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工学部3号館建設予定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 2011年1月4日～10月11日

調査面積 4595㎡

調査担当 埋蔵文化財調査室（堀内秀樹）

１，調査の経緯と経過

東京大学は、工学部3号館の解体し、新3号館の建築を計画した（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、解体まで現存した帝国大学時代に建築された工学部3号館のコンクリート基礎、

1階、ドライエリアによって大きく削平を受けていることが遺存している設計図面などよ

り推定されていたが、近接する発掘調査地点の状況や明治16年に作られた陸軍による測量

図などとの照合により基礎より下部に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2011年1月4日から開始し、同年10月11日に終了した。

２，遺跡の概要

発掘調査の結果、埋蔵文化財は、近代、近世、中世、平安時代、縄文時代の遺構、遺物

が確認された。遺跡の地形は南北に延びる本郷台地東側に位置し、現在も湧水である三四

郎池から流下する小河川によって開析された谷が遺跡のほぼ中央を南北に貫き、それに接

合する東西に延びる小支谷が工学部2号館側（西側）に確認された。

近代の遺構･遺物は帝国大学時代に建設された建物とそれに伴う上下水道、井戸などが

確認された。近世江戸時代は加賀藩本郷邸、水戸藩駒込邸に伴う建物跡、下水道、井戸、

地下室、硬化面、土取坑、廃棄土坑、段切りなど約600基が確認された。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900箱出土

した。中世は詳細な年代は不明であるものの溝状遺構と板碑などの遺物が少量出土した。

平安時代は竪穴式住居が2棟とピットが約10基、それに伴って須恵器、土師器などの遺物

がコンテナ箱3箱出土した。縄文時代は明瞭な遺構は確認できなかったが、早期～晩期に

かけての土器片が少量出土した。

（1）出土した遺構・遺物 （図2）

○近代（図2-1）

調査前に解体した旧工学部3号館は内田祥三により設計され、昭和14年に完成した建物

であった。建物は直径1.5～1.8ｍのコンクリートの円柱によって支える設計となっており、

この円柱が合計で127本確認された。設計図によると円柱は長さは11.15～15.30ｍで内部

空洞の筒状を呈しており、上部には円盤状のコンクリートが被せられている。調査時には

円柱の周囲には板が隙間なく巡らされた状態で確認されており、この基礎は井戸のように

円柱状に掘り下げ、周囲に板を巡らした上でコンクリートを流し込む工法で作られたこと

が確認できた（図3）。この旧工学部3号館と建物周囲に設けられたドライエリアによって



- 3 -

調査区南東、南西、北東部の台地にかかる比較的高い部分の遺跡が壊されていた。また、

調査区南側に「コ」の字状にレンガ基礎が確認された。このレンガ基礎は位置や基礎の形

状、図面との照合により明治43年に建築された旧帝国大学の動物学地質学鉱物学教室の建

物であったことが確認された。建物は近世に遺跡中央を南北に流下していた谷を 大3ｍ

埋めて平坦にして建てられていた。基礎は、ロームが遺存している南東、南西の比較的高

い場所では人頭大の栗石の上にコンクリートを5層に分けて流し、その上にレンガを積み

上げられ（図4）、低い場所では栗石の下部に松杭が密に打たれていた。建物周囲にはこ

れに伴う土管などが確認された。

○近世（図2-2）

近世の遺跡は、前述した旧帝国大学の動物学地質学鉱物学教室の建物によって大きく破

壊され、建物が存在した遺跡の南側における遺存度は不良であった。遺構の多くは調査区

北側、深い部分を中心に確認された。これらは加賀藩本郷邸と水戸藩駒込邸に伴う遺構・

遺物である。

[17世紀]

17世紀、特に17世紀中葉以前に年代比定される遺構の数は少なく、下屋敷時代には積極

的に当該地が利用されていないことが推定された。しかし、中央の流路は17世紀初頭以前

の谷の東側を人工的に開削し、流路として利用していることが判明し、17世紀前葉には（S

D404下段-SD448-SD264下段）調査区南側で「S」字状にカーブしていたものを17世紀中～

後葉には（南からSD404上段-SD264上段-SD408-SD667）直線的に作り直している。他の遺

構は17世紀前半にはSD264西岸D･E-6区付近にいくつかの土坑が確認されている。17世紀後

半にはSD264西側の傾斜地に盛土が形成され、D･E-6区付近にはピットを伴う建物跡、硬化

面、炉址などが確認される。また、これにアクセスするように道状の硬化面（D-8、C-8区

～SR114）、SD264に架かる橋と思われる遺構（SK145）が検出され、17世紀後半には溝と

その周囲の土地利用が本格化した。

・水路遺構（SD404下段･SD448-SD264下段(17c前)、SD404上段･SD264･SD408･SD667(17c後)）

17世紀段階の水路遺構（同一遺構であるが攪乱によって分断されていたため別番号で調

査を行った）は、前述のようにその当初自然地形を一部改変して構築された。

17世紀前半には調査区南側（SD448部分）で「S」字状に蛇行していたことが確認された

（図5）。また、南壁付近ではあまり人為的に手を入れていなかったらしく、流路は場所

を変えながら2ｍ以上砂を多く含んだ土が重層的に堆積し、側板などの設備は確認されな

かった。流路中程のD-7区付近では橋に伴うと思われる部分のみ側板が設置されており、

下流にあたる北側にも人工的な施設は構築されていなかった。

17世紀後半では蛇行部分が直線的に変更され、側板などの区画が構築されるように変化

が窺える。しかし、これも部分的に構築されるにとどまっており、全体的に側板あるいは

石積みなどが構築されるようになるのは、18世紀前半である。この段階から遺構の覆土に

玉砂利が多く含まれるようになり、溝底に敷いたか上流の育徳園改修により洲浜などが新

たに設けられたものと考えている（図6）。

この水路遺構からは漆、桶、箱、下駄、曲物などの多くの木製品が出土している他、蓋

状の銅製品、中世の板碑なども確認されている（図7）。
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・土取り遺構（SK286）

調査区北西から中央にかけて、加賀藩本郷邸縁辺部に位置する大土坑である（図8）。

遺構の西は調査区域外になるが、区内で確認された規模は、長径33ｍ、短径16ｍ、深さは

約3ｍを計測する。共伴する遺物は微量であるが、土坑埋没後にその上に構築された遺構

との切り合いから17世紀中葉頃に廃絶されたと推定できる。遺構は規模や形状から土取り

穴であると考えられるが、水戸藩との屋敷境に沿って構築されており、当該地が空閑地で

あったことが看取できる。屋敷の変遷から本土坑は、慶安3(1650)年、天和2(1682)年に起

こった屋敷の火災の後に行われた御殿の造成に伴う遺構であろうと推定される。

[18世紀]

18世紀前半以降、遺構数が増加する。加賀藩邸縁辺部に構築された大土坑SK286の埋没

後、一定の間隔で列状に並ぶ地下室群（SK265、SU280、SU278、SU458、SU504、SU486、SU

576、SU500、SU539、SU614など）、主水路を側板や間知石を使用して改修したSD186に注

ぐ支水路群（SD499、SD450、SD528、SD582、SD585など）、井戸（SE447）、硬化面（Q面、

R面）など長屋に伴うと考えられる生活遺構群が有機的に確認された。こうした状況は現

存している18世紀の絵図からも確認でき、この土地利用は基本的に幕末まで大きな変化な

く継続されている。また、これらの南側（E-5･6、F-6区）に展開する硬化面と遺構群は、

近世段階に埋没していた東西方向の谷の上に構築された遺構群であり、これらを含めた長

屋空間は主水路を挟んで東側にも延びていた。主水路の東側は連続的に斜面の段切りを行

い、低い部分に地下室（SU99、SU127、SU173、SU178、SU232）、井戸（SE222）が構築さ

れている。また、水路の藩邸境部分も明確化し、境には土留めと推定される木柵などの施

設も設けられていた。

・地下室（SU504）

F-4区で確認された地下室である。地下室の下半は水の影響で白色シルト化した土壌で

あった。地下室の坑底中央には堀込みを持った木組みの施設が認められるが（図9）、こ

れは水はけあるいは昇降用の施設であったと推定できる。調査時においても降雨などによ

り地下水位が上昇すると遺構が浸水する状況になることから、水はけと共に遺構の補強な

ども行われており、坑底の周囲には壁補強用と思われるピットが巡っていた。

・井戸（SE447）

F-5区で確認された井戸である。井戸は井戸側が良好な状態で遺存しており、円形土坑

状の付帯施設は 上部の化粧側と井戸を覆う上屋に伴うものと判断される。付帯施設の土

層はロームと小礫を含む褐色土で互層をなし、版築状に突き固められていた。井戸側は約

1間の長さの板を用いて筒状に巡らせ、4箇所に箍（たが）の痕跡が確認された。井戸側の

覆土内からは、片口鉢の中に入れ子状に完形の天目茶碗が2個体出土した（図10）。

・支水路（SD449、SD450）

調査区中央D-5区でメインの水路であるSD186に注ぐ。支水路は地下室や井戸などの建物

軸と平行に構築され、堀方の両脇に側板を配し、木杭で止めている（図11）。側板の多く

は腐食しているものの、その痕跡から必要に応じて補修、作り替えがされ、維持されてい

たことが確認された。また、支水路は生活面のかさ上げ、建物の変更など土地利用の変化

によって位置を変えてはいるが、水路そのものは廃絶されることなく幕末近くまで機能し

ており、傾斜地における藩邸居住空間の雨水や生活排水処理への対応が看取された。
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[19世紀]

18世紀に利用されていた主水路東側は埋め立てが進行し、18世紀に行われた段切り部分

には一部生活ゴミなどを廃棄する 終処分場として利用される（SK7）。西側は盛土を行

いかさ上げされている部分はあるものの、基本的には18世紀同様の土地利用が継続されて

いる。ただし、遺構、遺物量が減少していることから居住者の人数が減少している可能性

が考えられる。主水路（SD281･SD186･SD186北･SD470/SD459）は幅が減少し、その両側に

側板が構築されるが、多頻度の補修、作り替え、かさ上げを行った状況が確認された。水

路の勾配も一定ではなく、砂礫の堆積が顕著であった部分は、次の時代には緩傾斜となり、

その前後部分は急傾斜になるといった状況が繰り返し確認され、堆積して河床がかさ上げ

した部分には新たに側板をこれまであったものより上に構築するなどの改修が行われてい

る。この河床の上昇が周囲の盛土を促したとも考えられる。

屋敷境の状況は、主水路付近のみ18世紀末頃から石を用いて区画しているが、幕末期で

は加賀藩側では間知石を使用して3～4段、水戸藩側では自然石・間知石を混ぜて2～3段程

度の石積みが施され（図12）、加賀藩と比較して水戸藩邸側がラフな作りとなっていた。

その他の部分では屋敷境と明確に断定できるような遺構は確認されなかった。構築面がそ

の後の造成などにより削平されてしまった可能性も考えられる。

図13は1840年代に描かれた「江戸御上屋敷絵図」に調査区を落とした図であるが、主水

路の西側屋敷境に沿って東西方向に1棟、それよりやや南に南北方向、水路の東側は原図

には高低差を示すトーンが水路沿いに描かれ、長屋建物は屋敷境の低い部分に境に平行し

て1棟、高い部分に東西方向に数棟が描かれている。こうした状況は発掘調査によって得

られた成果とおおむね一致している。

・ゴミ廃棄土坑（SK7）

C･D-8区付近で確認された廃棄土坑で、主水流へ向かう谷地形を利用して構築されてい

る。遺構は近代の工学部に伴う建物によって大きく削平され、全体の様子は窺えなかった

が、遺存している規模は東西約10ｍ、南北8ｍ、深さは 大で3ｍ程度であった。壁の傾斜

は緩く、坑底に近い部分には堀込みが作られていたが、東斜面上側は斜面にゴミを投げ込

んでいるような状況であった。遺物は陶磁器・土器類を中心に骨･貝などの自然遺物も多

く確認された他、金属製品、木製品などコンテナ箱で100箱以上出土した（図14）。この

うちイヌの骨が多く出土したことも特筆されるが、ゴミ廃棄場所から出土した状況から屋

敷内で捕まえた野犬であろうと考えられる。これらは遺物の質や器種構成から詰人空間か

ら出された日常生活廃棄物であろうと思われる。

・主水路（北からSD281･SD186･SD186北･SD470/SD459）

19世紀にはほぼ全域にわたり、側板や石積みによって護岸される様になる（図15）。溝

幅の縮小によって河床面が下段から上段にかけて1ｍ以上上昇している。これに伴い側板

の補修も多頻度におよんでいるが、側板には通常の板材と丸杭の他、建築材などを転用し

たものも多く、角材やほぞ穴などが穿たれている材を用いて構築されている。また、水路

の覆土からは陶磁器類をはじめ多量の遺物が出土し、斜面に構築された廃棄土坑からの流

れ込みの他、斜面上から投げ込まれたものも多く存在するとも考えられる。

・井戸（SE373）

SE373は井戸枠、井戸側と立板、息抜き竹などの木部が極めて良好な状態で検出された
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（図16）。井戸枠は角材を四隅に配し、それを渡すように三段に丸材の横木で方形に組ま

れていた。隅木は横木が組まれる部分に刳りを入れ、横木は45度に先端を削り合わせた上

に木楔で固定されていた（図17）。組まれた井戸枠の外側には枠を囲むように幅3～4寸の

板材が密に差し込まれていた。隅木には墨書や刻印などが認められ、あらかじめ位置や用

いられる材が選定されていたことを想起させる。

井戸側は3段分調査を行ったが、 上段の化粧側の遺存は不良であったものの、それ以

下は良好な状態で遺存していた。二段目の井戸側は17枚の板材を筒状に回し、上下に隠し

木釘によって連結し、これを3本の箍（たが）で固定している。その上端と下端は上下の

井戸側とのすりあわせを良くするために内側が調整されており、合わせ部分も隅間ができ

ないように角度を持たせて多角形状に組まれていた（図18）。また、井戸側の内部には廃

棄時に埋められたと思われる息抜きと思われる竹が立って確認された（図19）。

○中世（図2-3）

中世に比定される遺構･遺物は少ない。遺構では東西に傾斜地を降るように構築されて

いた切り通し状遺構（SD279）（図20）とその周囲に点在する小ピットが該当すると思わ

れるが、遺物が出土していないため、正確な廃棄時期は不明である。遺物は板碑が2点出

土しているが、いずれも近世の層や遺構から出土したものであり、プライマリーな状態で

はなかった。

○平安時代（図2-3）

竪穴式住居が2棟と遺跡に散在して小ピットが確認された。竪穴はいずれも近代以降に

大きく削平され、全体の様子を窺うことはできなかった。竪穴は出土遺物からいずれも9

世紀前半に比定され、周囲の削平や住居内外からの遺物出土状況から2棟の他に竪穴が存

在していた可能性が高いと推定している。

・竪穴（SI1001）

近代以降の削平によって遺構の南、東側の過半が失なわれていた。住居はいわゆる焼失

住居であり、覆土には多くの焼土、床面付近には炭化材が多く出土した。出土遺物も二次

的な火熱を受け表面が赤化していた。遺物は須恵器の底部周縁部ヘラケズリと糸切り離し

坏、甕、土師器坏、「コ」の字状武蔵型甕等がカマド付近から出土している。このうち須

恵器の坏は8個体が重なった状態で完形で出土しており（図21）、1点には朱書き、2点に

は墨書で文字が書かれていた。

○縄文時代

縄文時代は早期撚糸文系、前期竹管文系、後期後葉、晩期前葉の土器片が包含層中から

少量出土している。

３，調査の成果と課題

本調査は、東京大学本郷構内遺跡には数少ない低地の遺跡であったことから、木製品な

ど台地上の遺跡では腐食して遺存していない遺構、遺物が出土したことが特筆される。ま

た、藩邸裏の屋敷境、藩邸縁辺部の土地利用の状況などが確認できたことも大きな収穫で
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あった。また、構内で平安時代の資料が比較的多く確認されたことも成果であった。これ

まで構内遺跡では弥生時代後期から古墳時代中期にかけて拠点的な集落が経営されていた

ことは看護師宿舎地点などの状況から判明しているが、古墳時代後期以降の活動の痕跡が

希薄であった。平安時代はこれまで御殿下記念館地点と医学部附属病院中央診療棟地点で

1棟ずつしか確認されていなかった。

水路は想定していたより流路自体の変遷が確認でき、この過程で堆積した土も年代的に

位置づけることも可能である。そうした土の中から確認できるであろう花粉、種子、珪藻

などの分析を行い御殿庭園の植林相の変遷、園地の状況などが復元できる可能性も考えら

れ、考古学的成果とも合わせて今後の課題としたい。

図1 工学部3号館地点の位置
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図2 遺構配置図（上：2-1図 近代、下：2-2図 近世）
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図2 遺構配置図（2-3図 中世以前）

左上：図3 円柱状のコンクリート基礎 左下：図4 レンガ基礎 右：図5：「S」字状に曲がる水路
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図6 SD408砂利を含む土層 図7 SD264出土木製品

図8 SK286大型土取土坑

図9 SU504木組み施設を持つ地下室 図10 SE447井戸側を持つ井戸と出土遺物
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図11 主水路（下）に注ぐ支水路（SD449、SD450） 図12 主水路付近の藩邸境（奥が加賀藩邸）

図13 工学部3号館地点と「江戸御上屋敷絵図」

図14

SK7廃棄土坑出土遺物
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図15 SD186（石積みと側板で護岸された主水路）

図16 SE373井戸側と井戸枠
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図17 横木を固定する木楔 図18 多角形に成形された井戸側の板材

図19 息抜きと竹

図20 中世の切り通し状遺構

図21 平安時代の竪穴出土の須恵器（右の底部に朱書きが確認できる）


