使用されることなく），比較的早い段階で井戸

に転用された可能性が高い。 

図１１６　水晶製品（Ⅲ１０１６，砂礫層上面採集）　 縮尺１�２

中　世　の　遺　跡



　軒平瓦Ⅲ１０１７は，Ｃ字対向形の下端が繋がる中心飾りから左右に６転する蕨手をもつ均

整唐草文。胎土は比較的精良で灰色の堅緻な焼成。全長３２．４�，瓦当幅２２．０�，狹端部幅

１９．４�。瓦当の顎部は全体を強い横撫でで仕上げる。凸面は全面に離れ砂と斜格子叩きが

みられるが，瓦当側の幅５�ほどの範囲は撫で消されている。また，両側縁に沿って凹型

台の圧痕かとみられるわずかな段差が認められる。凹面は全面が細かな布目痕で，側縁付

１５２

京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図１１７　ＳＥ５３水溜外枠使用瓦�（Ⅲ１０１７軒平瓦）



１５３

近のみ側縁調整の撫でが及んで布目が消される。瓦当側に不明瞭な弧状の圧痕がある。中

軸線上には釘穴が焼成前に穿たれる。

　本例の同文品は南側の２７０地点で唐草Ｂとしたもので，１０点が出土しているほか，さらに

南方の４１地点でも２点出土がある〔伊藤２００３　図３８，梶原２００３　図７６〕。また近傍では東福

寺で出土が知られる〔東福寺１９９０　１０図－５９〕。今回は完存品のため確認できないが，４１・

中　世　の　遺　跡

図１１８　ＳＥ５３水溜外枠使用瓦�（Ⅲ１０１８・Ⅲ１０１９平瓦）
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図１１９　ＳＤ５３出土瓦�（Ⅲ１０２０・Ⅲ１０２１丸瓦）
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中　世　の　遺　跡

図１２０　ＳＤ５３出土瓦�（Ⅲ１０２２・Ⅲ１０２３丸瓦）



２７０地点の出土品では瓦当貼付技法での製作が指摘される。医学部構内一帯で頻出する剣

頭文軒平瓦の一群とは，遺構内で共存することはなく，箆記号ももたないことから，盛行

時期や工房の系譜が異なることが示唆される。技法的特徴や東福寺での使用などの状況を

考慮すると，１３世紀中葉以降の製品とみるのが妥当であろうか。

　平瓦Ⅲ１０１８は，完存しており，全長２８．８�，広端部幅１９．６�，狹端部幅１６．８�。凸面に

１５６
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図１２１　ＳＤ５３出土瓦�（Ⅲ１０２４・Ⅲ１０２５丸瓦）
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は，全面離れ砂と斜格子叩きに加えて正字の「東大寺」銘もあわせて認められる。叩き板

には，斜格子文とともに鏡像反転の「東大寺」が印刻されていたことになる。本例にも，

側縁に沿ったわずかな凹型台圧痕らしきものは観察できる。最も注目されるのは凹面の状

況で，撫で消し不十分でまばらに離れ砂が残るなかに，ネガティブの状態で斜格子文と鏡

像反転した「東大寺」銘が認められる。これは叩きによるものではなく，別の同種の瓦の

凸面と重ねられた際に圧着し転写されたものだろう。

　平瓦Ⅲ１０１９は，狹端部を欠き，広端部幅２０．０�。凸面には離れ砂と斜格子叩きが認めら

れるが，上記２点に比べてかなり不鮮明である。広端部付近には先行する縦位の糸切り痕

が確認できる。側縁に沿う凹型台圧痕らしき段差は明瞭に観察される。凹面は離れ砂が撫

で消し不十分な状態でひろく残る。

　ＳＤ５３出土瓦（Ⅲ１０２０～Ⅲ１０３５）　 　検出直後の上層から出土した丸瓦・軒丸瓦（Ⅲ１０２０

～Ⅲ１０２７），平瓦（Ⅲ１０３１～Ⅲ１０３４）は，完形品を含むまとまった一群であり，ほぼすべ

図１２２　ＳＤ５３出土瓦�（Ⅲ１０２６丸瓦，Ⅲ１０２７～Ⅲ１０３０軒丸瓦）

中　世　の　遺　跡



て呈示した。巴文軒丸瓦の小片Ⅲ１０２８～Ⅲ１０３０は，下層から出土したもので，上層の一群

とは明らかに区別されるものである。上層出土資料は，以下に記述するように１４世紀代以

降に一括投棄されたものと考えられる。

　上層出土の丸瓦・軒丸瓦群は，凸面が縄叩き磨り消し，凹面が糸切り痕＋布目痕という

技法的特徴はほぼ共通しているが，酸化焔焼成風のやや軟質で明るい橙色（Ⅲ１０２０・Ⅲ

１５８
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図１２３　ＳＤ５３出土瓦�（Ⅲ１０３１・Ⅲ１０３２平瓦）
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１０２２・Ⅲ１０２４）と，還元焔焼成風の硬質で暗い灰色（Ⅲ１０２１・Ⅲ１０２３・Ⅲ１０２５・Ⅲ１０２６）

の二分される。Ⅲ１０２０～Ⅲ１０２２の全長と筒部径は，それぞれ２９．０�と１２．６�，２９．０�と

１２．３�，３０．２�と１３．０�。筒部先端であるⅢ１０２４・Ⅲ１０２５は，器壁が厚手で筒部径がそれ

ぞれ１４．４�，１４．８�とひとまわり大きく，外面を丁寧に撫で仕上げする点，他の資料と異

なる。これらは，内面に残る吊り紐痕も太く，ほぼ全体が隠れずに確認できるが，その他

の資料は，おおむね見えている部分と隠れている部分との比率が１：１か，わずかにが上

回る程度である。この比率の変遷にもとづく年代観に依るならば〔山崎２０００　pp.１４－２５〕，

Ⅲ１０２４・Ⅲ１０２５は１４世紀以降に下るもの，それ以外は１３世紀後葉ごろに比定され，前者の

年代が廃棄年代の上限を示していよう。なお，上層で唯一出土している軒丸瓦Ⅲ１０２７は，

外区に珠文帯をもつ径の大きな巴文で，上記のいずれかにともなうようなタイプとして，

矛盾ないと思われる。

　平瓦については，いずれもやや軟質の黄灰色～暗灰色焼成で，凸面が離れ砂と浅い羽状

の叩き，内面が撫で調整と技法的にも共通する。ただし，Ⅲ１０３２は縦位に撫で調整がされ

て叩きはほとんど見えない程度になっている。また，Ⅲ１０３１の凹面には，羽状叩きのネガ

ティブの圧痕がわずかに観察できる。先述のＳＥ５３出土Ⅲ１０１８と同様な，製作時の重ね合

中　世　の　遺　跡

図１２４　ＳＤ５３出土瓦�（Ⅲ１０３３・Ⅲ１０３４平瓦）
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図１２５　ＳＸ１２出土瓦�（Ⅲ１０３５～Ⅲ１０３９軒丸瓦，Ⅲ１０４０～Ⅲ１０４２軒平瓦，Ⅲ１０４３丸瓦，Ⅲ１０４４・Ⅲ１０４５
平瓦）
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わせに由来するものであろう。なお，側縁に沿った凹型台圧痕らしき段差は，いずれの資

料にも良く認めることができる。Ⅲ１０３１・Ⅲ１０３２の狹端面には○形の刻印があり，丸瓦Ⅲ

１０２２の玉縁端面にも同種の刻印があることから，以上の丸瓦と平瓦は，同一工房の製作品

で，同時期にセットを成して葺かれていたものと考えられる。

　ＳＸ１２出土瓦（Ⅲ１０３５～Ⅲ１０４８）　 　今回の調査区で唯一検出された中世の瓦溜から出

土した。総量は整理箱２つ程度と少なく，いずれも小片であった。隅数を計量した結果の

軒丸瓦と軒平瓦最小個体数はそれぞれ９個体と５個体。軒丸瓦Ⅲ１０３５～Ⅲ１０３７は巴文で，

右左双方がある。Ⅲ１０３８は複弁蓮華文で，おそらく中房に陽刻の卍などをもつ類であろ

う。Ⅲ１０３９は珠文帯のみが残るが，おそらく菊花文になるものと思われる。軒平瓦Ⅲ１０４０

は小振りな唐草文で，２７０地点での唐草Ａに相当しよう。Ⅲ１０４１・Ⅲ１０４２は剣頭文で，同

じく剣頭Ｄに相当しよう。Ⅲ１０４３はＸ形の箆記号をもつ丸瓦筒部。Ⅲ１０４４・Ⅲ１０４５は端面

に○形を基調とする刻印をもつ平瓦片で。Ⅲ１０４６～Ⅲ１０４８は熨斗瓦で，前二者は端面に箆

先の鋭い押捺，後者はＸ形の箆記号を，それぞれ施している。これらのバラエティはいず

れも２７０地点あるいは４１地点で確認されている。この瓦溜は，南方の地点一帯で密度濃く

出土してきた瓦集中遺構群の北の末端と評価できるだろう。

中　世　の　遺　跡

図１２６　ＳＸ１２出土瓦�（Ⅲ１０４６～Ⅲ１０４８熨斗瓦）



　５　近世の遺跡

　� 遺　　　構（図版２２・２５，図１２７・１２８）

　近世の遺構は，黄灰色土の上面で検出した。おおむね灰褐色土を埋土とし，溝ＳＤ１の

ように長期間機能していたと想定できるものを除くと，ほとんどが１８世紀後葉以降の農耕

関連遺構とみられ，石組井戸ＳＥ２，細い溝と漆喰枠の野壺ＳＥ１・３～９，それに杭跡と

みられる小ピットの集中部が見つかっているに過ぎない。なお東半では，Ｙ＝１３８５付近で

北から南へと下る段差があり，棚田状の耕作地であったことを示す。。

　溝ＳＤ１は，図７９上段の調査区西壁断面図に示すように，中世段階の位置をほぼ踏襲し

ながら，あらたに広く浅く掘られたたものと見ることもできる。農耕用水路として整備さ

れた可能性があろう。近世段階のものは全体が粗い砂層が幾層も埋積しており，継続した

流水のあった様子が知られる。Ｘ＝１９００付近で東方からと南方からの流れが合流している

とみられ，東半で同種の砂層で埋積している東西溝をＳＤ１（東）とした。これらのルー

トは，近代に大学敷地となる段階の地積図に描かれているものと対応している。埋積した

砂層からは比較的残りの良い陶磁器類が少量出土している。地積図によれば，この溝に並

１６２
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図１２７　近世の遺構　縮尺１�６００
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行して畦道が存在するはずであるが，明瞭には検出できなかった。近代の整地により削平

された可能性もあるが，中世段階と異なり一帯が耕地化したことで，白川道へとつながる

路面の重要性は極度に低下し，路面そのものが整備されず消滅した可能性もあろう。

　井戸ＳＥ２は，小振りの石で内径８０�の円形井筒を組んでいる。掘形もきわめて小さ

く，断面での確認を経ていないが，ほぼまっすぐに下方へと掘り下げている。下部には水

溜用の構造の痕跡は確認できず，平坦なままであった。最下面の標高は４７．５０�であり，近

世の灰褐色土がおおむね５０．２�前後であることを考慮すると，２．５�強掘り下げて構築し

たことになる。多数検出されている中世段階の井戸も多くはほぼ同レベルであり，さして

深いものとは言えない。隣接して漆喰枠の野壺ＳＥ１が見つかっており，これと組み合わ

さった農耕用の井戸であったとみられる。

近　世　の　遺　跡

図１２８　井戸ＳＥ２　縮尺１�４０



　� 遺　　　物（図１２９～１３３）

　近世の遺物は，遺構以外では，黄灰色土以上の層準から出土している。南側の２７０地点の

報告に際しては，この黄灰色土層は中世末期段階の堆積層として取り扱った。今回の調査

に関しても，黄灰色土が埋土となる遺構はほぼ１６世紀以前に帰属するものとして，中世で

取り扱っているが，黄灰色土そのものは厚い耕作土の堆積で，近世の耕作の対象となって

撹拌されたこともあって，中世から近世にかけて長期にわたる遺物を含んでいる。よって

その層内出土品は近世で報告することとする。

　黄灰色土出土遺物（Ⅲ１０４９～Ⅲ１０９５）　 　いずれも小片がほとんどである。Ⅲ１０４９～Ⅲ

１０７０の土師器は，Ⅲ１０６３～Ⅲ１０７０にみるような一段撫で手法Ｄ４類に比定できるものが多

く含まれ，近世土師器を特徴づける見込みに圏線を施すような類はほとんど見られない。

陶器類は，中世的な様相の濃い灰釉系陶器のほかに，Ⅲ１０７５～Ⅲ１０７７の備前，Ⅲ１０７８・Ⅲ

１０７９の信楽，Ⅲ１０８０の志野，Ⅲ１０８１・Ⅲ１０８２のような肥前系かとみられる製品が多様に含

まれる。磁器には染付Ⅲ１０９０～Ⅲ１０９３がある。またⅢ１０８９は京焼系の軟質の陶器であり，

Ⅲ１０９５は金釘文字を刻んだ蓮月焼の急須の一部である。後者は明らかに幕末期の産物であ

るので，耕作による撹拌で混入したものと判断される。

　ＳＤ１出土遺物（Ⅲ１０９６～Ⅲ１１２４）　 　少量であるが比較的純粋に近世後半期の遺物が

出土している。Ⅲ１０９６・Ⅲ１０９７は，見込みに圏線をもつ土師器皿。陶器類では，飛び鉋で

飾る蓋Ⅲ１１０１など，近世後半期の製品が見られる。一方で，磁器染付では，残りの良いも

のは無いが，いわゆる「くらわんか手」の椀類やⅢ１１２１のようなコンニャク印判の製品が

散見されることから，１７・１８世紀代の資料も含んでいる。

　ＳＥ１出土遺物（Ⅲ１１２５～Ⅲ１１２７・Ⅲ１１４１）　 　Ⅲ１１２７は磁器染付広東椀の底部。Ⅲ

１１２６はこぶりの高台から斜め上方に直線的に立ち上がる器形の染付。近世後期以降の産品

であろう。硯Ⅲ１１４１は，黒色厚手のの粘板岩系の石材を用いた長方形の製品で，海の部分

はかなり浅い。背面に極めて細い刻線により絵画が描かれていた。モチーフは，背後に山

をもった農村風景で，そこを進む蓑傘をまとった馬上の人物と荷をもった付き人風の人物

がみられるほか，作物が干される田畑の様子を描いたとみられる図柄も認められる。

　ＳＥ２出土遺物（Ⅲ１１２８～Ⅲ１１３０）　 　出土遺物はきわめて少なかったが，見込みに圏

線をもつ土師器Ⅲ１１２８・Ⅲ１１２９，京・信楽系の陶器灯明皿Ⅲ１１３０がみられる。近世後半期

以降の内容といえよう。

　ＳＥ３出土遺物（Ⅲ１１３１～Ⅲ１１３３）　 　磁器類の小片が出土している。
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近　世　の　遺　跡

図１２９　黄灰色土出土遺物（Ⅲ１０４９～Ⅲ１０７０土師器，Ⅲ１０７１～Ⅲ１０７４灰釉系陶器，Ⅲ１０７５～Ⅲ１０８２陶器，
Ⅲ１０８３・Ⅲ１０８４白磁，Ⅲ１０８５～Ⅲ１０８９・Ⅲ１０９４陶器，Ⅲ１０９０～Ⅲ１０９３染付磁器，Ⅲ１０９５土製品）
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図１３０　ＳＤ１出土遺物（Ⅲ１０９６～Ⅲ１１００土師器，Ⅲ１１０１～Ⅲ１１０７陶器，Ⅲ１１０８～Ⅲ１１２４磁器），ＳＥ
１出土遺物�（Ⅲ１１２５陶器，Ⅲ１１２６・Ⅲ１１２７磁器），ＳＥ２出土遺物（Ⅲ１１２８～Ⅲ１１３０土師
器），ＳＥ３出土遺物（Ⅲ１１３１～Ⅲ１１３３磁器），ＳＥ４出土遺物（Ⅲ１１３４・Ⅲ１１３５土師器，Ⅲ
１１３６・Ⅲ１１３７磁器），ＳＥ６出土遺物（Ⅲ１１３８陶器，Ⅲ１１３９・Ⅲ１１４０磁器）



１６７

　ＳＥ４出土遺物（Ⅲ１１３４～Ⅲ１１３７）　 　土師器の皿やミニチュアと，染付小椀や蓋の出

土がある。

　ＳＥ６出土遺物（Ⅲ１１３８～Ⅲ１１４０）　 　Ⅲ１１３８は京・信楽系陶器の椀，Ⅲ１１３９～Ⅲ１１４０

は磁器染付椀の底部。

近　世　の　遺　跡

図１３２　灰褐色土出土遺物（Ⅲ１１４２・Ⅲ１１４３土師器，Ⅲ１１４４・Ⅲ１１４５・Ⅲ１１５０～Ⅲ１１５４陶器，Ⅲ１１４６
～Ⅲ１１４９・Ⅲ１１５５～Ⅲ１１５７磁器）

図１３１　ＳＥ１出土遺物�（Ⅲ１１４１石製硯）　 縮尺１�３



　以上の遺構出土遺物は，ＳＤ１の一部を除くと，ほぼ近世後半期以降の内容で占められ

ており，調査地近辺が幕末期以降に活動の地となっていく様相をある程度は反映している

ものと思われる。

　灰褐色土出土遺物（Ⅲ１１４２～Ⅲ１１５７）　 　ほぼ幕末期以降の遺物で占められる。特徴あ

るものを挙げると，Ⅲ１１４４の陶器は，底面に「宝山」の刻印がある。Ⅲ１１４７は銅板転写に

よる染付の重ね物で，近代以降の製品だろう。Ⅲ１１４８は見込みに「医大？」意匠化したも

のが釉書きされた椀。底面には「耕山製」とある。明治２９年京都帝国大学医科大学開学以

降の製品であり，撹乱層からの混入の可能性がある。同種の椀Ⅲ１１６０は表土中からも採集

されている。Ⅲ１１５４は堺・明石系の陶器摺鉢。

　表土出土遺物（Ⅲ１１５８～Ⅲ１１６３）　 　墨書のある陶器片Ⅲ１１５８・Ⅲ１１５９のほかに，大学

設置以降の磁器類で特徴的な製品を呈示しておく。Ⅲ１１６０は上述したが，Ⅲ１１６１も大学を

図案化した意匠を見込みに施す。この種の製品は本部構内西南隅の２７７地点において多数

採集され，報告されている〔千葉・阪口２００６〕。Ⅲ１１６２は「島津製」（島津製作所？）とあ

る杯で，底面には「萬殊」とある。Ⅲ１１６３は「大病」とある蓋。大学病院使用の食器であ

ろう。

　６　小　　結

　今回の調査成果の要点を簡潔にまとめつつ，今後の課題に触れておきたい。

　調査地の変遷　　１２世紀末以降に開発が開始され，１５世紀に至るまで多様な活動領域と

して継続する。今回の調査地はその北縁にあたり，京－近江間の基幹道である白川道から

分岐する間道が整備されるなかで，中世前半期に周囲に集石・土器溜が集積され，後半期

には大規模な溝状の区画が構築される，という変遷が明らかになった。中世を通じて井戸

が掘削され，柱穴の根石とみられるものも多数にのぼるが，建物の復元には至らなかった。
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図１３３　表土出土遺物（Ⅲ１１５８・Ⅲ１１５９陶器，Ⅲ１１６０～Ⅲ１１６３磁器）
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その後，東部域に黄色粘土の搬入による整地なども経て，全域が耕作地となっている。

　中世吉田地域の変遷　　視野を広げて吉田山西麓一帯でみると，中世遺跡としては，以

下の４つに大別してとらえることができる。

　①本部構内中央：白川道に沿う２１８・２３０・２４１・２９６地点一帯。遺構・遺物の密度は高く

ないが，井筒径２�超の大型石組井戸やクスノキ丸太材の刳貫き井戸，青磁椀の優品を出

土する集石，瀬戸内系搬入土師器のまとまった出土といった，他の地区にない特異性が際

立つ。ただしこれらの年代は１３世紀代にほぼ収まり，前後の時期と継続性にとぼしい。

　②吉田南構内北半：２３８・２８８地点一帯。１４世紀以降に盛期を迎えており，柵，溝，濠な

どで囲郭されて，旧吉田社境内地の可能性が指摘される。１２世紀中葉の経塚遺構や濠に先

行する１３世紀の溝など，先行時期との継続性もある。

　③吉田南構内南半：１１１・２２０・２６１地点一帯。おおむね１３世紀以降各時期の遺構・遺物

が密に検出される。１１・１２世紀代の資料はとぼしく，先行時期との継続性は希薄だが，１５

世紀代の遺構は認められ，中世を通じての継続性は高い。

　④医学部構内：今回の調査地点を北縁とするような範囲に１３・１４世紀代の遺構が密集し

ている。ただし，医学部構内の西半は，基盤層がシルト質土で，中～近世を通じて土取り

の空間となっているため，井戸以外の遺構は確認できていない。古代以前の遺構は認めら

れず，また１５世紀代以降は耕作地となっている。

　これらは，１３世紀の一時期に展開する①，古代以来の開発領域で中世を通じての継続性

も高い②と③，１３・１４世紀代に限られたなかでの継続性を示す④，とそれぞれ盛行時期や

継続性，遺構の性格に微妙な違いが認められる。史料にみられる吉田地域の活動者たちと

の対応を検討し，それぞれの空間の担い手を特定する作業が，今後の課題となろう。

医学部構内は，今回を加えると，互いに隣接した多数の地点で調査を実施しており，広域

での景観変遷を追跡可能な情報が蓄積されたと言える。今後それぞれの調査情報を総合す

るなかで，あらためて京近郊の中世集落として検討を加える必要があり，個別調査では把

握し得なかった集落景観を浮上させなければならない。

　吉田山西麓への路面　　今回，中世を通じて確認できた路面ＳＦ１は，南方だけでなく，

東方の吉田山西麓へと延びていた。京－近江間の幹線道である白川道から分岐し，吉田社

関連の施設へと至るルートとして整備された可能性があろう。中世末以降路面は衰退する

が，１５世紀後葉の吉田社山上遷座以降，吉田山西南方に社家町が形成されることにとも

なって，道路網も再編されたことは容易に想像でき，それを反映しているのかもしれない。

小　　　　結



また，ＳＦ１の位置は，大学設置前の小字（窪，野守，二本松）の境界となっており，調

査地一帯の土地区画の基本が，中世初頭の開発以降連綿と継承されてきたことが，あらた

めて確認できた。近代に遺存していた土地情報についても，積極的な活用をしながら，中

世以前の復元に取り組んでいく必要があろう。

　石鍋と砥石　　これまで医学部構内では，南方の１４３地点で梵鐘鋳造遺構や鋳型が見つ

かっており，鋳造関連の集団が活動する空間として評価されてきた。しかし今回は，南側

の２７０地点で多数が出土しているような焼土塊や鉄滓もほとんど見られず，そうした活動

を示唆する資料に乏しかった。ただし，石鍋を中心とする滑石製品および砥石類は，これ

まで同様豊富に出土している。とくに滑石製品は，石鍋ばかりでなく，ミニチュア容器や

温石，紡錘車など多様であり，破損品やその再加工途上とみられるものが多数認められる。

本章では，その多くを呈示できなかったが，中世の生産と流通を考えるうえでも重要な意

味を持つものであり，機能の同定と定量的な分析を行いつつ，今後検討を果たしたい。

　出土瓦の問題　　今回は，瓦磚類の出土も少なく，瓦溜は小規模な１基の検出にとど

まった。しかしながら，井戸ＳＥ５３の水溜に用いられていた東大寺銘の叩きを含む３点，

および近接する溝ＳＤ５３上層からの一括出土品は，遺存状態の良い資料群であり，１３世紀

後半以降の造瓦技術や系譜などを検討するうえで，貴重な情報を提供するものとなろう。

とくに，構内遺跡出土の中世瓦類については，従来おもに１３世紀までの中央官衙系の系譜

に連なると評価される資料群が検討対象とされてきた。上述の資料群は，それに後続する

時期の製品であり，系譜としては南都との関連を示唆しているようにも思われる。こうし

た変化が，中世後半期の瓦生産全体の動向を反映するものなのか，調査地の居住者との関

連で生じているのか，今後既出品の分析も加えるなかで，明らかにしていきたい。

　オルソ写真画像の作成　　今回，各遺構面の空撮画像を加工したオルソ写真画像を作成

した（図版２２）。遺構平面図の作成効率化や，遺跡情報のデジタル化への試験的作業であ

り，利点と欠陥についての多くの知見を得ることができた。東西が６０�を超える今回の調

査地のような場合，撮影が大規模にならざるを得ず，発掘調査の過程で綿密な予算と工程

の調整が求められる。したがって，機動性に欠ける資料化ではあるが，得られた画像は位

置情報も含むデジタル画像としてＷｅｂも含めて活用可能であり，資料価値は高いといえ

る。今後，遺構の重要度に応じて規模を工夫しつつ，活用を試みていきたい。

　なお，今回の調査に際して，中世瓦全般について上原真人氏に，オルソ写真画像につい

て宮原健吾氏に，ご教示いただきました，末筆ながらお礼申し上げます。
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京都大学構内遺跡調査要項　２００３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 研究部主任

　鎌田　元一（文学研究科教授） 　清水　芳裕（文学研究科助教授）

運営協議会委員 同　研　究　員

　金田　章裕（文学研究科教授） 　千葉　　豊　（文学研究科助手）

　上原　真人（文学研究科教授） 　伊藤　淳史（文学研究科助手）

　増田富士雄（理学研究科教授）（２００３．１１．１～） 　冨井　　眞　（文学研究科助手）

　瀬戸口烈司（理学研究科教授） 　梶原　義実（文学研究科助手）（～２００３．９．３０）

　高橋　康夫（工学研究科教授） 　吉江　　崇　（文学研究科助手）

　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） 　北尾　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）

　細田　重好（施設部長）
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京都大学構内遺跡調査要項

表２　京都大学構内遺跡のおもな調査

 （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

中世溝，土
器溜，井戸

１２００事前発掘泉　　拓良
吉野　治雄

４１医 学 部
ＡＯ１８区

１９７７

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
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京都大学構内遺跡のおもな調査

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，丸瓦流路，中世
土器溜

立　　合清水　芳裕９８本 部
実験排水

１９８０

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



１７８

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

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



１７９

京都大学構内遺跡のおもな調査

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

５９９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

３９４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

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



１８０

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９７土師器，陶磁
器

近世道路１１３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

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



１８１

京都大学構内遺跡のおもな調査

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０６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

埋０７縄文土器，土
師器，近世陶
磁器，瓦

縄文流路，
古代土坑，
中世井戸，
近世井戸・
土坑・池

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０６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

埋０６土師器近世柱穴立　　合清水　芳裕
千葉　　豊

２９０病 院
ＡＦ１２区

２００１

埋０６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

埋０６近世尾張藩
邸堀

立　　合清水　芳裕
千葉　　豊

２９３本 部
ＡＴ２５区

２００１

埋０７縄文土器，土
師器，近世陶
磁器・瓦

古代埋甕，
中世白川道・
井戸，近世
集石

１０７０事前発掘伊藤　淳史
梶原　義実

２９６本 部
ＡＵ２５区

２００２

埋０７縄文土器，弥
生土器，石器，
陶磁器

縄文堅果集
積・埋没林，
古代道路，
近世野壺

１９２５事前発掘冨井　　眞
吉江　　崇

２９７北 部
ＢＤ２８区

２００２

第２章縄文土器，土
師器，陶磁器，
近世陶磁器

縄文流路，中
世 道 路・井
戸，近世土取
り穴・野壷

１２００事前発掘千葉　　豊
梶原　義実

２９８医 学 部
ＡＲ１９区

２００２

第３章縄文土器，石
器，土師器，陶
磁器，近世墓
石

縄文柱穴列・
焼土・土坑，
中世砂取穴，
近世溝 

１９００事前発掘冨井　　眞
吉江　　崇

２９９北 部
ＢＦ３２区

２００２

埋０７土師器，陶磁
器，中世瓦，磁
器将棋駒

古代・中世・
近世溝

立　　合千葉　　豊３０２吉 田 南
ＡＲ２５区

２００２

第４章土師器，瓦器，
陶磁器，瓦，石
鍋，近世陶磁
器

中世道路・井
戸・溝・集石・
土器溜・野壷
群，近世井
戸・溝

２１２５発　　掘伊藤　淳史
吉江　　崇

３０８医 学 部
ＡＰ１８区

２００３

近世包含層第１章立　　合吉江　　崇３０９病 因
ＡＧ１５区

２００３

近世包含層第１章立　　合清水　芳裕３１０薬 学 部
ＡＫ１５区

２００３

第１章立　　合冨井　　眞３１１北 部
ＢＦ３２区

２００３

中・近世包
含層

第１章立　　合千葉　　豊３１２吉 田 南
ＡＲ２５区

２００３



１８２

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

中・近世包
含層

第１章立　　合千葉　　豊３１３本 部
ＡＹ２３区

２００３

古代～近世
包含層

第１章立　　合冨井　　眞３１４北 部
ＢＣ２９区

２００３

中世包含層第１章立　　合千葉　　豊
吉江　　崇

３１５医 学 部
ＡＱ１９区

２００３

近世包含層第１章立　　合千葉　　豊３１６本 部
ＡＶ２５区

２００３

中・近世包
含層

第１章立　　合千葉　　豊３１７本 部
ＢＥ３４区

２００３

中世包含層第１章立　　合千葉　　豊３１８本 部
ＢＡ２４区

２００３

第１章立　　合清水　芳裕３１９大 阪 府
熊 取

２００３



１８３

報　告　書　抄　録

きょうとだいがくこうないいせきちょうさけんきゅうねんぽう２００３ねんどふ り が な
京都大学構内遺跡調査研究年報２００３年度書 名
上原真人，清水芳裕，千葉豊，伊藤淳史，冨井眞，笹川尚紀編 著 者 名
京都大学埋蔵文化財研究センター編 集 機 関
〒６０６－８５０１　京都府京都市左京区吉田本町　　TEL　０７５-７５３-７６９１所 在 地
２００８年３月３１日発行年月日

調査原因調査　
面積�

調査

期間
東経北緯

コードふりがな

所　在　地

ふりがな

所収遺跡名 遺跡番号市町村

医学部学友会館新営１２００

２００２
１２０６～

２００３
０３３１

１３５°

４６′
　

５０″

３５°

０１′
　

１８″

－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

 吉田橘町 
よしだたちばなちょう

 医  学  部  構  内 
い がく ぶ こう ない

AR１９区

北部総合研究棟新営１９００

２００３
０３２１～

２００３
０９１０

１３５°

４７′
　

１５″

３５°

０１′
　

４０″

－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

 北白川追分町 
きたしらかわおいわけちょう

 北  部  構  内 
ほく ぶ こう ない

BF３２区

南部総合研究実験棟
新営２１５０

２００３
１００６～

２００４
０３０８

１３５°

４６′
　

４６″

３５°

０１′
　

１４″

－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

 吉田橘町 
よしだたちばなちょう

 医  学  部  構  内 
い がく ぶ こう ない

AP１８区

特　記　事　項主　な　遺　物主　な　遺　構主な時代種　別所収遺跡名
縄文土器自然流路縄文時代散布地医学部構内

AR１９区 中世白川道の検出土師器，陶磁器，瓦
器，石臼，石鍋，瓦

井　戸 ６
道　路 ２
集石・土坑 多数

鎌倉～
室町時代

集落跡

幕末期，陶磁器類の大
量一括出土

土師器，陶磁器，野　壷 ２
土取穴 １
柱穴 多数

江戸時代田畑

縄文中期後半の遺構一
括資料と中期末の掘立
柱建物

室町時代の砂取穴群

江戸時代の墓石の出土

縄文土器，石器掘立柱建物 １
焼　土 １
土器溜 ２
土坑 多数

縄文時代集落跡北部構内
BF３２区

土師器，須恵器，陶
器，土馬

溝 １平安時代散布地

土師器，陶磁器砂取穴 多数室町時代散布地
土師器，陶磁器，墓
石

野　壼 １
溝 多数

室町～
大正時代

田畑

土師器の一括出土
近世字境の遡源となる
路面と溝の検出

土師器，瓦器，陶磁
器，石鍋，砥石，瓦，
鉄器

井戸 １２
道路 １
集石・土器溜・溝 多数

鎌倉～
室町時代

散布地医学部構内
AP１８区

土師器，瓦器，陶磁
器

野壷・溝 多数
土坑・溝 多数

戦国時代田　畑

土師器，陶磁器野壼・溝 多数
井戸 １

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��

  土石流は初期農耕の地をどう通り過ぎたか

 　―京都市北白川追分町遺跡の白川弥生土石流の堆積物調査―

 冨井　眞

  「大猪甘人面」に関する覚書

 笹川尚紀



１８７

土石流は初期農耕の地をどう通り過ぎたか
－京都市北白川追分町遺跡の白川弥生土石流の堆積物調査－

冨井　眞　

　１　はじめに

　比叡山の西南一帯を集水域とし京都盆地東北部を東山の山裾に沿って流れて鴨川に合流

する白川は（図１３４左），先史時代には，自身の形成した白川扇状地を谷の出口からそのま

ま直進・西流して鴨川に注ぐこともあったことが知られている〔泉１９７８，冨井ほか２００７など〕。

白川の川筋は，弥生時代前期末（約２５００年前）（１）の大規模土石流を一つの契機として，そ

れ以後は基本的に，扇状地の左端とも言うべき東山沿いを南流するようであるが〔冨井

２００５〕，この白川弥生土石流については，これまでに蓄積されたいろいろなデータ〔竹村ほか

１９８５，増田ほか２００５，秋山ほか２００６〕を基にして，規模や原因の検討が進められている〔冨

井２００５〕。

　ここでは，白川弥生土石流の，本流ともいうべき巨礫の分布の北への広がりの把握と，

土砂移動現象としての性格づけとの２点を目的として，２００７年２月２７日～３月１６日にかけ

図１３４　遺跡の位置と調査地点（縮尺　左１�５万，右１�５０００）



ておこなった北白川追分町遺跡の発掘調査について報告する。この調査は，平成１８年度科

学研究費補助金（若手研究Ｂ：課題番号１８７２０２０９／研究課題名「花崗岩地盤山地を上流域

にもつ畿内・瀬戸内の初期農耕社会の土砂災害と土地利用」）を得ておこなった。

　以下では，まず調査の背景と掘削過程について略説する。次いで，埋蔵文化財調査とし

ての性格も必然的に伴う本調査での，検出遺構や出土遺物について資料紹介する。そし

て，土石流堆積物やその直下の様相について説明した後，上記２点の目的達成を目指した

土石流堆積物の検討をおこなう。

　２　調査の背景と掘削の方法

　� 調査地点とその周辺（図１３４）

　調査地点は，京都市左京区に所在する北白川追分町遺跡の西端に近く，京都大学北部構

内の西辺中央付近に位置する，京都大学大学院理学研究科４号館西側の駐車場である。こ

こに，南北約１５�×東西約４�のトレンチを設定して約６０�を発掘した。掘削深度は，現

地表から約３�のところまでとしたが，安全維持に努めるべく壁面の傾斜を充分に確保し

たため，トレンチ最下部の表面積は約２０�となっている。現地表面の標高は調査区南端が

６２．０�，北端が６１．６�で，現状ではわずかに北へ傾斜している。

　周辺での既往の発掘調査によると，５６・１３５地点では弥生前期末の西落ち地形を確認し

て白川扇状地の末端ないし傾斜変換点であったことが推測されるので〔亀井ほか編１９８５，Ｂ

Ｆ３１区調査班１９８７〕，調査地点は，扇状地末端から１００�ほど平野部へ入った地点と言える。

白川弥生土石流については，５６・１３５地点より西に位置する，２２９・５４・１０９・２９７・２７６・

２１７・２０８の７つの地点では，弥生前期末の土石流堆積の厚さが１�を越えることがわかっ

ている〔千葉ほか１９９８，岡田・吉野１９７９，浜崎１９８３，冨井ほか２００７，伊藤ほか２００５，清水・

古賀１９９７，浜崎ほか１９９５〕。そして１０９・２９７地点では，その土石流に包含されていた１�を

優に超える巨礫の分布域の南縁を確認しており，特に２９７地点では，その分布域内には巨礫

が旧地表を押し潰して通過していった痕跡も見出している。これに対して，５４地点ではそ

うした礫を検出していない。また，初期水田を検出した２７６地点とその収穫物処理場と推

測される２９７地点では，それらを覆った土石流堆積物の粒度分析により，土石流に先行して

洪水が生じていた可能性が指摘されている〔増田ほか２００５，秋山ほか２００６〕。こうした成果を

もとに，本調査では，巨礫群の流下していった北限を把握することと，土石流に関するさ

らなる特徴を抽出してその様態を解明することを課題とした。

１８８

土石流は初期農耕の地をどう通り過ぎたか



１８９

　� 本調査区の層位と掘削手順

　本調査区の基本層序は（図１３５），上から順に，近現代の耕作土や造成土である表土（第

１層），江戸時代の遺物包含層である灰褐色土（第２層），鎌倉時代から室町時代にかけて

の遺物包含層である茶褐色土（第３層），調査区東北部の古代の溝の埋土としてのみ存在す

る黒褐色土（第４層），弥生時代前期末の土石流堆積物である「黄色砂」（２）（第５層），弥生

時代前期末までの遺物を包含する層でその上面が土石流直前の旧地表面となる暗褐色土

（第６層），そしてそれ以下の堆積である灰褐色粘質土（第７層），明灰色シルト質土（第

８層）となっている。今回の調査の主眼となるのは第５層である。これについては後述す

るが，周辺での調査成果から，下部にはシルトや粘土が堆積してそこから上方粗粒化して

いくことが事前に推測でき，はたして同様の状況が確認できた。直下の第６層は，粘性が

ある砂質土で，粒径５�程度までの花崗岩粒を含んでいる。下位の第７層との違いは，基

本的に土壌化の程度の違いであって，堆積環境の違いに基づくものではないと言えるが，

その下位の第８層は，これらの層よりも基本的に粒子が細かいようである。

　掘削手順については，まず，第５層より上位では，通常の埋蔵文化財調査をおこなって

いる。すなわち，表土を重機によって掘削した後に，第２層の近世の遺物包含層と第３層

の中世の遺物包含層を基本的に人為掘削して，それぞれ，遺構については記録保存し，遺

物については細片も回収に努めた。第５層の土石流堆積物は，上部の粗砂層は，シルトに

かわるまでの厚さ１�以上を重機によって掘削し，そして，シルトを面的に確認してから，

西壁際に幅２０�のトレンチを入れて第６層との層理面を把握した後，シルトないし粘土を

人為掘削した。また，南壁近くで第６層上面が示す旧地表の緩傾斜を確認したこともあ

り，調査終了直前には，南壁の第５層を，さらに掘削可能な１�分だけ南へ掘り進めた。

なお，土石流堆積物については，西壁の南辺および北辺で，細かい肉眼観察をおこなうと

ともに粒度分析用の試料採取をおこなった（図１３６－１・２）。

　今回の掘削調査の目的は土石流堆積物の検討なので，それ以下の第６層については，掘

削による現状変更を最低限に抑えている。すなわち，断面観察用に調査区西壁際を幅２０�

深さ１�ほど掘削したトレンチと，排水用に調査区中央を南北方向に南傾斜で幅２０�深さ

５～１５�ほど掘削したトレンチを掘り込むに基本的にはとどめ，上面を広く露出させるの

も，南落ちの緩傾斜を確認した調査区南辺に限定した。ただし，調査区中央やや南側では，

第６層上面で黄色砂の落ち込みＳＤ３を確認したので（図１４３－１，図１４４－２・３），これ

については黄色砂をすべて掘るべく旧地表面より下位の標高まで結果的に掘り下げた。

調査の背景と掘削の方法
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　３　考古学的資料

　ここでは，表土（第１層）と土石流堆積物（第５層）の間に堆積した地層の掘削時にお

こなった埋蔵文化財調査の成果の報告，および第５層中と第６層上面から出土している遺

物の紹介をおこなう。出土遺物の総量は，狭小な調査面積を反映してか，整理箱１箱に充

分に収まる程度であった。

図１３６　土石流堆積物の詳細
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　� 歴史時代の遺跡（図１３７・１３８・１４４－１）

　中世・近世ともに，遺物包含層の厚みはどちらとも１０～２０�にとどまり，中世の包含層

である第３層の下部はおよそ水平で，その下位には第５層の土石流堆積物が認められる。

確認した遺構は，近世では散漫に分布する直径１０～２０�ほどの小杭穴群，中世では遺物を

ほとんど伴わない２条の不定形な溝と土坑２基にとどまり（図１３７），この一帯が中近世を

通じて農地として利用されていたと解釈し得る。両層からの出土遺物は，個々の破片の大

きさは最大でも３�四方程度で，総量も整理箱の半分にも満たない程度であり，この点も

遺構についての解釈を支持し得るだろう。

　弥生中期から古代にかけては，遺構埋土として黒褐色土（第４層）が存在したものの，

面的に展開する遺物包含層は確認できない。しかし，上述のように，第３層と第５層との

境界は，層相としては漸次的な変化を呈するものの標高としてはおよそ水平であることか

ら，弥生時代中期から古代にかけての遺物包含層は，形成されてはいたもののすべて中世

に削平されてしまった，と考えるのが妥当である。その黒褐色土を埋土とする遺構は，調

査区東北部の東壁際で検出した南北にはしる溝ＳＤ１のみで，そこからは，古代の土師器

１９２
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図１３７　歴史時代の遺構（縮尺１�２００）
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の甕の破片２０点ほどが散漫な分布で出土した

（図１４４－１）。接合はかなわなかったものの

同一個体と思われ（図１３８），煤が付着してい

る外面は，頸部以下に刷毛目を残している

が，頸部から口縁は撫で調整。内面では，刷

毛目が残るのは胴下部にとどまり，それより

上が撫で調整となっている。この調査区の東

方３０�に位置する５４地点では平安時代末期か

ら鎌倉時代初頭にかけての火葬塚が確認され

ており，その火葬塚の東側には南北方向の溝

が数条検出されているので，ＳＤ１もそうし

た遺構と関連する可能性は否定しきれない

が，遺物の帰属年代はそれよりも先行するの

かもしれない。

　� 先史時代の遺物（図１３９）

　第５層の土石流堆積物からは，４点の土器が出土している。１は，調査区南壁を南進し

ているときに，第６層上面よりも３０�ほど上位の第５層下半の粗砂層から出土した，縄文

時代前期末の大歳山式土器の口縁部付近。縄文は２段左撚り。内外面ともやや摩滅してい

るが，Σ字状の刺突や縄文原体の確認は容易にできる。２は，東壁南辺の第５層最下部に

あった人頭大の礫のすぐ南側の粗砂層から出土した縄文土器。内外面ともに著しく摩滅し

ているが，厚手で外面に沈線をもつのがかろうじて確認できることから，縄文中期末～後

期前葉に帰属すると思われる。

　３は，黄褐色粗砂の落ち込みＳＤ３の底面付近から出土した弥生時代前期の壺形土器の

胴部下半。ＳＤ３周辺の暗褐色土よりも標高は低いところから出土したが，ＳＤ３底面の

暗褐色土よりは上位から出土し，破片の周囲には黄褐色の細砂ないしシルトが付着してい

た。この土器の直下からは，この土器に接するように，５が出土している。４は，ＳＤ３の

北側で第５層最下部の黄白色シルトの最下部から出土した。３と同様に，黄褐色細砂ない

し黄白色シルトが全面に付着していた。一条の貼付突帯に刻みを施した弥生前期の壺形土

器の胴部上半。刷毛目を消すように丁寧な撫でが施されている。突帯の下位には篦書き沈

線がめぐるのかもしれない。３・４ともに内外面はほとんど摩滅しておらず，特に，４は
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図１３８　ＳＤ１出土土器（縮尺１�４）



破断面もほとんど摩滅していない。

　上面が弥生時代前期末の地表面となる第６層は，狭小のトレンチ調査であるにもかかわ

らず，その最上部や土石流堆積物との層理面から５点の土器を回収できた。５は，３の直

下から出土した弥生前期末の壺形土器の胴部上半。外面は刷毛目の後に磨き，その後に少

なくとも９条もの篦書き沈線をめぐらせている。３はシルト層出土であったが，この５は

第６層と第５層の層理面から出土したと言える。

　６～８は甕形土器の胴部。いずれも外面に刷毛目が認められる。６は内面に煤が付着し

ている。９は，外面が縦方向の撫で調整で，縄文時代晩期末の突帯文土器の口頸部かもし

れない。６は南壁の第５層を南方に掘り進んだときの第５層と第６層との層理面から，７

～９は西壁際のトレンチの第６層最上部から，それぞれ出土した（図１３５）。５・６は，破

断面はいずれの面も摩滅しているが内外面は摩滅していないのに対し，７～９は，破断面だ

けでなく内外面も多少摩滅している。

　これらの土器の色調と胎土について触れておけば，色調は，１・３～８は淡橙色～赤褐

色，２は黄褐色，９は暗灰色をそれぞれ呈している。胎土は，３～８では，１～３�程度

までの大きさで黒色に近い色を呈する堆積岩の細粒が目立つが，１・２・９にはそうした

堆積岩粒はほとんど見あたらない。このように色調と胎土との間に相関があり，弥生土器

であることが明確な３～８は，橙色を基調として堆積岩粒を多く含むという，北白川追分

町遺跡の弥生土器の一般的な特徴に合致している。
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図１３９　黄色砂・暗褐色土出土土器（１～４：黄色砂，５～９暗褐色土　縮尺１�３）
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　４　土石流とその直前の状況

　土石流堆積物であることが周辺の調査から明らかとなっている第５層の「黄色砂」は，

本調査区の場合，全体的に上方粗粒化がうかがえる厚い黄褐色粗砂層にあっても，堆積の

中央付近に幾分粒径の小さい細砂層を挟むようにして，二度の上方粗粒化をしていること

が容易に認められる。また，本調査区でも，周辺地点と同様に，「黄色砂」の中でも最下部

に粒径の小さいシルト層が厚さ１０�程度まで堆積している部分が多い。さらには，本調査

区では，傾斜していくトレンチ南端付近では最下部のシルト層と第６層との間に別の細砂

層を介在させてもいる。このように，土石流堆積物を構成するのは，粒径を異にする複数

の層の累積である。今回の調査では，堆積物の粒径の大きい上部と小さい下部とを掘削時

にも面的に識別できたが，掘削後の断面観察によってさらに，最下部から順に５ａ～５ｅ

層に肉眼的に細分した（図１３５・表３）。

　最下部の５ａ層は南辺西部にのみに分布する黄灰色細砂で，南辺以外では最下部に堆積

しているのは５ｂ層の黄白色シルトである。南端から南辺東部にかけては５ｃ層の黄褐色

土石流とその直前の状況

表３　肉眼観察による土石流堆積物の層相

西壁北辺西壁南端

主体となる堆積物下面からの距離主体となる堆積物下面からの距離
土壌混じえ，５～１０�礫

５～１０�礫混じえ，稍逆級化
５�礫混じるも１�以下多い

１�以下
１�礫と１�以下

１�礫
１～２�礫
１～３�礫

３～５�礫
１～３�礫
１～２�礫

１�以下と１�礫

シルト
シルトと１�以下
１�以下

シルトないし粘土

１２０�１３９（�）

５e層
　９３�１２０
８８�９３

５d層
７６�８８
７２�７６
６７�７２
６４�６７
５８�６４

５c層
４６�５８
３５�４６
２０�３５
１０�２０

５b層
　６�１０
４�６
０．５�４．０
　　０�０．５

土壌混じえ，５～１０�礫

５�礫
３�礫
３～５�礫
１～３�礫
１～５�礫

１�礫
１～２�礫
１�礫
１～３�礫
１�礫
１～３�礫

３～５�礫
３�礫
１～３�礫
１�礫

シルトと１�礫（土壌混じる）

１２７�１５９（�）

５e層
１２０�１２７
１１５�１２０
１０４�１１５
　９７�１０４
８７�９７

５d層
８６�８７
７９�８６
７５�７９
６９�７５
６８�６９
６５�６８

５c層
４１�６５
２７�４１
１４�２７
　４�１４

５a層
０�４



粗砂層が最下部に認められる。このように５ｂ層は調査区南辺では安定した分布を見せ

ず，南辺西部では５ａ層の上位にわずかに認められるほか，南壁際では５ｃ層の下にまだ

らに分布する。５ｃ層と５ｅ層は黄褐色粗砂で，どちらも基本的には下部ほど粒径が小さ

いものが多く，５ｅ層の方が粒径の大きいものを多く含む。５ｃ層では，特に南辺東部で

第６層の直上に堆積している部分では粒径が小さい。この５ｃ層と５ｅ層の間にはさまれ

るかたちで堆積している５ｄ層は黄褐色細砂である。調査区北壁では，この５ｄ層で数�

単位で上方粗粒化を繰り返す多重逆級化を認めたが（図１３６－５），その他の層ではラミナ

もこうした規則的な粒径分布も肉眼的には確認できなかった。

　� 土石流堆積物の最上部と直下の様相

　まず，土石流堆積物の最上部，すなわち５ｅ層上部について述べておくと，標高がおよ

そ６０．５�で一様な点でも，層相は１０�大の礫がやや目立つとともに多少の土壌も含まれる

点でも，調査区全体におよそ共通性がみられる。標高が揃っている点は，上述のように，

耕地整備を目的とした中世の削平による結果であると思われ，また，層相も中世以降の畑

作植物の根などによる作用を考慮すべきかもしれない。つまり，第５層の最上部は，土石

流堆積直後の旧地表を反映しているとみなすべきではなく，むしろ，土石流はこれよりも

さらに厚く堆積していた可能性が高い。

　さて，第５層の下位には，暗褐色を呈する遺物包含層（第６層）が広がる。基質はシル

トのように粒径が小さく，粘性があり，数�程度の花崗岩粒や炭化物を含み土壌化が幾分

進んでいる。弥生前期末（約２５００年前）の地表面となるこの第６層上面は，調査区北半で

はほぼ平坦で標高５９．２�をはかるが，中央やや南寄りで確認された落ち込みＳＤ３付近を

境にそこから南へ傾斜し，さらに約３�南へ進んだ調査区南端では標高は５９．０�をはか

る。つまり，北へ傾斜する現地表面とは対照的に，３�で２０�ほど南へ傾斜している。

　土石流直前の遺跡周辺の植生については，良好なデータが得られていない。南方の２７６・

２９７の２地点では，この第６層に対応する土石流直下の土壌化層で植物珪酸体の分析をお

こなっているけれども，土石流直下のこうした土壌化層での花粉分析は，北白川追分町遺

跡だけでなく周辺の遺跡でもこれまでに成果があがっていなかったので（３），土石流の直前

の周辺植生を把握するために，花粉分析用の試料採取をおこなった。しかし，試料採取お

よび薄片観察を試みた上中央子氏によると，花粉の遺存があまり期待できないような層相

であり，実際に，花粉より耐性のあるシダ植物の胞子がわずかに確認できただけで，花粉

は全く検出できず，その胞子も種の同定には至らないほどの遺存状態だった。こうした状
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態になる原因としては，この地層では堆積速

度が遅かったために花粉や胞子が紫外線の影

響を受けて劣化・消滅してしまったことも想

定できるかもしれない〔上中２００７〕。

　� 土石流堆積物の様相

　土石流堆積物の掘削において，黄褐色粗砂

を機械掘削して黄白色シルトが現れたとき

に，調査区全面でシルト上面の様相を確認し

た。すると，調査区南辺と中央やや南寄りで

は，シルトの分布が認められない部分があっ

た（図１４０，１３６－３）。

　調査区南辺では，シルトの堆積は徐々に薄

くなり，以北で第６層上面が露出する標高に

なるくらいからは，黄灰色細砂（５ａ層）に

移行する。南端付近ではシルトの分布が途切

れていることによって，上位の黄褐色粗砂（５ｃ層）が粒径を小さくしながら落ち込みを

埋積しているような観を呈し（図１３６－６），実際に，西南隅では５ｃ層と５ａ層を識別す

ることは困難であった。このように南辺では，第６層の直上に堆積していたのは，調査区

北半とは異なってシルトではなく，粒径の大きい砂であったけれども，直下の旧地表面は，

調査区北半と同様に，乱された形跡はない。つまり，ここはもともと旧地表面が南へと傾

斜していく部分であって，その地表面を覆っている堆積物の最下部には，傾斜に沿って標

高が低くなるに連れて粒径が大きいものが堆積していたことになる。５ａ層でも５ｂ層で

もラミナを確認できなかったので流向を知ることはできなかったけれども，状況的には，

トレンチ南辺でのこうした粒径の違いは，堆積の場の違いに応じた掃流営力の強弱差と考

えられ，この二つの層の堆積は同時異相と判断できよう。ただし，この緩傾斜はそのまま

南へ続いていくわけではなく，南端あたりから南へ少なくとも１�は再び平坦化している

ことが，調査終了間際の南壁の南進掘削によって明らかとなっている。

　この，トレンチ南辺の東壁際の第６層直上では，南への緩傾斜の途中に人頭大の堆積岩

が１点あった（図１４４－５）。そして，黄色砂の最下部は，この礫の南北で様相が異なり，

北側では第６層直上には黄白色シルトが堆積しているのに対し，南側には基本的にシルト

土石流とその直前の状況

図１４０　５ｂ層上面の様相（縮尺１�２００）



よりも粒径の大きい砂が堆積していた。さらに壁面では，礫の周囲では第６層が上方の土

石流堆積物の中へと幾分巻き上がっているのが認められた（図１３６－７）。

　一方，中央やや南寄りでは，上位の粗砂が東西方向に幅約８０�の溝状に広がっていた（図

１３６－８）。そして，西壁際の壁面観察用トレンチ全体を掘削し，この部分以外の暗褐色土

が露出する標高まで掘り下げても，この部分では粗砂の堆積がさらに下位へ続くことがわ

かったために，弥生時代前期の人間が土石流発生以前に旧地表面に溝を掘削していた可能

性を意識して，この溝状落ち込みＳＤ３の埋積砂をすべて掘削するべく，まず西壁際から

掘り下げた。黄褐色粗砂を１０�ほど掘削すると黄白色シルトが現れ，さらにそのシルトを

１０�ほど掘削してようやく第６層が現れたが，東へ進むにつれてこうした埋積砂の厚みは

薄くなり，第６層上面の標高が上昇していく。こうして，ＳＤ３は東から西へ傾斜する縦

長の落ち込みとなっていたことがわかった（図１４１・１４３・１４４）。東西１．５�以上，南北は

およそ８０�をはかるが，人為の掘削が想定できるような，すなわち遺構と認定し得るよう

な，通常の溝の形状とは様相が異なって，不定形であるとともに，底面も側面も凹凸が著

しい。南北両側面では，所々でオーバーハングして立ち上がっており，特に北側ではその

えぐれ具合が顕著で，そのえぐれによって，暗褐色土も数�ほど土手状に盛り上がってい

る（図１４４－２）。側面のオーバーハングしている部分の多くでは，その隙間を埋積してい

るのは５ｂ層の黄白色シルトである。しかし，そのえぐれを西壁断ち割り東面で観察して

みると（図１３６－９），暗褐色土は，オーバーハングというよりは，落ち込みの上方へと分

散的に引っ張られるように黄色砂中へ巻き上がっていて，あたかも火炎の上部のような観

を呈する。また，南側面をトレンチ西壁面で観察してみると（図１３５・図１３６－１０），同様

の火炎状の巻き上がりが認められるうえ，５ｂ層を介さないで上方に引っ張られた暗褐色

土と５ｃ層の黄褐色粗砂が接している部分もある。これは，５ｂ層が部分的に５ｃ層に削

り去られたこと，そして暗褐色土が乾燥状態にはなく水分を多く含んでいたことを，それ

ぞれ物語るだろう（４）。

　このＳＤ３においては，前章で述べたように，埋積している黄白色シルトの最下部から

弥生土器（図１３９－３）が出土し，またその直下，黄白色シルト底面で暗褐色土直上とな

る位置からも弥生土器（図１３９－５）が出土している。さらには，前者の土器と同じよう

にシルトの下部から５�ほどの礫１点，後者の土器と同じく層理面で２点の礫（１０�大の

凝灰岩と５�大の花崗岩）も認められた。また，西壁の断ち割り断面の観察によれば，窪

みの底に残る暗褐色土は，上面の標高が窪みの周辺の暗褐色土上面の標高よりも２０�以上

１９８
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１９９

低くなっていて，周辺ではすでに下位の灰褐色粘質土（第７層）の下半くらいに達する深

さになっているにもかかわらず，ＳＤ３周辺で認められる暗褐色土の厚さと同程度の厚さ

で残存している。つまり，ＳＤ３の下部では，暗褐色土が下位の灰褐色粘質土の中にめり

込んでいる。さらには灰褐色粘質土も，層厚が薄くなっているとはいえ，さらに下位の明

灰色シルト質土（第８層）の中にめり込んでいく。

　このほかに，トレンチ内の壁面を観察すると，５ｃ層の下部において，下位の５ｂ層の

上部が５ｃ層に潜り込むように巻き上がっているのが北辺でも南辺でも確認できる（図

１３５・図１３６－１１）。それは，あたかも，生クリームに石を落としたときにできる王冠状の

波打ちの切断面のように見える。つまり，まだ水分を多く含んで堆積している黄白色シル

ト層の上部に部分的に圧力がかけられたことが推測できる。

　また５ｃ層においては，１０�前後の土壌化の進んでいない灰褐色粘質土のブロックが含

図１４１　ＳＤ３（縮尺１�３０）

土石流とその直前の状況



まれているのも確認しているほか（図１３６－１２），トレンチ南壁からは縄文土器片（図１３９

－１）も出土していた。そして，南壁の第５層を可能な限りさらに南へ拡張したところ，

５ｃ層上部（ないし５ｄ層下部）に，最大で厚さ５�ほどで幅１００�近くにまで広がる暗

褐色土のまとまりを確認した（図１４４－４）。拡張当初は広がりも微小だったので，上記の

粘質土ブロックと同様のもの，すなわち，周辺調査でもこの土石流堆積物中にしばしばみ

られる，上流の旧地表面を土石流が削り取ったことによる礫状の旧地表ブロックと同じも

の，と予測されたが，南進し続けると，この暗褐色土の上部には黄白色シルトも部分的に

存在し（図１３６－１３），さらに暗褐色土の分布は東西に伸展しておよそ１００�をはかるほどに

広がった。しかしそこから南へは，再び幅値を縮小していった。この暗褐色土と黄白色シ

ルトの広がりの南縁は確認せずに，残存部を地中に残してはきたが，第５層の堆積中に，

局所的にせいぜい数�に収まるであろう空間の堆積環境が安定して植物が繁茂してこのよ

うな土壌化層が形成されたとは考えられないので，この暗褐色土は，やはり，土石流が上

流のどこかの地点で黄白色シルトの堆積後に旧地表を削り取りそれをカーペット状に残存

させた産物，つまり，この地点にもたらされた上流の旧表土ブロックと考えられる。

　５ｂ層中には，平面的に，第６層と同じ暗褐色土の直径２�程度の斑点を確認できたり，

逆に第６層上面には５ｂ層と同じシルトからなる同サイズの斑点を確認できたりすること

がある。これらは断面として，壁面でも確認できる。生痕化石と思われるが，５ｃ層には

こうした斑点はまず認められなかった。しかし，調査区西壁のＳＤ３の南肩付近では，第

６層の暗褐色土が幅２�ほど５ｂ層に貫入し，そしてその貫入を受けた５ｂ層も同様に直

上の５ｃ層に幅２�ほど貫入している状況が確認できた（図１３６－４）。一年生の昆虫が地

中から出る時の痕跡であれば，土石流の発生時季を知る手がかりとなるが，斑点の直径は

セミの幼虫が地中から出るときのそれに近い（５）。

　５　白川弥生土石流の性格

　� 土石流の「本流」の規模

　北白川追分町遺跡の中で，土石流の営力の最も大きかったところには，直径１�を超え

る巨礫が幾つも残っている。とくに，１０９地点北半と２９７地点南辺では大きな礫が幾つも堆

積していて，そのすぐ南側はあまり旧地表面が乱されていないことから，土石流の「本流」

が流下していったその南縁と理解されている〔浜崎１９８３，冨井２００７〕。今回の調査の目的の

一つには，言わばこの対岸を探ることがあった。本節ではこの課題について検討する。

２００
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２０１

　調査区南端の緩傾斜については，暗褐色土上面の乱れがないことから，もともとの自然

地形だったと考えられる。そして最下部の堆積物粒径がこの北側より大きいことは，前述

のように，この部分が北側と比高差があった故に掃流営力も北側より幾分強かったことを

物語っていよう。しかし，この緩斜面は南側へは続かずに，少なくとも１�以上は再び平

坦になってしまう。むしろ注目すべきは緩斜面の直ぐ北のＳＤ３である。

　ＳＤ３については，２９７地点の土石流直下の暗褐色粘質土の上面で確認した多数の窪み

との類似を指摘できる。すなわち，２９７地点では，窪みの内部で暗褐色粘質土上面に接す

る部分には黄白色粘土が数�の厚さで堆積していることもあれば，その粘土を介さずに黄

褐色粗砂と暗褐色粘質土が接していたりする部分もある点，窪みの縁の暗褐色粘質土がめ

くれ上がってしまっている部分もあったりする点，窪みの周囲の窪んでいないところでは

暗褐色に土壌化した地層のさらに下位の土壌化していない地層が展開する標高よりも低い

標高になっても，窪みの底面では周囲の暗褐色土と同じくらいの厚さで暗褐色土が地中に

めり込むように残存している点，こうした点が共通している。したがって，ＳＤ３も土石

流の通過の際の巨礫のバウンド痕跡とみなし得よう。その点で，調査区南端の緩斜面の東

壁際の人頭大の堆積岩の存在は示唆的である。既往の周辺の調査では，黄色砂からは花崗

岩以外でこれ程の大きさの礫は確認できていないが，礫の周囲で第６層が多少巻き上がっ

ているように見えることから，この礫も土石流によってもたらされたと考えたい。

　こうしてみると，壁面で確認できた黄白色シルト上面での王冠状のシルトのまくれ上が

りも，同様に，上部を礫が通過していったことに起因すると考えるべきであろうし，バウ

ンドの際の圧力は暗褐色土には達しない程度だったと理解できる。浮力によって礫が浮か

ぶように流れてくる土石流においては〔諏訪１９９１〕，流体の内部での礫の動きは捉えにく

く，また地面にかかる圧力の大きさが直ちに礫の大きさを示唆するわけではないから，シ

ルト上面をバウンドしていった礫はＳＤ３を生み出した礫よりも小ぶりだったとは言えな

い。しかし，実際に調査区内では，ＳＤ３以北は，旧地形は平坦であったと思われるとと

もに，西壁トレンチでも中央の排水トレンチでも暗褐色土上面の乱れは確認できなかった。

　本調査区周辺での面的な調査がおこなわれるまでは推測の域を出ないが，土石流直前の

地表面において，扇状地末端の傾斜変換点で本調査区以北の平坦域にバウンド痕跡が認め

られないとすれば，北白川追分町遺跡の中で土石流の営力の最も大きかった本流とも言う

べき部分は，緩傾斜の縁に位置するＳＤ３まで広がっていた可能性がある。１０９・２９７地点

で本流の南限を捉えているので，白川扇状地の傾斜変換点から１００�ほど平野部へいたっ

白川弥生土石流の性格



た本調査区あたりでの本流の幅は１００�前後である。

　ただし，本調査区で南壁南進時に確認した平坦部の標高は５９．０�前後であったが，地表

面の乱れは少なくともその南進部分には見られない。また，２９７地点で巨礫の通過痕跡を

確認したのも平坦な地形であったが，その平坦部の標高は５９．５�前後である。つまり，少

なくとも「本流」の南北両縁は旧河道の川岸の土手状地形だったとは考えにくい。

　� 土砂移動現象としての白川弥生土石流

　本節では，弥生時代前期末の白川土石流が実際にどのように流下していったのか，今回

の調査と周辺での調査の成果を基に，そのプロセスを検討してみたい（図１４２）。

　前章で確認した土石流の堆積状況から，次のような様相が想定される。まず，土石流が

発生するしばらく前には，本調査区では，南辺以外は平坦地で，南辺は緩傾斜で南方が２０

�ほど低くなる段差があった。旧地表の植生はわからないが（６），一様に土壌化が進んでは

いた。そして，本調査区よりも上流のおそらくは白川扇状地上のどこかに，後に土石流に

よって部分的に削り取られて本調査区の５ｃ層にブロックとしてとどまることになる，灰

褐色粘質土が広がっていた（図１４２のβ地点）。土壌化がいくぶん進んでいない粘質土なの

で，そこは水の流れに比較的近かったかもしれない。また，同じく本調査区よりは上流で

それとは別のところには（同α地点），本調査区と同じような環境下で，これも後に土石

流に部分的に削り取られて本調査区の５ｃ層上部ないし５ｄ層最下部にカーペット状ブ

ロックとしてとどまることになる，暗褐色土が安定して広がっていた。

　本調査区で弥生前期末の旧地表面の直上に堆積しているのは，基本的に黄白色シルトで

ある。旧地表直上に，同様に非常に細かい粒子の堆積物が数�程度の厚さで認められるこ

とは本調査区周辺でもしばしばあり，２０８地点では「黄色微砂」，２９７地点では「黄白色粘

土」と呼ばれた。本調査区の南方１５０�の２７６地点では，黄色砂の最下部に「白肌色の粘土」

が堆積していて，その粘土から数�上方にかけての黄色砂の逆級化は，粒度分析によって，

土石流に先行する洪水の産物であると推測された〔増田ほか２００５〕。西方に展開している白

川扇状地にあって，これらの地点はいずれも，その末端の傾斜変換点より１００�ほど西に位

置する比較的平坦な地形という共通点がある。したがって，本調査区やそれ以南の，北白

川追分町遺跡の低地部では，土石流に先行して発生していたおそらくは大雨によって生じ

たと思われる洪水性堆積物に，広く覆われていた状況が想定できる。そして，その中には

本調査区南端のように，洪水流の流速が比較的大きくて細砂を堆積させるところも部分的

にあったようである。また，本調査区に辿り着いた「黄色砂」中の暗褐色土のカーペット

２０２
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２０３

状ブロックでは，暗褐色土の上面のシルト層がへばり付いて残存していることから，α地

点でも同様の氾濫状態になっていた微地形が存在したようである。

　さて，大雨による洪水の後，いよいよ上・中流の花崗岩地帯の集水域では，多くの箇所

で土砂崩れが生じ，そしてそれらが集合して大規模な土石流となり京都盆地へ流れ下って

くる。この土砂崩れは，２�以上の巨礫をも多数含んでいて残存層厚は２�を越える地点

もあり，崩壊土砂の総量は少なくとも１６万�はあったと思われる〔冨井２００５〕。こうした土

石流が白川扇状地を流下してくる際には，旧地表を削り取ることもあったが，その流れは，

灰褐色粘質土ブロックが示唆するβ地点のような水に近い環境だけでなく，本調査区と同

様に安定したα地点のようなところも通過してきている。そして，扇状地末端の傾斜変換

点を過ぎて平野部に入ってきた礫は，先行して堆積していた，粒度の小さい洪水性堆積物

の上部を乱したりする程度のものから，旧地表よりも数十�も下位の地層まで加圧して窪

みを残していくものなど，大小いろいろの影響を地層に与えながら，徐々に停止していく。

本調査区で確認できたこうした礫の加圧による，黄白色シルトの上面の乱れ，あるいはＳ

Ｄ３直下の暗褐色土の巻き上がりは，それぞれの地層が湿った状態にあったことを推測さ

せたが，このことは，洪水から大規模土石流の発生までには，数日間の好天をはさむよう

なことさえないほどに，時間差がなかった可能性を示す。

図１４２　本調査区とその周辺における土石流の堆積のプロセス
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　しかし，層厚２�を越える土石流ではあるが，本調査区では，黄褐色粗砂を主体とする

黄色砂の中に，厚さ１０～２０�ほどの細砂（５ｄ層）の介在が調査区全体で一様に確認でき

ており，しかもそこにはカーペット状の旧地表ブロックが残存していたりもする。これは，

粗砂を基質とする土石流が，一過性のものではなかったことを示すのではないだろうか。

大小の礫が流体内を上下しながら流下していくときに，これ程の広がりのカーペット状の

土壌が残存するとは思えないからである。土石流には２つの波はあったと考えたい（７）。

　第１波は，３～５�の礫を最上部にもつ５ｃ層までがその堆積物である。第２波は，粒

径１�前後までの砂の多重逆級化や，部分的に旧地表のカーペット状ブロックを含みなが

ら，粒径５～１０�の礫までも堆積させていった。最終段階の様相については，どの調査地

点でも，「黄色砂」の最上部が後世の人為的な掘削や植物の攪拌をどこでも被っているとは

いえ，２９７地点では，粗砂層の上位に２０�ほどの厚さの黄色シルトが帯状に堆積している

状況が確認されている。このシルトが水流起源か，泥質の土石流起源かは断定できない

が，土石流扇状地では土石流に引き続いて泥水流などが生じることもあるので〔諏訪１９９１

など〕，一連の土石流の最終段階に近い現象を示しているのかもしれない。

　最後に，防災的な観点からみれば，土石流が突如発生したのではなく洪水が先に発生し

ていたならば，北白川追分町遺跡やその近傍を生活の舞台としていた弥生時代の人々は，

吉田山などに容易に避難できたろう。また，上中流域が花崗岩地盤であるからおそらくは

２００年前後のサイクルで比較的規模の大きい斜面崩壊が発生していただろうし〔下川１９８３〕，

現に北白川追分町遺跡では縄文後期後半から弥生前期末にかけての約１０００年間に大小様々

な洪水が度々あったので〔冨井２００７〕，先史時代という時代性も考慮すれば，先祖伝承と

して出水に対する心構えもあったろう。水田の埋積に示されるように生業面・生活面での

被害は甚大だったとしても，人的被害はかなり小さく抑えられたと考えたい〔冨井２００５〕。

　６　お　わ　り　に

　今回の調査によって，まず，白川弥生土石流の巨礫通過痕跡と判断し得る，旧地表面の

乱れを確認できた。これによって，白川扇状地の末端から平野部に地形が変わるあたりで

の，巨礫を多く伴った部分の流幅を１００�前後と推定できた。また，土石流堆積物の中程を

境に，堆積物の上方粗粒化が大きく２単位に分離できることがうかがえたとともに，その

境界には上流で抉り取られた幅約１�におよぶカーペット状の旧地表ブロックが確認でき

た。このことから，土石流は少なくとも２波あったと推測できた。

２０４

土石流は初期農耕の地をどう通り過ぎたか



２０５

　本調査区では２地点で土石流堆積層の１�単位の粒度分析用試料を採取した。また，下

流の本部構内と吉田南構内の各１地点でも，同様の精度でボーリングコアを粒度分析する

機会を得た。今後はこれら４地点の粒度分析結果を検討し，白川最下流域での地点ごとの

土石流の様態比較をおこない，初期農耕集落での出水対策についても比較検討したい。
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〔注〕
（１）　 最近の年輪年代測定法などの成果による〔今村・小林編２００７〕。

（２）　 埋蔵文化財の調査を主眼としておこなう北白川追分町遺跡の発掘調査では，この堆積につい

ては，自然堆積であるということで便宜的に「黄色砂」として一括りにして，文化層の掘削を

進めている。本論でも，この「黄色砂」という通称をしばしば用いる。

（３）　 本調査区の５０�ほど東方の５４地点，および本調査区の２５０�ほど東の白川扇状地上に位置す

る京都大学北部構内遺跡の１６地点では，黄色砂直下の土壌化層から花粉分析の試料採取が試み

られているが，どちらも花粉の遺存状態が悪かったようである。５４地点では，約３００グラムの土

壌サンプルを処理して分析した試料では，マツ属２点・ケヤキ属１点の合計３点の花粉以外に

はシダ胞子さえ検出できず〔中堀１９７９〕，１６地点では，約１５０グラムの土壌サンプルから処理・

分析した試料では，同定された花粉はない〔中堀１９７７〕。

（４）　２９７地点の東壁でも同様の断面相が確認できている〔冨井ほか２００７〕。

（５）　 セミの幼虫だとすると，一年以上地中にとどまっている種もあるので，この斑点によっても，

土石流の発生の時季推定をすることはできない。

（６）　 植物珪酸体分析をおこなっている２７６・２９７地点は〔外山２００５・２００７〕，本調査区よりも１００�

以上も南方に位置している。珪酸体という資料の性格上，その地点での復元景観を本調査区ま

で隔たったところに適用することは躊躇される。

（７）　 もっともこれは，言わば定点観測的な意味でのことであり，第２波は，土石流本体（第１波）

の後続流なのか，二次的な土石流なのか，どちらともわからない。第２波までの時間的間隔は，

後続流ならば数秒でもよく，二次的土石流ならば数時間あるいは数ヶ月でもいいだろう。

お　　わ　　り　　に
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２０７

　１　ＳＤ３（北から） 

　２　出土土器（１縄文前期，２縄文中後期，９縄文晩期，３～８弥生前期） 

１３９－２ １３９－３ 

１３９－４ 

１３９－５ １３９－６ 
１３９－７ 

１３９－８ １３９－９ 

１３９－１ 

図１４３　ＳＤ３と本調査区出土遺物



２０８

　５　暗褐色土上面の人頭大の堆積岩（西から） 　６　調査区南半（南から） 

　３　ＳＤ３（南から） 　４　黄色砂中の暗褐色土塊（北から） 

　１　ＳＤ１（北から） 　２　ＳＤ３（東から） 

図１４４　各種遺構や堆積状況の詳細



２０９

「大猪甘人面」に関する覚書

笹川尚紀　

　１　はじめに

　正倉院古文書続修第１０巻は，「山背国愛宕郡天平四年計帳断簡」に相当し，３断簡によっ

て構成される。そのうちの一つは，縦３０．１�・横４．０�の小さなもので，４行分の墨書が

確認される。しかしながら，最初と最後の行は文字の残りがごく僅かで，判読は非常に難

しい（１）。以下に掲げるのは，２・３行目の記述である。

　　女大猪甘人面宇麻後売年伍拾弐歳丁女頬疵

　　女大猪甘人面阿治売年肆拾伍歳丁女右頸疣

　「山背国愛宕郡天平四年計帳断簡」全体では，２２名の郷戸主の名が記されているものの，

先の２人の女性がどの戸に属していたのかは不明である。問題にしたいのは，両者の氏名

であるが，「大猪甘人面」がそれに当たることはまず動かないであろう。かかる氏名は，他

の史資料には一切見出すことができず，すこぶる珍しいものであるといえる。

　小稿では，この「大猪甘人面」という氏名の由来についてあれこれ考えたところを披瀝

していくこととする。史料が乏しい故に推測に推測を重ねたところが多く，恣意的な解釈

がしばしば見受けられることと思う。諸賢の御斧正を頂ければ幸いである。

　２　先行研究の概観

　まず最初に，「山背国愛宕郡天平四年計帳断簡」について簡単に説明を加える。本文書は，

天平４年（７３２）に書き上げられた計帳歴名で，その後，数回にわたって補訂が行われた

ことが確認される（２）。戸主秦小尓の戸口奴稲敷にまつわる追記には「従二愛宕郷山背忌寸凡

海戸一来附」とあって（３），愛宕郷の前に国郡名が記されていないことから，愛宕郷と同一の

郡，すなわち山背国愛宕郡に属する某郷の計帳歴名であることが押さえられる（４）。

　岸俊男氏は，それにみえる氏姓などを勘案し，某郷は錦部郷である可能性を示唆してい

る（５）。幾つかの史料によって錦部郷の郷域を推定することは可能であるが（６），『中右記』天

仁元年（１１０８）１０月３日己卯条（７）によると，大嘗会における御禊点地の際，山城国の土風

を知る者にその場所の郷名を問うたところ，「愛宕郡錦織郷吉田村」と答えているので，吉

田村の比定地である京都市左京区吉田一帯がこの頃，錦部郷に包含されていたことが窺え



る（８）。もとより，愛宕郡のどの郷の計帳歴名か，その確定は今後の喫緊の課題である。

　さて，「大猪甘人面」に眼を向けるに，このような変わった氏名を持つ集団が愛宕郡某郷，

ないしはその周辺に集住していたことはまず疑いなかろう。かかる氏名がどのような意味

を有するのか，この点を解き明かしていく場合，それを如何様に分解できるかが大きな鍵

となるといえる。「大」「猪甘」「人面」，「大」「猪甘人」「面」の二通りの解釈があり得るとし

て大過なかろうが，果たして何れが穏当なのであろうか。以下に史料を取り上げ，考察を

めぐらしていくこととする。

　『古事記』安康段

於レ是，市辺王之王子等，意�王・袁�王〈二柱。〉聞二此乱一而逃去。故，到二山代苅

羽井一，食二御粮一之時，面黥老人来，奪二其粮一。尓，其二王言，不レ惜レ粮。然，汝者

誰人。答曰，我者山代之猪甘也。故，逃二渡玖須婆之河一，至二針間国一，（後略）

　『古事記』顕宗段

初，天皇逢レ難逃時，求下奪二其御粮一猪甘老人上。是得レ求，喚上而，斬レ於二飛鳥河之河

原一，皆断二其族之膝筋一。是以，至二于今一其子孫，上レ於レ倭之日，必自跛也。故，能見二

志米岐其老所在一。〈志米岐三字以レ音。〉故，其地謂二志米須一也。

　父である市辺之忍歯王が雄略によって淡海之久多綿之蚊屋野で殺害されたことを知り，

意�王（仁賢）・袁�王（顕宗）は逃走する。その途中，山代の苅羽井で糧食を食べよう

とした時，顔に入墨をした老人たる山代の猪甘によってそれが奪われたとされる。その

後，即位した顕宗は，猪甘の老人を探し出して飛鳥河の河原で斬り殺し，その一族の者に

対しては膝の腱を断ち切ったと語る。両伝承は一連のものであり，後者はさらに地名起源

譚としての役割も有している。

　山代の苅羽井の比定地は，山城国綴喜郡の式内・樺井月神社が鎮座する城陽市水主付近

に想定される。『延喜式』雑式には「凡山城国泉河樺井渡瀬者，官長率二東大寺工等一，毎

年九月上旬造二仮橋一，来年三月下旬壊収。（後略）」とあって，「山城国泉河樺井渡瀬」の存

在が知られる。宝暦４年（１７５４）に成立した『山城名跡巡行志』第６・綴喜郡３では「樺

井渡　在二当村（水主村─筆者註）一。渡二木津川一。又云二水主渡一」とみえており（９），これ

を踏まえると，樺井の渡瀬は城陽市水主付近に所在した可能性が強い。とすると，意�・

袁�両王は，木津川の渡河点付近で休憩をとったとされていると目され，且つ山代の猪甘

は，その近辺に居住していたことが押さえられる。おそらく，この山代は，相楽郡・綴喜

郡・久世郡一帯のいわゆる狭義のヤマシロに相当するとしてよかろう（１０）。

２１０

「大猪甘人面」に関する覚書



２１１

　「大猪甘人面」の「猪甘」は，山代の猪甘と等しく，ヤマト王権によって編成された猪

の捕獲・飼養に従事した集団を指すものと考えられる。猪甘はまた猪養・猪飼とも表され，

猪肉とともに猪皮（１１）・猪膏（１２）・猪脂（１３）（「膏」は溶けたもの，「脂」は固まったもの）等も

中央に貢上していたと思料される。『古事記』顕宗段の説話に，「至二于今一其子孫，上レ於

レ倭之日，必自跛也」と記されており，これらの物品を進納する際，猪甘は跛行の所作を

とっていたことが窺える。平安時代前期の事柄となるが，王臣家人および百姓らが北山で

取った鹿や を鴨川の水源から上流にかけて洗ったり，また賀茂神山で無頼の輩が猪や鹿

を偸み射ることに対して禁制が下されている（１４）。山背国愛宕郡の辺りには，古くより猪が

多く生息し，それが捕獲されていたことはまず間違いあるまい。ただし，先の山代が狭義

のヤマシロであると推測されることに徴するに，「大猪甘人面」の氏名を持つ宇麻後売・阿

治売およびそれらの父が，山代の猪甘の子孫に該当すると捉えることは難しい。

　佐伯有清氏は，『古事記』安康段の説話に山代の猪甘が黥面であるとされているのを勘案

し，「大猪甘人面」に関して次のように述べる（１５）。　

大猪甘人は「オホヰカヒヒト」と読むが，「面」はなんと訓んだらよいのか。「オモテ」

か「メン」か。あるいは山代の猪甘の老人の伝承にみえる「面黥ける」の「面」に由

来する語なのであろうか。とすればこの「面」は「メサキ」と読むのが正しいことに

なる。大猪甘人面は「オホヰカヒヒトノメサキ」と読めるのではないかという一案を，

ここに提示しておこう。

　まことに興味深い推論ではあるが，問題がないわけではない。『古事記』安康段の伝承か

ら，山代の猪甘が顔に入墨をしていたことは押さえられるものの，全ての猪甘が果たして

そうであったかは断定の限りではない。ヤマト王権によって各地に猪甘が設置された時期

は決して一律ではなく，時代が下るにつれて黥面が施されなくなった可能性も十分あろ

う。前記したように，「大猪甘人面」は『古事記』安康段などにみえる山代の猪甘の後裔に

当たらない蓋然性が強く，然りとすれば，それを氏名に持つ集団の先祖が顔に入墨を行っ

ていたかどうかは不明であるといえる。そして，そもそも「面」一字に黥面の意味を込め

ることができるのか逡巡を覚えるのである。

　『続日本紀』天平宝字５年（７６１）３月庚子条によると，百済人の面得敬ら４人に春野

連の姓が与えられており，『新撰姓氏録』右京諸蕃下・百済には，春野連と同祖で百済速古

王の孫・比流王の後裔と称する面氏が，「不レ載二姓氏録一姓」のなかに面がみえている。面

という氏名は，おそらくは朝鮮半島の地名に由来するのであろうが，かような氏名が存在

先行研究の概観



することに照らすに，佐伯氏が説くように「猪甘人」と「面」で分けることもまた可能で

あることが想察される。ただし，それらは百済系の渡来氏族であって，京都盆地のどこか

に土着していた「大猪甘人面」との繋がりは一向に看取し得ない。また，『古事類苑』姓名

部１・姓氏上では，「人面」をカバネとして取り扱っていて，全く腑に落ちないものの，「大

猪甘」と「人面」に分けている点は注目に値するといえる。詮ずるところ，「大」「猪甘」

「人面」で構成されている可能性も十分に残されているのであって，このことを検討の対

象として一切顧慮していないのはすこぶる問題となるといえる。

　結論的にいうと，「面」一字から何らかの意味を引き出すことは困難を極めるのであって，

筆者は後者の解釈が妥当であると考える。この点に関しては節を改めて詳述していくこと

としたい。

　３　神衣祭における人面

　「大猪甘人面」が「大」「猪甘」「人面」で成り立っていると把えるのは，人面と称され

る者が我が国の古代に確認されることに注視するからである。

　毎年４月と９月に，伊勢皇大神宮（内宮）および荒祭宮に神衣を奉献する神衣祭が催さ

れた。服部氏・麻続氏がそれぞれ織作した和妙衣・荒妙衣が神衣に当たり，４・９月の１

日から織り始められ，１４日に両宮に供奉された（１６）。この服部氏・麻続氏の神部とともに神

衣の調進に従事したのが人面であり，女性の織子と対になる男性奉織者であった。

　豊受大神宮禰宜度会行忠が弘安８年（１２８５）に撰作した『伊勢二所太神宮神名秘書』「神

服麻続両機殿」のところ（１７）に，人面の来歴に関する記述が掲げられている。

旧記云，神衣祭者，皇太神宮御二座高天原一之昔，人面等之遠祖天八千々姫殖二桑葉於天

香山一，以二所レ蚕之御糸一織，供二進御衣於太神一。御垂跡之刻，彼神達奉レ戴二雨具御機

具一，天降御座之以降，人面職掌人等為二其末葉一，以二女子一者号二織子一，以二男子一者称二

人面一。職掌不レ違二天宮之例一以二四九両月十四日一所レ謂進二之御衣一也。

　人面・織子による御衣の供進は，それらの祖先である天八千々姫が高天原において天照

大神にそれを奉献したことに由縁するとある。天八千々姫は，同箇所に天棚機姫神の子孫

と記されているが，『古事記』『日本書紀』などの古典には確認し得ない。かかる伝承がい

つ頃形成されたかであるが，『神宮雑例集』巻第２・政印事所収の大神部・神服連公道尚ら

による嘉応２年（１１７０）９月２９日の解状（１８）に，「況於二神御衣勤一者，掛畏天照坐　皇太神御二

坐天原一之時，以二神部等遠祖天御桙命一為レ司，以二八千々媛一為二織女一奉レ織之間，御垂跡之
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後，于レ今其勤誠以厳重無双也」・「御糸奉納人面重次〈八千々媛孫。〉住宅」とみえている

ので，少なくとも平安時代末期には存していたことが窺われる。

　さて，人面の意味であるが，織子と異なり，その解明は相当に難しい。皇大神宮禰宜を

務めた薗田守良は，先に挙げた『伊勢二所太神宮神名秘書』や『神宮雑例集』所引の解状

の記載は信用できないとし，男職であったかは定かではないとして，「人面は，…比登淤母

とよまんか。…さて比登於母とは人母にて，織子娘の母ならん。…されば織子を扶けて祭

祀に仕奉らしむる女の称と聞ゆ。……かゝればもと其娘を母の相具して参来しを，後には

其家と定まりて，そを人面と呼びて其人々の仕奉る如くなりしか」という試案を呈示して

いる（１９）。しかしながら，『伊勢二所太神宮神名秘書』などの記述を無下に否定し去ることは

できず，やはり男職として捉えていくことが必須となろう。それゆえに，人面に関する推

定も容易に諒解することはできず，女性奉織者の呼称が織子であったことに照らすに，そ

の語義もまた神衣を作るという職掌に因む可能性が残されているように思われる。

　かかる人面の史料上の初見は，『太神宮諸雑事記』第１の以下の記事となる（２０）。

天暦七年〈癸丑〉九月，神服神麻続二機殿，例貢〈乃〉神御衣，調備 参之間，五十

鈴川，俄洗レ岸洪水出来，往還不レ通。因レ之神部人面等，乍レ奉レ持二神御衣等一，三員

宮司相共，二ヶ日夜之間，逗二留宇治山一。以二同十六日一乗レ船，奉レ渡二件神御衣一，奉

レ納了。

　村上天皇の天暦７年（９５３）９月，五十鈴川の洪水によって神御衣を携えた神部・人面

らが宇治山で逗留し，２日遅れの１６日に船を利用してそれを奉納し終わったとある。人面

に関する史資料は決して多く残されているとはいえず（２１），その設置がいつ頃まで遡るのか

を明らかにすることは叶わない。上記の史料からいえることは，天暦７年９月以前に人面

はすでに存在していたという点のみである。けれども，神事における衣裳の製作に従事す

る男性を古くから人面と呼び慣わしており，かかる名称が伊勢皇大神宮（内宮）の神衣祭

に奉仕する男性の職名として採用されるに至った可能性は十分に想定されよう。

　以上，明証に欠ける嫌いがあるものの，筆者は，神衣祭における男性奉織者である人面

の存在を重視し，「大猪甘人面」は，「大」「猪甘」「人面」によって成り立っていると推断す

る。具体的に述べれば，「猪甘」は猪を捕獲・飼養すること，「人面」は神祭における衣服

の作製に与ることを意味し，畢竟，「大猪甘人面」という氏名は，職掌に因むものであると

解する。もっとも，そう考える場合，何故に相異なる職務に由来する名称を二つも氏名に

負うことになったのか疑問が生じよう。しかしながら，ある一つの史料を前提にすれば，



全く無関係と思われる「猪甘」と「人面」が，実は密接な繋がりを有していたことを汲み

取ることができるのである。その史料とは，賀茂神社における御阿礼祭の起源伝承のこと

を指すのであるが，釈読に関して問題を抱えている部分があり，この点をも含めて様々に

論究を実施していくことが求められているといえる。

　４　賀茂祭における「猪影」

　京都盆地の北部，京都市北区上賀茂本山に上賀茂神社（正式名称は賀茂別雷神社），左

京区下鴨泉川町に下鴨神社（正式名称は賀茂御祖神社）が鎮座している。愛宕郡に所在し

た両社は，平安時代以降，王城鎮護の神として貴紳の尊崇を集めた。しかるに，下鴨神社

の分立は奈良時代中葉頃に求められるとされており（２２），この点を踏まえ，小攷ではそれ以

前の社名を賀茂神社と表記することとしたい。

　賀茂神社は，『釈日本紀』巻第９・述義５・第３に引かれる「山城国風土記」逸文・可茂

社条（２３）などを勘案すると，鴨（賀茂）県主によって奉斎されていたことが知られる。

　『本朝月令』第２・４月・中酉賀茂祭事に引かれる「右官史記」の一節（２４）などには，天

武６年（６７７）２月に「令三山背国営二賀茂神宮一」とみえている。これが信頼できるとする

と，７世紀後半に恒常的な社殿が設営されるに及んだと理解すべきであろう。この神社で

毎年４月に執り行われていたのが御阿礼祭であり（以下，賀茂祭と記す），厳粛な神迎え

の祭儀を主体とするものであった（２５）。小稿では，主として奈良時代以前の時期のそれにま

つわる史料を取り上げ，分析を加えていくこととする。

　『続日本紀』文武２年（６９８）３月辛巳条

　　辛巳，禁二山背国賀茂祭日会レ衆騎射一。

　『続日本紀』大宝２年（７０２）４月庚子条

　　夏四月庚子，禁下祭二賀茂神一日，徒衆会集執レ仗騎射上。唯当国之人不レ在二禁限一。

　『続日本紀』和銅４年（７１１）４月乙未条

　　乙未，詔，賀茂神祭日，自レ今以後，国司毎年親臨 察焉。

　『本朝月令』第２・４月・中酉賀茂祭事

　　国史云，……神亀三年三月，衆人会集，一切禁断。

　『類聚三代格』巻第１・天平１０年（７３８）４月２２日勅

勅，比年以来，祭二賀茂神一之日，会二集人馬一，悉皆禁断。自レ今以後，任レ意聴レ祭。但

祭礼之庭勿レ令二闘乱一。
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　７世紀末から８世紀前半にかけて，賀茂祭における「会衆騎射」がたびたび禁止されて

いるが，最終的には天平１０年４月にそれが解かれている。騎射とは，後世の流鏑馬の如き

ものであろうか。天平１０年４月２２日勅の「但祭礼之庭勿レ令二闘乱一」という記述などから

すると，それは喧噪を伴うものであったことが想定される。『続日本紀』大宝２年４月庚子

条によって，山背国以外の人々も祭に加わっていたことがわかり，その殷賑の様が窺われ

る。天平９年４月に大伴坂上郎女が賀茂神社に参拝しており（２６），おそらくは賀茂祭に際し

ての事象と察せられるので，都人にも広く知られた祭儀であったことが推断される。かか

る状況は，『続日本紀』文武２年３月辛巳条を踏まえると，少なくとも７世紀後半には遡り

得るものといえるが，賀茂神社が鎮座する愛宕郡の人々が，古くから重要な祭祀としてそ

れを位置づけ，密に接し続けて来たことはまず疑いあるまい。

　このような賀茂祭の起源（賀茂の乗馬）について語っているのが，平安時代中期成立の

『本朝月令』第２・４月・中酉賀茂祭事に引かれる「秦氏本系帳」の一齣である。

其祭祀日乗レ馬矣。志貴島宮御宇天皇之御世，天下挙国，風吹雨零。尓時勅二卜部伊吉

若日子一令レ卜，乃賀茂神祟也。撰二四月吉日一馬�レ鈴，人蒙二猪影一而駆馳，以為二祭

祀一，能令二�祀一。因レ之五穀成熟，天下豊年。乗馬始二於此一也。

　如上の史料によると，欽明の命によって賀茂祭が開始されたこととなる。『日本書紀』欽

明２８年（５６７）条の「郡国大水飢。或人相食。転二傍郡穀一以相救」という記事に結びつけ

て理解する向きも存するが（２７），確実かどうかははっきりしない。もっとも，７世紀末には

賀茂祭が執行されていたことが知られるので，その創始は大化以前に遡ると考えておそら

く誤りあるまい。賀茂祭が実施されることによって，天候不順が治まり五穀成熟・天下豊

年がもたらされたとみえており，愛宕郡を始めとする畿内各地の庶民の崇敬を集めるに及

んだ原因の一つとして，その点を挙げることは許されよう。

　さて，ここでとりわけ注目したいのは，「猪影」に関してである。先に掲げた史料は，神

道資料叢刊８『新校　本朝月令』からの抜粋となるが，同書は「塙保己一の板本群書類従

本を底本とし，中世に溯る古写本二本を副本として用い，併せて近世の写本を適宜参照し

て，新たに校訂を加えた」詳細なものである。同書から，諸本いずれも「猪影」という表

記であることが押さえられ，何ら問題はないかのように思われる。しかしながら，近世以

来，「猪頭」と解する所説が呈示されており，吟味を要する。以下に，やや煩瑣となるが，

それに関する検討を施していきたい。

　平安時代末期に顕昭が著した『袖中抄』第１７・「セミノヲカワ」には，「山城国風土記」



逸文・可茂社条とともに，先の史料と同じものが掲げられている。現在，国立歴史民俗博

物館に蔵されている古写本は，嘉元年間（１３０３～０６年）をあまり降らない頃に書写された

ものを多く含んでおり，第１７もそれに当て嵌まる。そこでは，「 猪影 」と記されている（２８）。
ヰノエイ

また，天理図書館所蔵の古鈔本は，鎌倉時代に書写された第１７のみの零本であるが，同様

に「猪影」とみえている（２９）。さらに，『日本歌学大系』別巻２所収のものは，室町時代の写

本・穂久邇文庫蔵飛鳥井雅章手沢本を底本とするが，そこでも「猪影」とある（３０）。

　以上のことを踏まえて，まずは，今井似閑が認めた，享保２年（１７１７）３月の跋文を有

する『萬葉緯』巻第１８（３１）に眼を向けたい。似閑は，『袖中抄』より賀茂祭の起源にまつわる

箇所を細註で抜き出し，風土記逸文として採択している。近年，これを風土記逸文として

認定することに対し疑問の声があげられているが（３２），その是非は措くとして，さしあたり

問題にしている「猪影」のところをみると，『詞林采葉抄』では「猪頭」となっていると記

す。そこで，遊行僧由阿が貞治５年（１３６６）以前に著した『万葉集』の研究書である『詞

林采葉抄』を繙くに，南北朝期の書写で現存最古の写本である冷泉家時雨亭文庫蔵本では，

「 猪 願」となっている（３３）。また，応永８～１２年（１４０１～０５）写の天理図書館蔵本では「猪
チヨ

影」（３４），永享３年（１４３１）写の京都大学文学研究科国語学国文学研究室蔵本では「 猪影 」（３５）
チヨエイ

とみえている（３６）。「猪願」では意味をなさず，誤記としてよかろうが，結局のところ，古い

時期の写本には「猪頭」ではなく「猪影」と記されていることが確認される。

　続いて，賀茂神社にまつわる縁起伝承を考証した伴信友『瀬見小河』を取り上げる。そ

の凡例によると，『袖中抄』旧本における賀茂神社の「縁起をもて本書とし，風土記，本系

帳をもて，伝写の誤を 訂して，此考の證文とす」とあって，『袖中抄』を重んじ，『釈日

本紀』掲載の「山城国風土記」逸文・可茂社条，および『本朝月令』所引の「秦氏本系帳」

における記載等を校定のために用いたことが知られる。そして，今問題としている「猪影」

に関しては，諸書に「影」とあることに注意を払いつつも，『袖中抄』旧本およびその印本

と「同じ書ざまなる写本」に「頭」とあること，『賀茂注進雑記』にも「猪頭」と記される

ていることを以て，「猪頭」を採用している（３７）。その上で，「蒙二猪頭一とは，獅子舞といふも

のゝ蒙る獅子頭のさましたる仮面なるべし」と解するものの，『古今著聞集』古本などにお

ける事例を踏まえ，「猪影」が正しい表記である可能性も示唆している点は見落とせない（３８）。

『袖中抄』古写本における表記はすでにみたので，『賀茂注進雑記』に眼を転ずるに，同書

は，上賀茂神社の神主岡本 保可 らによって延宝８年（１６８０）にまとめられたもので，翌９
やすよし

年に一部追筆が行われている（３９）。現在，その刊本は２冊存するが，『続々群書類従』第１所
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収のものには「猪頭」とみえている。しかるに，賀茂別雷神社発行の「当社蔵本四部，梅

辻年久氏蔵本，市貞顕氏蔵本等を参照し」て校訂を施したものには，「猪 影 」と記されてい
頭イ

る（４０）。それゆえに，『賀茂注進雑記』から「猪頭」を導き出すことは，その成立年次の新し

さをも考慮して，慎重にならざるを得ない。

　叙上に触れたもの以外では，治承年間（１１７１～８１）をあまり降らない頃の成立と目され

る『伊呂波字類抄』十巻本（４１），貞治（１３６２～６７）初めに稿本がまとめられ，後に修正を加

えた覆勘本が作成された『河海抄』（４２），著述年未詳の『年中行事抄』（４３），１６世紀中葉頃に成

立し江戸時代初期に現在の如き体裁となった『二十二社註式』（４４），江戸時代初期以前成立の

『諸社根元記』（４５），寛永１３年（１６３６）に近い頃に撰作された『松尾社家系図』（４６），江戸時代

前期成立の『賀茂皇大神宮記録』（４７）などに，賀茂の乗馬に関する史料が引用されているが，

『松尾社家系図』にのみ「猪頭」とあるものの，他は全て「猪影」と記されている。

　ちなみに，日本古典文学大系２『風土記』では，「猪頭」とし「袖中抄「影」。本系帳

（「秦氏本系帳」─筆者註）による」という鼇頭を付すが（４８），先述したように，「秦氏本系

帳」では「猪影」とあって，誤りを含んでいる。新編日本古典文学全集５『風土記』でも，

『群書類従』第６輯所収の『本朝月令』を底本とし，『日本歌学大系』別巻２所引の『袖中

抄』を勘案して校訂しているにもかかわらず，「猪頭」とする（４９）。おそらくは両書いずれか

に拠っている場合が多いのであろう，「猪頭」と記述する研究論文は枚挙に暇がない。

　かくして，諸書を概観した結果，「猪頭」ではなく「猪影」とすべきことが闡明したこと

と思う。もちろん，誤写の可能性も捨て切れないものの，諸書に「猪影」とみえる以上，

かかる記載を前提にして考察を展開していくことが肝要となろう（５０）。それでは，「猪影」と

は具体的にどのようなものを指すのであろうか。前掲した「秦氏本系帳」の一節には，「馬

�レ鈴，人蒙二猪影一而駆馳」とみえ，馬に鈴をかけ，騎乗する者が「猪影」を蒙って，そ

れを走らせたことが記されており，かかる行事が古い時期において賀茂祭の一部をなして

いたことが窺える。平野邦雄氏は，「猪影」とは猪の頭のことを指すとするが（５１），そうであ

るならばただ単に「猪頭」と記せばよいわけで，少なからず躊躇を覚える。やはり，「猪

影」は「猪頭」とは異なるものとして捉えるのが相応しかろう。

　着目すべきは，「影」であるが，『時代別国語大辞典』上代編・「かげ【影・陰】」の項で

は，「姿」という意味が挙げられている。ただし，『角川古語大辞典』第１巻・「かげ【影・

蔭・陰】」の項には，「人や物の姿」という語義が掲げられているものの，「光を受けて映し

出される形をいう語であろうが，実体そのものをいうよりも，虚像をさすのが普通で，そ



の姿も輪廓や色彩がぼやけて頼りないもの，はかないもの，という意を伴うことが多い」

という説明が付されていて，注意を要する。なお，「影」に関しては，『和名類聚抄』巻第

２・鬼神部第３・神霊類第１６に「霊　（中略）日本記云〈美太万〉一云〈美加介〉」（５２）と

あることを踏まえると，霊魂（生命力）の意味も含んでいたことが知られ（５３），刮目される。

　「人蒙二猪影一」とみえるので，人は「猪影」を被っていたことが押さえられ，具体的に

はそれは衣服（外套のようなものか）と捉えるのがよかろう。些か欠点が存するものの，

「影」は姿を意味し，騎乗の者は猪の恰好をしていたとして差し支えあるまい。もっとも，

「影」はまた霊魂（生命力）の語義をも有していることに留意すると，騎乗の者は猪の生

命力を負っていたこととなり，つまるところ，かかる衣裳で身を覆うことで猪になりきっ

て祭儀を実践していたことが察せられる。然りとすれば，「猪影」とは単なる繊維製品など

ではなく，猪皮，ひいては猪頭などを素材とする，神事のために特別に繕われた衣服で

あった公算が大きいのではなかろうか。要するに，「猪影」の「影」からは姿と霊魂（生命

力）という二つの意味を汲み取っていく必要があると思われ，なかんずく，後者の点をも

主張したかったがために，「影」という字が用いられるに至ったと推量する。

　以上の見解が認められるとすると，想起すべきは，賀茂神社からはそう遠くないところ

に居住していたと目される「大猪甘人面」である。先に，「猪甘」は猪を捕獲・飼養してそ

の肉や皮などを貢納すること，「人面」は神祭における衣服の作製に従事することを意味す

ると想定した。かかる点と「猪影」とを併せ考えるに，「大猪甘人面」は，賀茂祭の都度，

猪皮などを用いて衣裳を製作していたことに因む氏名なのではあるまいか。祭祀に先立っ

て猪を捕捉し，その皮を剥ぎ，それを主として用いて衣服を縫い合わせるという一連の作

業をある男性集団が古くより担っていた。そのような伝統的な職掌に基づき，それら，な

いしはそれらの後孫が「大猪甘人面」という賜姓に与るに至ったと判断する。

　ところで，「秦氏本系帳」の一節には馬の数は明記されていないものの，『類聚三代格』

巻第１・天平１０年（７３８）４月２２日勅の「会二集人馬一」などを参考にすると，多くの馬を

走らせていたことが窺知され，結局のところ，そのような衣裳が多く作られていたことが

想定される。７世紀後半の定姓という機能において画期的な意義を有した庚午，ないしは

甲寅の造籍に際し，かかる氏名が定められた蓋然性は強いと目されるが，既述したように，

遅くともその時期には賀茂祭が貴族の間に知れ渡っていたことが押さえられ，このことが

「大猪甘人面」賜姓に大きな影響を及ぼしたものと推断される。さらに敷衍すれば，賀茂

祭に際して猪を捕獲していたことが大きな原因となって，ヤマト王権により猪甘に編成さ
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れるに至った可能性が高いと臆測する。

　５　おわりに

　小稿では，「山背国愛宕郡天平四年計帳断簡」にみえる「大猪甘人面」というすこぶる珍

しい氏名について種々考究を試み，それが賀茂祭における猪皮などを用いた衣裳の製作に

従事していたことに由縁することを指摘した。おそらく，それは「オホヰカヒノヒトモ」

と呼ばれていたのであろう。「猪影」を用いる祭儀は，古い時代に賀茂社以外にも行われて

いた可能性は否定できないが，賀茂祭が人口に膾炙した殊に著名な祭祀であったがため

に，「大猪甘人面」という氏名が賜与されたと推定され，ゆえにかかる氏名を名乗る集団は，

山背国愛宕郡とその周辺以外には存在しなかったのではないかと考える。

　なお，賀茂祭について若干附言すると，馬を走らせることは後世においても確認される

ものの，「猪影」についてはいつまで用いられたのかが判然としない。如上において「猪影」

にまつわる私見を開陳したが，これを踏まえて，このような恰好をした理由とともに，ひ

いては賀茂祭執行の意義等について，広く外国における事例をも視野に入れつつ分析を施

していく必要性を感じるが，全ては今後の課題としておきたい。

　最後に，文中，猪甘（猪養・猪飼）について指摘した箇所が存するが，その具体的な職

掌に加え，猪使連（宿禰）氏との関係など解決をみていない点が種々残されている。これ

らのことに関しては，別稿において詳しく説いていく所存である。

〔注〕
（１）　 宮内庁正倉院事務所編『正倉院古文書影印集成』５　続修巻１～２５（八木書店，１９９１年）１１７

頁，『大日本古文書』正倉院編年文書之１－５１１頁。なお，彌永貞三氏は，１行目の冒頭部分を

「 □□□ 」とする（「山背国愛宕郡計帳について」〈『日本古代の政治と史料』，高科書店，１９８８
「秦　佐　比」

年，初出１９７４年〉）。残画からすると，「秦佐比」である蓋然性は強い。ちなみに，当該文書では

戸主川造安麻呂の妻として秦佐比佐古刀自売がみえる（『正倉院古文書影印集成』５　続修第

１２巻・１３４頁，『大日本古文書』正倉院編年文書之１－５１９頁）。

（２）　 彌永貞三注（１）前掲論文。

（３）　 『正倉院古文書影印集成』５　続修第１２巻・１３７頁，『大日本古文書』正倉院編年文書之１－

５４１頁。

（４）　 石母田正「天平十一年出雲国大税賑給歴名帳について」（石母田正著作集第１巻『古代社会論』，

岩波書店，１９８８年，初出１９３８年）。

（５）　 岸俊男「山背国愛宕郡考」（『日本古代文物の研究』，塙書房，１９８８年，初出１９７８年）。

（６）　 『類聚三代格』巻第８・寛平８年（８９６）４月１３日太政官符（『新訂増補国史大系』による。



以下，特に出典を記さない史料は全てこれに依拠する），長保４年（１００２）２月１９日「山城国

珍皇寺領坪付案」（『平安遺文』古文書編第２巻－４２１号），『類聚符宣抄』第１・寛仁２年（１０１８）

１１月２５日太政官符など。これらの史料などを考え合わせるに，錦部郷の郷域は「上賀茂神社の

すぐ南のあたりから東は松ケ崎南は岡崎近辺にかけての，主として鴨川の東岸域」（須磨千穎

「古代・中世の賀茂別雷神社と賀茂県主」〈藤木正直・須磨千穎著『賀茂神主補任史』，財団法

人賀茂県主同族会，１９９１年〉）という広い範囲に求めることができよう。ちなみに，『新撰姓氏

録』山城国神別・天神に錦部首，山城国諸蕃・漢に錦部村主（田中卓著作集９『新撰姓氏録の

研究』，国書刊行会，１９９６年）が，「山背国愛宕郡天平四年計帳断簡」に錦部直（『正倉院古文

書影印集成』５　続修第１０巻・１１９頁，第１２巻・１３４頁，『大日本古文書』正倉院編年文書之１－

５１６・５１７・５２０頁），錦部首（『正倉院古文書影印集成』５　続修第１１巻・１２４頁，『大日本古文

書』正倉院編年文書之１－５２５頁），錦部（『大日本古文書』正倉院編年文書之１－５４３頁）がみ

えており，これらの氏族のいずれかの氏名に因む地名と考えられる。

（７）　 『増補史料大成』第１１巻　中右記３による。

（８）　 安元元年（１１７５）成立の『行基年譜』に，天平６年（７３４），行基６７歳の時に，「山城国愛賀

郡」において吉田院を設けたことがみえている（鈴木景二「行基年譜」〈井上薫編『行基事典』，

国書刊行会，１９９７年〉）。「賀」は「宕」なしいは「當」の誤記であり，愛賀郡は愛宕郡を指すと

見做されるので，吉田という地名は古くに遡ることが判明する。

（９）　 野間光辰編『新修京都叢書』第２２巻（臨川書店，１９７２年）による。

（１０）　 伴信友が著した『瀬見小河』１之巻・證文（文政４年〈１８２０〉成立。『神道大系』神社編８　

賀茂に基づく）によると，国学者・波伯部（上田）百樹（文化９年〈１８１２〉没ヵ）の「山城国

号考」において，上古の山代国の範囲は相楽・綴喜・久世等の３郡の辺りに求められることが

説かれているという。また，歌人で国学者でもあった長沢伴雄（文化５年～安政６年〈１８５９〉）

は「山城国号考」において，「山背といへるは，綴喜宮のほとりの郷の大名なりしを，後には一

国におしわたれる名となれるなり」と述べている（井上頼 校訂『珍書文庫　百家叢説』第２

編，国書出版協会，１９１１年）。

（１１）　 『令集解』神祇令季夏条に引かれる「令釈」から，道饗祭の時に猪皮が用いられたことが知

られる。『類聚三代格』巻第１・延暦２０年（８０１）５月１４日太政官符に，大祓の料物の一つとし

て猪皮が挙げられている。『延喜式』四時祭上および臨時祭に，道饗祭・宮城四隅疫神祭・畿内

堺十処疫神祭・蕃客送堺神祭・障神祭などにおいて猪皮が用いられたことが記されている。そ

の他，正倉院宝物・中倉２３・漆皮箱残片の材質は猪皮であることが報告されている（出口公

長・竹之内一昭・奥村章・小澤正実「正倉院宝物特別調査報告　皮革製宝物材質調査」〈『正倉

院紀要』２８，２００６年〉）。

（１２）　 『延喜式』斎宮・主殿寮・典薬寮の各条から，猪膏が薬の素材となっていたことが押さえら

れる。また，『延喜式』主殿寮・諸司年料条や兵庫寮・大祓横刀条などから，大祓の太刀を瑩く

ためにそれが用いられていたことが知られる。

（１３）　 天平６年（７３４）５月１日「造仏所作物帳断簡」に，「 熬調度」（続修第３４巻所収〈『正倉院

古文書影印集成』６　続修巻２６～５０，八木書店，１９９３年，１２２・１２３頁，『大日本古文書』正倉院

編年文書之１－５７２・５７３頁〉），「裁銅鑿刃等 料」（国立歴史民俗博物館編『正倉院文書拾遺』，

便利堂，１９９２年，９４頁，『大日本古文書』正倉院編年文書之２４－３０頁），「吹皮等練料」（『正倉院

文書拾遺』１０３頁，『大日本古文書』正倉院編年文書之２４－３７頁）として猪脂が用いられたこと

が記されている。また，『延喜式』典薬寮・諸国進雑薬条および左右馬寮・馬薬条より，人・馬

の薬の素材としてそれが用いられていたことが知られる。
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（１４）　 『続日本後紀』承和１１年（８４４）１１月壬子条，『類聚三代格』巻第１・元慶８年（８８４）７月２９

日太政官符。

（１５）　 佐伯有清「猪養と猪使氏」（『日本古代氏族の研究』，吉川弘文館，１９８５年，初出１９７７年）。

（１６）　 『令集解』神祇令孟夏条，延暦２３年（８０４）８月２８日『皇太神宮儀式帳』一年中行事 月記

事・４月例（『神道大系』神宮編１），『延喜式』伊勢大神宮・神衣祭条など。

（１７）　 神宮司庁編『大神宮叢書』度会神道大成　前篇（臨川書店，１９７０年）による。

（１８）　 『神道大系』神宮編２による。

（１９）　 『神宮典略』２５・造宮織殿舞伎職掌・織殿職掌・人面（増補大神宮叢書２『神宮典略』中篇，

吉川弘文館，２００５年）。

（２０）　 『神道大系』神宮編１による。

（２１）　 嘉応２年（１１７０）８月２７日左弁官下文に引かれる同年５月１０日の神服機殿神部などによる注

文（『神宮雑例集』巻第２・政印事）においても，「御糸奉納人面重次」のことがみえている。

建久３年（１１９２）に注記され寛正５年（１４６４）に増補された『皇太神宮年中行事』４月のとこ

ろに（『神道大系』神宮編２），神御衣神事における神部・人面・織子らの勤行次第が詳しく記

されている。

（２２）　 井上光貞「カモ県主の研究」（井上光貞著作集第１巻『日本古代国家の研究』，岩波書店，１９８５

年，初出１９６２年）。

（２３）　 『神道大系』古典註釈編５　釈日本紀による。

（２４）　 神道資料叢刊８『新校　本朝月令』（皇學館大學神道研究所，２００２年）による。

（２５）　 賀茂祭に関しては，肥後和男「賀茂傳説考」（肥後和男著作集第１期『日本神話研究』，アジ

ア図書センター株式会社，１９８５年，初刊１９３８年），座田司氏「御阿礼神事」（『現代神道研究集

成（４）』祭祀研究編Ⅰ，神社新報社，１９９９年，初出１９６０年），坂本和子「賀茂社御阿禮祭の構

造─阿禮乎止賣の奉仕を中心として─」（『國學院大學大學院紀要』３，１９７２年），土橋寛「賀茂

のミアレ考─日本のフェティシズム─」（土橋寛論文集下『日本古代の呪�と説話』，塙書房，

１９８９年，初出１９８７・８８年），義江明子「玉依ヒメの実像」（『日本古代の祭祀と女性』，吉川弘文

館，１９９６年，初出１９８９年），西村さとみ「平安京の祭礼」（『平安京の空間と文学』，吉川弘文館，

２００５年，初出１９９４年），三宅和朗「賀茂斎院の再検討」（佐伯有清先生古稀記念会編『日本古代

の祭祀と仏教』，吉川弘文館，１９９５年），同「古代賀茂祭の特質」（金子裕之編・奈良国立文化財

研究所学報第５７冊『日本の信仰遺跡』，奈良国立文化財研究所，１９９８年），所功『京都の三大祭』

第Ⅰ章（角川選書，１９９６年），同「賀茂大社と祭礼の来歴」（三好和義他著『日本の古社　賀茂

社　上賀茂神社・下鴨神社』，淡交社，２００４年），岡田莊司「御阿礼神事と聖婚儀礼説」（國學院

大學大学院文学研究科創設五十周年記念論文集『伝統と創造の人文科学』，國學院大學大学院，

２００２年）などを参照した。

（２６）　 『万葉集』巻第６・１０１７番歌の題詞（小島憲之・木下正俊・東野治之校注・訳・新編日本古

典文学全集７『萬葉集②』，小学館，１９９５年）。

（２７）　 伴信友『瀬見小河』１之巻・證文。

（２８）　 『国立歴史民俗博物館蔵　貴重典籍叢書』文学篇第１４巻　歌学書３（臨川書店，１９９９年）。

（２９）　 橋本不美男・後藤祥子著『袖中抄の校本と研究』（笠間書院，１９８５年）。

（３０）　 久曾神昇編，風間書房，１９５８年。

（３１）　 古澤義則編纂『未刊国文古註釈大系』第３冊（帝国教育会出版部，１９３４年）。なお，『萬葉緯』

巻第１８については，荊木美行「賀茂別雷神社三手文庫所蔵『萬葉緯』について─巻第十八「諸

書所引風土記」を中心に─」（『風土記逸文の文献学的研究』，学校法人皇學館　出版部，２００２年，



初出１９９９年）を参照。

（３２）　 廣岡義隆「可茂社」（上代文献を読む会編『風土記逸文注釈』，翰林書房，２００１年）。

（３３）　 冷泉家時雨亭叢書第７８巻『詞林采葉抄　人丸集』（朝日新聞社，２００５年）。

（３４）　 片桐洋一監修・ひめまつの会編著『詞林采葉抄』（大学堂書店，１９７７年）。

（３５）　 佐佐木信綱編・萬葉集叢書第１０輯『萬葉学叢刊』中世篇（古今書院，１９２８年）。

（３６）　 他に，木村正辭所蔵本を底本とし，井上� 博士所蔵本によって対校したとする『国文註釈

全書』（本居豊頴・木村正辭・井上� 校訂，國學院大學出版部，１９１０年）には「 猪 願」（「願」
ちよ

の左に「影イ」という傍書がある），寛永８年（１６３１）以降の書写となる宮内庁書陵部所蔵藤

浪本では「 猪願 」（注〈３４〉前掲書）と記されている。
チヨ影イ

（３７）　 『瀬見小河』１之巻・證文。

（３８）　 『瀬見小河』２之巻・別記。

（３９）　 『賀茂注進雑記』については，所功「『賀茂注進雑記』に関する覚書」（『京都産業大学日本

文化研究所紀要』創刊号，１９９６年）を参照。

（４０）　 第２・祭礼・年中御神事次第（『賀茂注進雑記』，賀茂別雷神社，１９７３年，初版１９４０年）。

（４１）　 『伊呂波字類抄』３・加・諸社・賀茂社に，「本朝事始云」としてみえている。室町時代初期

に書写された大東急記念文庫蔵本（『室町初期寫　十巻本　伊呂波字類抄』巻３・４，雄松堂出

版，１９８７年），伴信友校本の複写に当たる正宗氏十巻本を底本とする正宗敦夫編『伊呂波字類抄』

（風間書房，１９６５年）を参照した。

（４２）　 『河海抄』巻第１２。伝一条兼良筆本の天理図書館蔵本（天理図書館善本叢書和書之部第７１巻

『河海抄　傳兼良筆本二』，八木書店，１９８５年），宮内省図書寮本を底本とする国文註釈全書版

復刻・日本文学古註釈大成　源氏物語古註釈大成第６巻『河海抄・花鳥余情』（本居豊頴・木村

正辭・井上� 校訂，日本図書センター，１９７８年），文禄５年（１５９６）の書写記のある天理図

書館蔵本を底本とする玉上�彌編『紫明抄　河海抄』（山本利達・石田穰二校訂，角川書店，１９６８

年）を参照した。

（４３）　 『年中行事抄』４月・中酉日・賀茂祭事（『続群書類従』第１０輯上　官職部・律令部・公事

部）。

（４４）　 『二十二社註式』（『二十二社式』）賀茂。『群書類従』第２輯　神祇部，内閣文庫蔵本を底本

とする『日本庶民生活史料集成』第２６巻　神社縁起（三一書房，１９８３年）収録のものを参照し

た。

（４５）　 『諸社根元記』上巻・賀茂（『神祇全書』第１輯）。

（４６）　 『松尾社家系図』における若彦の譜文（『続群書類従』第７輯下　系図部）。ちなみに，『松

尾社家系図』および『二十二社註式』においては，賀茂の乗馬の濫觴を欽明２８年（５６７）のこ

ととしており，前出の『日本書紀』欽明２８年条を参看して記されたことが想定される。

（４７）　 大間茂・所功編『賀茂社関係古伝集成』（『京都産業大学日本文化研究所紀要』６　別冊付録，

２００１年）。

（４８）　 秋本吉郎校注，岩波書店，１９５８年。

（４９）　 植垣節也校注・訳，小学館，１９９７年。ただし，逸文および参考の部分は廣岡義隆執筆。なお，

武田�吉編『風土記』（岩波文庫，１９３７年），久松 一校註・日本古典全書『風土記』下（朝日

新聞社，１９６０年），小島瓔禮校注『風土記』（角川文庫，１９７０年）なども「猪頭」とする。

（５０）　 岡田精司氏は，各地の民俗芸能や祭礼慣行において「猪の頭」をかぶる事例を全く見出すこ

とができないとして，「鹿頭」の誤りではないかと指摘している（「奈良時代の賀茂神社」〈同編

『古代祭祀の歴史と文学』，塙書房，１９９７年〉）。しかしながら，確証を提示しているとは言い難

２２２

「大猪甘人面」に関する覚書



２２３

く，俄に首肯することができない。なお，三宅和朗氏も，「猪」字の誤写の可能性に配慮するも

のの，最終的にはそのような理解を採らないことに落ち着かれている（「カモ神社の御阿礼祭」

〈歴史文化ライブラリー１１１『古代の神社と祭り』，吉川弘文館，２００１年〉）。

（５１）　 平野邦雄・人物叢書　新装版『和気清麻呂』（吉川弘文館，１９８６年）。

（５２）　 古辞書叢刊刊行会編『原装影印版　古辞書叢刊　和名類聚抄（二十巻本）大東急記念文庫蔵』

（雄松堂書店，１９７３年）。

（５３）　 大野晋「古事記講義─海幸・山幸の話／倭建命の話　第二講」（『仮名遣と上代語』，岩波書

店，１９８２年，初出１９６６年）を参照。



京都大学構内遺跡調査研究年報　２００３年度

図　　　　版

 　１ 京都大学吉田キャンパスの地区割と調査地点

 ２～８  京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

 ９～２０  京都大学北部構内ＢＦ３２区の発掘調査

 ２１～３０  京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査
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１　調査区全景（南から）

２　道路ＳＦ２（北から） ３　道路ＳＦ１（東から）
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１　井戸ＳＥ８（南から）

５　井戸ＳＥ５（東から）

２　　井戸ＳＥ６（東から）

３　井戸ＳＥ１（北西から） ４　井戸ＳＥ１細部（西から）

６　井戸ＳＥ２（南西から）
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１　集石ＳＸ３（東から）

５　土坑ＳＫ１０（北から）

２　集石ＳＸ４（北東から）

３　集石ＳＸ５（北から） ４　集石ＳＸ６（北から）

６　溝ＳＤ４（北から）
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１　土取穴ＳＸ１（北から）

３　水路ＳＤ２（西から）２　土取穴ＳＸ１遺物出土状況（北から）
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１　縄文土器（Ⅰ１前期，Ⅰ２～Ⅰ１２・Ⅰ１４～Ⅰ１７後期）

２　縄文土器（Ⅰ１３・Ⅰ１８～Ⅰ２１後期，Ⅰ２２晩期），弥生土器（Ⅰ２３前期）

Ⅰ１

Ⅰ７
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Ⅰ１４

Ⅰ１２
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Ⅰ１５

Ⅰ１０

Ⅰ２

Ⅰ３

Ⅰ１１

Ⅰ４

Ⅰ５

Ⅰ６

Ⅰ９

Ⅰ１８

Ⅰ２０

Ⅰ２２

Ⅰ１３

Ⅰ２１ Ⅰ２３

Ⅰ２３

Ⅰ１９
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Ⅰ５３ 

Ⅰ４４ 

Ⅰ４５ 

Ⅰ５９ 

Ⅰ６１ 

Ⅰ４１８ Ⅰ４０１ 

Ⅰ４０４ 

Ⅰ４０３ 

Ⅰ４０２ 

Ⅰ４１９ Ⅰ４１５ 

Ⅰ４１４ 

１/３ 

１/３ 

ＳＥ７出土遺物（Ⅰ４４土師器，Ⅰ４５青磁），ＳＥ８出土遺物（Ⅰ５３・Ⅰ５９・Ⅰ６１土師器），ＳＫ１９出土遺
物（Ⅰ４０１土師器，Ⅰ４０２・Ⅰ４０４・Ⅰ４１８陶器，Ⅰ４０３白磁，Ⅰ４１９石製品），ＳＫ１０出土遺物（Ⅰ４１４・Ⅰ
４１５土師器）



図
版
八　

京
都
大
学
医
学
部
構
内
Ａ
Ｒ　

区
１９

Ⅰ５１７ 

Ⅰ７３３ 

Ⅰ６５９ 

Ⅰ７５３ 

Ⅰ７２１ 

Ⅰ８０７ 

Ⅰ７０２ 

Ⅰ８６２ 

Ⅰ５７９ 

Ⅰ８１３ 

Ⅰ７３９ 

Ⅰ７５５ 

Ⅰ７１８ 

Ⅰ７０４ 

Ⅰ７１７ 

Ⅰ７１３ 

Ⅰ７３２ 

Ⅰ７５６ 

Ⅰ８６８ 

Ⅰ７２６ 

Ⅰ７６２ 

Ⅰ７３５ 

Ⅰ６４５ 

Ⅰ５５８ 

Ⅰ８２１ Ⅰ８６７ Ⅰ８４９ Ⅰ８４０ 

１　ＳＸ１出土陶磁器，銘・刻印集成　原寸大

Ⅰ８８４ Ⅰ８８５ ２/３ １/４ 

２２　ＳＸ２出土遺物（Ⅰ８８４磁器，Ⅰ８８５陶器）ＳＸ２出土遺物（Ⅰ８８４磁器，Ⅰ８８５陶器）
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１　中世遺構掘削後の調査区全景（西から）

２　洪水砂層上面の調査区全景（西から）
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１　暗黒褐色砂質土Ⅰ上面（北西から）

２　暗黒褐色砂質土Ⅱ上面（北西から）
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１　建物跡ＳＨ１（北西から）

５　土坑ＳＫ１５（南東から）

２　焼土ＳＸ３と周辺のピット（北から）

３　土器溜ＳＸ４（西から） ４　土坑ＳＫ８（東から）

６　土坑ＳＫ３５（東から）
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１　南北畔土層断面（西から）

５　北壁の墳砂（南から）

２　暗黒褐色砂質土Ⅰ・Ⅱのえぐれ（北東から）

３　近世遺構掘削後の全景（西から） ４　野壺ＳＥ１（南から）

６　調査区東辺中央付近の土石流堆積（北東から）
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３　ＳＫ１６出土土器（Ⅱ５６～Ⅱ６２・Ⅱ６５～Ⅱ６７・Ⅱ６９～Ⅱ７６中期後半）

１　ＳＫ４出土土器（Ⅱ１～Ⅱ８・Ⅱ１３・Ⅱ１６中期後半）

２　ＳＫ１５出土土器（Ⅱ１９～Ⅱ２５・Ⅱ２７・Ⅱ２８・Ⅱ３１～Ⅱ３４・Ⅱ５５中期後半）
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Ⅱ６１

Ⅱ７０

Ⅱ７６Ⅱ７４

Ⅱ６７
Ⅱ６９Ⅱ６６

Ⅱ７３
Ⅱ７２

Ⅱ７５

Ⅱ６５

Ⅱ７１

Ⅱ６２



図
版
一
四　

京
都
大
学
北
部
構
内
Ｂ
Ｆ
３
２
区

１　ＳＸ３出土土器（Ⅱ９０～Ⅱ１０８中期末）

２　ＳＸ３と関連ピット出土土器（Ⅱ１０９～Ⅱ１１７・Ⅱ１１９・Ⅱ１２０・Ⅱ１２４・Ⅱ１２９～Ⅱ１３１・Ⅱ１３４～Ⅱ
１３６・Ⅱ１３９・Ⅱ１４１中期末）

Ⅱ９０

Ⅱ９５
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Ⅱ９２

Ⅱ９３
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Ⅱ１１５ Ⅱ１１６ Ⅱ１１７ Ⅱ１１９

Ⅱ１３１
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Ⅱ１２９Ⅱ１２４
Ⅱ１２０

Ⅱ１３４ Ⅱ１３５ Ⅱ１３６
Ⅱ１４１Ⅱ１３９

Ⅱ１１４
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１　ＳＸ４出土土器�（Ⅱ１４２～Ⅱ１４４・Ⅱ１４６～Ⅱ１４８中期末）

２　ＳＸ４出土土器�（Ⅱ１４９・Ⅱ１５１・Ⅱ１５３・Ⅱ１５４～Ⅱ１５６中期末）
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１　ＳＸ２出土土器�（Ⅱ１６３・Ⅱ１６４・Ⅱ１６６～Ⅱ１７５中期末）

２　ＳＸ２出土土器�（Ⅱ１７６～Ⅱ１８４中期末）

Ⅱ１６３ａ

Ⅱ１６６ｂ

Ⅱ１６９

Ⅱ１７０ Ⅱ１７１

Ⅱ１７２

Ⅱ１６４

Ⅱ１７４ Ⅱ１７５

Ⅱ１７３

Ⅱ１６７

Ⅱ１６８

Ⅱ１６３ｃ

Ⅱ１７６

Ⅱ１７８

Ⅱ１８０

Ⅱ１７７

Ⅱ１８１

Ⅱ１８４Ⅱ１８３
Ⅱ１８２

Ⅱ１７９ａ
Ⅱ１７９ｂ Ⅱ１７９ｃ
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１　ＳＫ８出土土器�（Ⅱ１８６～Ⅱ１９５中期末）

２　ＳＫ８出土土器�（Ⅱ１９６～Ⅱ２０２・Ⅱ２６７）

Ⅱ１９３Ⅱ１９５

Ⅱ１９４

Ⅱ１８６ Ⅱ１９０

Ⅱ１８７
Ⅱ１８８

Ⅱ１９２Ⅱ１９１
Ⅱ１８９

Ⅱ１９６

Ⅱ１９８ Ⅱ２０２

Ⅱ２００

Ⅱ１９９

Ⅱ１９７

Ⅱ２０１

Ⅱ２６７
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１　ＳＫ３５出土土器�（Ⅱ２１９～Ⅱ２２７中期末）

２　ＳＫ３５出土土器�（Ⅱ２２８～Ⅱ２３６中期末）

Ⅱ２２０
Ⅱ２２３

Ⅱ２２１

Ⅱ２２２ Ⅱ２２４

Ⅱ２２５
Ⅱ２２７
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Ⅱ２１９ｋ
Ⅱ２１９ｉ
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Ⅱ２３２
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１　ＳＫ３６出土土器と遺構外出土の縄文土器（Ⅱ２６５中期末，Ⅱ２６６中期後半，Ⅱ２７１・Ⅱ２７２早期前半，
Ⅱ２７３前期中葉，Ⅱ２７４・Ⅱ２７５前期末）

２　遺構外出土の縄文土器�（Ⅱ２７６～Ⅱ２９５中期後半）

Ⅱ２６５

Ⅱ２７１
Ⅱ２７２

Ⅱ２７４ Ⅱ２７５

Ⅱ２７３

Ⅱ２６６

Ⅱ２７７ Ⅱ２７８

Ⅱ２７９

Ⅱ２８０

Ⅱ２８１

Ⅱ２８２ Ⅱ２８４ Ⅱ２７６

Ⅱ２８３

Ⅱ２８５

Ⅱ２９０
Ⅱ２９１

Ⅱ２８６

Ⅱ２９２
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Ⅱ２８７ Ⅱ２８８

Ⅱ２９４
Ⅱ２９５

Ⅱ２８９
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１　遺構外出土の縄文土器�（Ⅱ２９６～Ⅱ３０２・Ⅱ３０４・Ⅱ３０５・Ⅱ３０７・Ⅱ３０９～Ⅱ３１１・Ⅱ３１４・Ⅱ３１５・
Ⅱ３１７中期後半）

２　ＳＫ１２・１４出土土器と遺構外出土の縄文土器・耳栓（Ⅱ２６８～Ⅱ２７０・Ⅱ３３２・Ⅱ３３３・Ⅱ３３５中期末，
Ⅱ３３６耳栓）
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１　表土除去後調査区全景（東から）

２　集石ＳＸ１（西から）

３　集石ＳＸ１（東から）
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Ｙ=１８８０ Ｙ=１９００ 

Ｙ=１９２０ Ｙ=１９４０ 

Ｙ=１４００ 

Ｙ=１３８０ 

Ｙ=１４００ 

Ｙ=１３８０ 

Ｙ=１４００ 

Ｙ=１３８０ 

１ 

２ 

３ 

調査区全景オルソ画像（１灰褐色土除去後近世遺構面，２黄灰色土除去後中世Ⅳ期遺構面，３完掘後砂

礫層上面中世Ⅰ期遺構面）　 縮尺１�７００
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１　ＳＦ１最上面検出状況（西北域西から）

５　調査区西北部の集石群（北西から）

２　集石ＳＸ１・中世野壷群・路面ＳＦ１・集石
ＳＸ２～１０（調査区中央域南から）

３　集石ＳＸ２～１０・路面ＳＦ１（東から） ４　集石ＳＸ１４（西から）

６　集石ＳＸ２８（西から）
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１　瓦溜ＳＸ１２（南から）

５　井戸ＳＥ５４（北から）

２　土器溜ＳＸ３２（南から）

３　井戸ＳＥ５３断面（西から） ４　井戸ＳＥ５３最下部（南から）

６　井戸ＳＥ５５（北から）
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１　井戸ＳＥ５９（東から）

５　溝ＳＤ５３上層瓦出土状況（北か
ら）

２　井戸ＳＥ６１（西から）

３　井戸ＳＥ６２（東から） ４　井戸ＳＥ６３（西から）

６　近世井戸ＳＥ２（南から）
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Ⅲ５３ 

Ⅲ７２ Ⅲ８６ 

Ⅲ２０ 

Ⅲ１４８ Ⅲ３８９ 

Ⅲ８７ 

１/１ 

ＳＰ１２８出土遺物（Ⅲ２０須恵器），ＳＫ１３出土遺物（Ⅲ５３土師器，Ⅲ７２緑釉陶器）ＳＫ１４出土遺物（Ⅲ８６
石鍋），ＳＫ１５出土遺物（Ⅲ８７土師器），ＳＫ１９出土遺物（Ⅲ１４８土師器），ＳＫ７出土遺物（Ⅲ３８９瓦器）
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Ⅲ１１４１ 

Ⅲ６２２ 

Ⅲ８９１ 

Ⅲ９５６ 

Ⅲ４５３ 

Ⅲ１０１６ １/１ 

１/３ 

１/３ 

（底面墨書） 

ＳＫ２７出土遺物（Ⅲ４５３陶器），ＳＸ３１出土遺物（Ⅲ６２２土師器），茶褐色土２出土遺物（Ⅲ８９１灰釉系陶
器），黄色粘土出土遺物（Ⅲ９５６華南三彩），砂礫層上面出土遺物（Ⅲ１０１６水晶製品），ＳＥ１出土遺物
（Ⅲ１１４１石製硯）
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Ⅲ１０１８ １/４ 

１/４ 

Ⅲ１０１９ 

Ⅲ１０１７ 

１/４ 

ＳＥ５３水溜外枠使用瓦（Ⅲ１０１７軒平瓦，Ⅲ１０１８・Ⅲ１０１９平瓦）
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Ⅲ１０２２ 

Ⅲ１０２１ 

Ⅲ１０２０ 

１/４ 

ＳＤ５３出土瓦�（Ⅲ１０２０～Ⅲ１０２２丸瓦）
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Ⅲ１０３１ 

Ⅲ１０３２ 

Ⅲ１０３３ 

Ⅲ１０２４ 

Ⅲ１０３４ 

１/４ 

ＳＤ５３出土瓦�（Ⅲ１０２４丸瓦，Ⅲ１０３１～Ⅲ１０３４平瓦）
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