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本146、本168 アカデミックコモンズ地点発掘調査報告書

所 在 地 東京都文京区7-3-1 東京大学本郷構内 文京区遺跡番号47本郷台遺跡群範囲内

調査期間 2013年9月10日～2014年3月31日（1次）、8月13日～10月31日（2次）、11月25日、

12月10、12日

調査面積 1,620㎡（1次調査：1,200㎡、2次調査：420㎡（本168図書館北西排水管新設工

事部分（以下、「排水管地区」と略す）と合わせると475㎡））

調査担当 埋蔵文化財調査室（堀内秀樹、清水香）

１，調査の経緯と経過

東京大学は、現存する総合図書館の将来的な書庫スペース不足に対応するため、図書館

前に地下書庫の建築を計画した（図1）。建設予定地点は、文京区 47 本郷台遺跡群とし

て周知の遺跡の範囲内であり、発掘調査の必要があった。当該地は、1984年に東京大学に

よって行われた（当時、臨時遺跡調査室）法学部4号館地点、文学部3号館地点に挟まれた

位置とその南側が含まれており、また、近代に大学用地になって以降の土地の履歴などか

ら、埋蔵文化財が遺存している可能性が強いと判断された。

発掘調査は2回に分けて行われ、1次調査は2013年9月10日から翌2014年3月31日に、2次

調査は同年8月13日から10月31日、その付帯施設を11月25日、12月10、12日に行った。

２，遺跡の概要

発掘調査の結果、埋蔵文化財は、近代、近世、縄文、旧石器時代の遺構、遺物が確認さ

れた（図2）。遺跡は南北に延びる本郷台地のほぼ頂部、調査区東側に文学部3号館地点を

挟んで現在も湧水が湧く三四郎池へと続く非常に緩やかな斜面地に位置している。

近代の遺構・遺物は帝国大学時代に建設・利用された旧図書館建物とそれに伴う下水管

や図書館焼亡に伴う関東大震災の焼土層などが確認された。

近世江戸時代は、加賀藩本郷邸に伴う建物跡、下水道、井戸、地下室、便所、硬化面、

廃棄土坑、植栽痕など1次調査では約900基、2次調査では270基（排水管地区70基を含む）

が確認された。また、これらに伴う遺物は、陶磁器類、瓦、金属製品、木製品、自然遺物

などコンテナ箱に約100箱出土した（排水管地区7箱を含む）。

縄文時代は、詳細な年代は不明であるもののピット、土坑が5基とこれらの遺構に伴う

ものではなかったが、中期の土器片が少量出土した。

旧石器時代は、調査区北側Ce164、Ce165、Cf164グリッド、Cg164グリッド、調査区南西

側Cd169、cd170、cd171グリッドの武蔵野標準層位Ⅳ～Ⅴ層を中心に約90点が確認され、

このうちCe164、Ce165グリッドではⅩ層からフレイクが数点出土した。

３，出土した遺構・遺物

（１）近代（図3～7）

調査区南半には、関東大震災で焼亡した旧図書館基礎とそれに伴う施設が良好な状態で

確認された。焼土と灰は旧図書館内に基礎を被うように広く確認された（図6）。特に灰

は中央より東側に多く確認されており、蔵書の焼失の際に形成されたと推定される。図書
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館基礎は、関東ロームを掘り込み、そこに流し込んだコンクリートの上にレンガを12段程

度積んだ外壁部分とその内部（南側）は西側では等間隔に約1ｍ四方のコンクリートの上

にレンガを調査では最大6段程度積んだ建物内床柱が確認された。床柱の状況は、東側と

西側では異なる様相を呈していた。

旧図書館は、遺存している文献、建築図面によると明治25（1892）年に建築されたが、

その後明治39（1906）年に書庫、明治41（1908）年に教員閲覧室・事務室、明治42（1909）

年に本館北翼の増築が行われた。本調査ではこうした図書館の場所の違いとそれに対応し

た基礎構造の違いが明瞭に確認された。明治25年建築当初の図書館は、Cg-Ch間に確認さ

れた大きなレンガ基礎を境に西側が学生閲覧室、右側が書庫であった。また、調査前まで

に噴水があった防火用水槽を取りまくように北へ突き出した部分は玄関と二階に増築され

た教員閲覧室は、使用荷重に応じて書庫→学生閲覧室→教員閲覧室の順に耐荷重による構

造の違いが確認された。最も堅牢に構築されていた東側書庫部分（図4右側）では、西側

で確認されている1メートル四方のコンクリート基礎とその上に積まれたレンガの他に2メ

ートル四方の基礎が確認されている他、外壁や閲覧室につながる内壁の構造も基礎幅が西

側より広くなっていた。

図書館基礎周辺では、館に付随する暖房用の配管、下水管などが確認された。暖房用の

配管は調査区北東隅から西へ延び、図書館外壁手前で南へ折れ、北側張り出し部に接続し

ている。この管は箱形に積まれたレンガ積の格納施設内に中釣りにされた状態で配されて

おり、図書館基礎の一部を壊して構築されており、使われているレンガも高火度焼成のも

のが使用され、図書館建設時より新しい段階に追加された施設であると判断された。同時

に暖房施設の東側にそれに沿って下水管が配されていた。暖房施設や下水管の接続してい

る部分は明治41年に教員閲覧室が増築されており、その時点で暖房施設が導入されたと推

定される。

図書館関係の他に上水道（SD102）とこれに伴う上水井戸（SE111）が確認された。SD10

2は、溝底から木樋の痕跡と木樋を固定した犬釘が一定間隔で確認された。犬釘は上方か

ら打たれたものと下方から打たれたものとが確認されたことから、4枚の板を組み合わせ、

底と蓋とを左右両方から固定した構造を呈していたことが判明した（図7）。SE111は箍の

痕跡が明瞭に観察され、円形の縦坑の内側に少なくとも2段の底を抜いた桶を逆位で積み

あげた構造をしていた。このうち上の桶にSD102が接続されており、木樋を通って流下し

た上水がSE111に溜まる構造になっていた。これらの遺構の坑底からはレンガ片が出土し

ていることから近代以降の構築と判断でき、明治13年に再通水された千川上水に伴うもの

と推定された。

（２）近世

近世の遺跡は、前述した旧帝国大学図書館とその後に建設された防火用水槽とクスノキ

の大木、各種の管によって攪乱されていた。調査では近世の生活面は、2枚確認された。

上面は、調査区北側を中心に硬化面が拡がり、それに伴う便所、石組み溝、井戸などの遺

構群は、中山道（現在の本郷通り）と同じ軸を持つものであった。この主軸方位は加賀藩

本郷邸の御殿空間の建物軸であり、本調査区が御殿空間であったことが判断された。

下面は、地下室、溝、土取穴、植栽痕などが多く確認されたが、遺構の主軸方位と切り
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合い関係によって2段階の土地利用の変遷が確認された。

①上面：溶姫御殿期（1827～幕末）（図8～14）

上面は、調査区北側を中心に拡がる硬化面（A面）とそれに伴う遺構とで構成される。

硬化面は2～3枚の薄い層を版築状にし、10～15cmの厚さで構築されていた。これに伴う主

な遺構は、Cg165～166、Ch165グリッドにかけて確認された石組溝（SD1）、便所遺構（SK

109、SK123、SK139、SK204、SK646、SK672）、井戸（SE188、SE852）、土坑（SK122）など

が確認された。これらの遺構の多くは焼瓦を多く含む焼土層が伴っていた（図13～14）。

これらの遺構は、現存している絵図面（金沢市立図書館蔵『江戸御上屋舗惣御絵図』な

ど）より文政10（1827）年に徳川将軍家から加賀藩に入嫁した溶姫の御守殿に伴う遺構群

であると判断された（図9）。記録からこの御守殿の多くの殿舎は、明治元（1868）年の

火災によって焼失している。

御殿空間内であることから、日常生活による廃棄遺物は少なく、この段階の出土遺物は

ほとんど明治元年の火災に伴うものであった。

・石組遺構（SD1）

調査区北東から西へ延び、南方へ折れるが、コーナーを面取りをするように斜方向に折

れている（図10）。溝内上部には焼瓦を多量に含む焼土層が堆積しており、明治元（1868）

年の御守殿全焼によって廃絶したことが判明した。組まれていた石は、自然石やいわゆる

間知石の他に規格、石材のバリエーションが多く確認できたことから、他からの再利用が

推定できた。間知石が使用されていた部分では、最大4段の石が積まれていた。この石組

は1984年の文学部3号館地点の調査でも確認されており、文学部3号館地点内で東から北方

へ折れることが判っている。遺構の構造、傾斜などから御殿回りの排水溝であると考えら

れる。

絵図面には御守殿長局外周を流れる溝状の施設が描かれており、SD1はこれに相当する

と考えられた。

・便所遺構（SK109、SK123、SK139、SK204、SK646、SK672）

6基の便所遺構と推定できる遺構が確認されている。いずれも径1ｍ程度の掘り込みに桶

状木製品が埋められており、その底部には白化した便と思われる堆積土が確認されている。

遺存状態の良好なSK204、SK646、SK672には白化した堆積土の上部に明治元年も火災と思

われる焼土層が認められた（図11）。

このうちSK204からは、複数本の笄、鏡、銭、肥前磁器皿（図12）、SK646からは瀬戸・

美濃磁器碗、SK672からは笄、銭、肥前磁器皿、瀬戸・美濃産徳利などが出土しており、

特に笄、鏡など女性の使用を想起させる遺物が多いことから、当該地が奥御殿地域であっ

たことが傍証できる。

これらの遺構は、位置関係から『江戸御上屋舗惣御絵図』に記載されている便所との対

応ができた。SK109、SK123は「三之側続長局」、SK204、SK646、SK672は「三之側長局」

にある便所であると推定された。

・井戸（SE188、SE852）

2基とも堀方の径がやや大型のもので、井戸側に使われた桶が確認されている。覆土に

は焼土が多く充填されており、明治元年に廃絶されたと判断された。

これらの遺構も位置関係から『江戸御上屋舗惣御絵図』に記載されている井戸との対応
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ができた。SE188は「三之側続長局」の北端、SE852は「三之側長局」北西端にある井戸と

推定された。また、文学部3号館地点からも「三之側続長局」東北隅に描かれている井戸

が確認されている（S8-52号井戸）。

②下面：詰人空間期（図15～21）

ローム面（C面）と調査区北側の一部にローム面の上に確認できた黒色土（B面）から確

認された遺構を下面とした。これらの遺構の多くは現在の春日通りと同軸であり、これは

18世紀以降は詰人空間軸であることが判っている（「詰人空間新期」）。また、切り合い関

係から古いいくつかの遺構は、御殿空間やこの詰人空間の遺構軸とも異なっていた（「詰

人空間古期」）。

主な新期の遺構は、地下室（SU33、SU94、SU108、SU125、SU145、SU146、SU187、SU205、

SU247、SU248、SU292、SU293、SU400、SU427、SU585、SU600、SU775、SU777、SU844など）、

植栽痕（SK2、SK18、SK25、SK284、SK315、SK338、SK463、SK488、SK518、SK545、SK555、

SK570、SK580、SK658など）、溝（SD221、SD223、SD225、SD435など）、硬化面・焼瓦層（S

X274）、ピット列、土坑、その他、詰人空間古期の主な遺構は、溝（SD6、SD276、SD435）、

土坑（SK872）、道路状遺構（SX1261）が確認された。

〇詰人空間新期（図15～19）

本調査区は、文政10（1827）年以前は詰人空間にエリアになる。前述したようにこの段

階は春日通りの軸で遺構が構築されているが、長屋建物に沿った遺構配置であったものと

考えられる。

この段階に属する遺構が最も多かった。天井のある地下室はこの段階のみ確認され、例

えばSU33、SU94、SU292、SU293やSU205、SU247、SU248など狭隘な地域に繰り返し、地下

室の作り替えが行われた事が窺える。また、植栽痕も多く確認されたが、本調査では大型

で深いものが特筆される。

・地下室（SU125、SU146、SU187、SU200、SU600、SU775、SU33、SU94、SU293、SU844）

地下室は、総じて入口、室部の構造、大きさなどの規格性が少なかったが、SU125、SU1

87、SU600、SU775とSU146、SU200は約10間を隔てて列状に一定間隔で同規格に構築されて

おり、同時期の長屋建物に付属して構築、機能していたと推定できた（図16）。また、こ

れらは覆土に焼土が多く含まれており、出土遺物の年代から元禄16（1703）年の屋敷の火

災に伴うものと推定された。これらと類似した6基の遺構群が文学部3号館地点から確認さ

れている（北からU3-1号土坑、U4-2号土坑、U6-5号土坑、T7-10号土坑、T8-10号土坑、T9

-1号土坑）。規格、主軸がほぼ同様で列状に確認されており、これらの覆土にはいずれも

焼土が多量に含まれていた。現存している絵図面『武州本郷第図』と照射すると当該地付

近を南北に描かれている三棟の長屋建物の西側「與力並」と書かれた長屋に伴うものが、

SU146、SU200の列で、SU125、SU187、SU600、SU775の列は中央「従者並」と書かれている

建物に伴う遺構であろうと考えられる。

また、SU33、SU94、SU293、SU844からは多量のかわらけ、焼塩壺、食物残滓などが出土

している。共伴する陶磁器は、SU94は17世紀後葉、他は18世紀前葉に比定でき、これらは

当該期に近接する御殿で行われた儀礼後の廃棄と思われる（図17）。西接する法学部4号

館地点のB10-1号土坑、C7-2号土坑（地下室）、C7-3号土坑（地下室）ではほぼ同時期に
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同様の廃棄が確認されており、調査区付近がこうした儀礼の後の廃棄場所であったことが

窺える。

・植栽痕（SK2、SK284、SK463、SK518、SK570、SK488、SK658など）

平面形が円形を呈し、坑底や壁の凹凸が顕著で、坑底中央が凹みを有するものや坑底に

ドーナツ状の溝が確認されるなどの共通性がある。本調査ではこれらの特徴を持つ遺構が

多く確認されたが、そのほとんどが本期に属している。

確認されたこれらの遺構のうち直径約3ｍ、深さ1ｍを超えるような大型の土坑が、いく

つか確認されたが（SK2、SK284、SK518、SK570、SK658など）、中でも最大級のSK284やSK

518では、壁の一方にスロープ状の傾斜が付けられていた（図18）。これらは、詰人空間

内に大型の樹木が存在し、多頻度で植え替えなどの行為が行われた事を示している。

・硬化面・焼瓦層（SX274）

1次調査区西端Bt167,168、Ca167,168グリッド付近から確認されている。これは法学部4

号館地点から連続しているものであるが（F7-3号遺構、G7-7号遺構など）、今回の調査で

ローム直上に一時期の生活面として利用された貼床状の硬化面があり、その上層はその後

の火災（おそらく安永元年）に伴う多量の焼瓦廃棄層を含む版築層であることが確認され

た（図19）。

・道路状遺構（SX1261）

2次調査区東端に確認された。遺構は調査区外に続いており、全体の様子は窺えなかっ

たが、Clライン付近から東側に硬化面が東側に向かって落ち込んでいた。遺構は、ローム

を掘り込んで作られており、やや凹凸の有する坑底は薄く茶褐色を呈した土で突き固めて

硬化させていた。壁は、落ち込み始める東側および南側のみ確認され、坑底からやや丸み

を帯びて立ち上がっている。遺物も少なく年代的な判断は難しいが、位置的に溶姫御殿期

であれば建物内になるため、それよりは古いと推定している。

〇詰人空間古期（図20～21）

今回の調査の中で、江戸期の遺構の中で切り合い関係から古い遺構群は、先述した現本

郷通り軸、現春日通り軸とも異なる遺構軸を持つものであった。

確認された遺構は少なかったものの、調査区を南北に貫く溝群（SK6、SD276、SD435、S

D661）とその周囲に土坑が確認された。

・溝（SK6、SD276、SD435、SD661）

溝状遺構は、調査区を南北に貫くSD435とその西側にSD435に沿って3基の遺構が確認さ

れた（SK6、SD276、SD620）。

SD435は、土層の観察から古溝、中溝、新溝の3回の作り替えが想定された。古溝から中

溝段階は、溝底に一定間隔で掘られた土坑から柱痕が確認されていることから（SK1104な

ど）、板塀などの区画施設の可能性が高いと思われる（図21）。新溝は板塀状施設の東側

に幅広の溝状遺構の溝底を突き固めた硬化面が伴っていた。その性格は明確ではないが、

あるいは塀脇の道状遺構とも考えられる。

この段階の遺構から出土する遺物は多くはないが、17世紀中葉以前の陶磁器が伴ってお

り、本郷邸拝領初期に該当すると思われる。
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（３）縄文時代（図23）

縄文時代に比定される遺構･遺物は少ない。遺構では数基の小ピットと倒木痕と考えら

れる落ち込みが1基であった。遺物は、遺構に伴って出土していないが、縄文時代中期、

晩期の土器片が確認された。

（４）旧石器時代（図22～23）

本調査区の地形は本郷台地中央から東側に緩やかに下る緩斜面地に立地しているが、文

学部3号館地点を隔てた東側には湧水（現在の三四郎池）が存在し、同地点内で急激に傾

斜している。文学部3号館地点では中央の地形転換部分付近から、Ⅲ～Ⅳ層を中心として

黒曜石、チャートの4箇所の遺物集中区と1箇所の礫群が確認されている。

調査では旧石器時代の遺物の有無と地形確認のために、4ヶ所の試掘溝を設定して調査

を行った。このうち調査区2、3、4、5において旧石器時代の遺物が確認された。調査区2

ではⅢ層～Ⅴ層にかけて黒曜石、チャート、安産岩のフレイクが十数点とⅩ層から安産岩

製のフレイク2点（図22）、調査区3ではⅣ層からチャートのフレイク、調査区4ではⅣ～

Ⅴ層にかけてナイフ型石器、黒曜石、チャート、安産岩のフレイクが合計45点、調査区5

ではⅣ～Ⅴ層にかけて黒曜石、チャート、安山岩にフレイクが27点確認された。

４，調査の成果と課題

本調査は、1984年に行った文学部3号館・法学部4号館地点の中央に位置する場所であっ

た。この調査は東京大学が江戸遺跡を初めて調査を行った地点の一つであり、時代的にも

考古学的な情報や研究の蓄積も限られていた。加賀藩本郷邸においても、近世遺構の構造

や土地利用、あるいは遺物の年代観など同様であった。今回、両地点の中間の調査が行え

たことで、前の調査との整合性や連続性などについて再検証を行えたことは、成果であっ

た。また、御殿空間に近い部分の土地利用が結果的に広域に復元できたことの収穫も大き

い。今後はこれらの点について細かい検証を踏まえて、当該地を含めた藩邸の復元を課題

としたい。

参考文献
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法学部4号館・文学部3号館建設地遺跡』
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図1 アカデミックコモンズ地点の位置

図2 アカデミックコモンズ地点の遺構全体図
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図3 近代遺構配置図

図4 旧図書館レンガ基礎 図5 旧図書館基礎のレンガ積

図7 木樋の痕跡と並

図6 旧図書館基礎内の焼土と灰 んだ犬釘（SD102）
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図8 溶姫御殿期遺構配置図

図9 溶姫御殿と遺構配置 図10 石組み溝（SD1）



- 11 -

図11 SK204（便所遺構）の構造 図12 SK204出土遺物（簪と鏡）

図13 SE188（井戸）に廃棄された焼土と焼瓦 図14 SE188から確認された井戸側

図15 詰人空間新期遺構配置図
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図16 列状に並ぶ地下室（SU125） 図17 かわらけが多く廃棄された地下室（SU94）

図18 片側にスロープを持つ大型の植栽痕（SK518） 図19 硬化面（手前）と焼瓦層

図20 詰人空間古期遺構配置図
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図22 旧石器時代調査区2遺物出土状況（調査区2）

図21 SD435

図23 縄文時代遺構配置・旧石器時代期調査区配置図


