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Ⅰ　公益法人への移行
１　経過
　当センターは、長岡宮・京跡や向日丘陵古墳群をはじめとする向日市内 76 箇所に及ぶ遺跡の保護体

制の整備・充実をはかるべく、昭和 63 年４月１日、向日市によって設立された。

　平成 20 年 12 月１日の公益法人制度改革三法の施行に伴い、平成 24 年４月１日をもって公益財団法

人向日市埋蔵文化財センターに移行するはこびとなった。

２　目的
　埋蔵文化財の調査、研究及び保存、活用事業を行い、文化財の保護を図るとともに文化財保護意識の

普及・啓発に努め、学術的振興、地域の文化発展に寄与することを目的とする。

３　事業内容
　○埋蔵文化財に関する調査、研究及びその成果の公表

　○埋蔵文化財に関する資料の収集と整理及びその公表

　○埋蔵文化財に関する展示、講座、講演会等の普及啓発事業

　○そのほか公益目的を達成するために必要な事業

４　業務分担
　○総務係－発掘調査等の受託事業に関する会計経理。事務局の業務に関する庶務。関係機関との連絡

調整。そのほか、他係に属さない事項。

　○調査係－発掘調査の計画・実施及び現地説明会の開催。出土遺物の整理及び報告書の作成。遺跡・

遺物の調査研究及び関連資料の収集。

　○普及係－出前授業、講座、講演会、展示等の普及啓発活動。史跡公園の維持管理の受託。ホームペー

ジや普及誌等による情報発信。

２．歴史学習の受け入れ、支援１．現地説明会の開催
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Ⅱ　平成 24（2012）年度の組織及び事業概要

１　組織及び役職員名簿（平成 25年３月 31日現在）
（１）組織

理 事 長

常務理事

理　　事（５名）

監　　事（２名）

評 議 員（６名）

事務局長
（常務理事）

総務係長・総務係（１名）

調査係長・調査係（３名）

普及係長・普及係（調査係と兼務）

（２）役員

理 事 長　杉原　和雄　　大阪国際大学国際コミュニケーション学部教授

常務理事　松崎　俊郎　　（公財）向日市埋蔵文化財センター事務局長

理　　事　國下　多美樹　龍谷大学文学部特任教授

理　　事　鈴木　久男　　京都産業大学文学部教授

理　　事　山岸　常人　　京都大学大学院工学研究科教授

理　　事　吉川　真司　　京都大学大学院文学研究科教授

理　　事　渡辺　博　　　向日市文化財調査事務所所長

監　　事　植田　茂　　　向日市総務部長

監　　事　小東　武夫　　元京都銀行

（３）評議員

井上　満郎　　京都市歴史資料館館長

奥野　義正　　向日市教育委員会教育長

中小路　忠也　有限会社河忠代表取締役

早川　和子　　考古イラストレーター

半田　信夫　　京都新聞社会福祉事業団編集委員

和田　晴吾　　立命館大学文学部教授

（４）職員

事務局長　松崎俊郎� 調査係　係長　梅本康広（本冊編集担当）

総務係　係長　松崎俊郎（兼務）� 　　　　主任　中塚　良

　　　　主査　高林美香� 　　　　主任　中島信親

� 普及係　（調査係と兼務）
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３　事業概要
（１）埋蔵文化財調査の受託と実施

①調査件数

○国庫補助対象事業の埋蔵文化財発掘調査業務　７件（調査面積　643.4㎡、出土遺物 24 箱）

○開発等に伴う原因者負担の埋蔵文化財調査業務７件（調査面積 1,123.3㎡、出土遺物 24 箱）

○国庫補助対象事業の詳細分布調査（137 件、別紙一覧表添付）

○開発等に伴う原因者負担の詳細分布調査（10 件）

②調査指導

〇宮第 490 次調査　　樋口隆康（泉屋博古館館長）　西川幸治（京都大学名誉教授）

吉川真司　（京都大学教授）　　　山岸常人（京都大学教授）　鈴木久男（京都産業大学教授）

國下多美樹（龍谷大学特任教授）　上原真人（京都大学教授）　

〇元稲荷古墳第９次調査� 杉原和雄（大阪国際大学教授）�都出比呂志（大阪大学名誉教授）

� 和田晴吾（立命館大学教授）� 広瀬和雄（国立歴史民俗博物館教授）

〇元稲荷古墳第 10 次調査� 杉原和雄（大阪国際大学教授）�都出比呂志（大阪大学名誉教授）

� 和田晴吾（立命館大学教授）� 広瀬和雄（国立歴史民俗博物館教授）

２　理事会の審議事項
１　評議員会

①定時評議員会　平成 24 年５月 29 日（火）

議案第１号　平成 23 年度事業報告及び収支決算について� 承認

議案第２号　役員の選任について� 可決

２　理事会

①５月定例理事会　平成 24 年５月 14 日（月）

議案第１号　平成 23 年度事業報告及び収支決算について� 承認

議案第２号　平成 24 年度定時評議員会の招集について� 可決

②臨時理事会　平成 24 年 11 月 19 日（月）

議案第５号　平成 24 年度補正予算（第２号）� 可決

③３月定例理事会　平成 25 年３月 22 日（金）

議案第７号　平成 24 年度補正予算（第３号）� 可決

議案第８号　平成 25 年度事業計画及び収支予算について� 可決

④理事会の決議を省略し、書面により同意を得た事項

議案第３号　常務理事の選定について� 平成 24 年６月１日可決

議案第４号　平成 24 年度補正予算（第１号）� 平成 24 年６月 25 日可決

議案第６号　職員給与規程の一部改正について� 平成 24 年 12 月 25 日可決
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③現地説明会等

○長岡宮跡�第 490 次調査� 現地説明会　平成 24 年８月 25 日（土）　参加者約 75 名

○元稲荷古墳第�９次調査� 現地説明会　平成 24 年９月 22 日（土）　参加者約 350 名

� 報道　提供　平成 24 年９月 20 日（木）

○元稲荷古墳第 10 次調査� 現地説明会　平成 25 年３月３日（日）　参加者約 280 名�

� 報道　提供　平成 25 年２月 28 日（木）

（２）書籍の刊行
　発掘・立会調査の成果を以下にまとめた。調査報告書（B５判）は各 300 冊、年報（B５判）は 500

冊を刊行した。

○平成 21 年度の開発事業に伴う原因者負担の発掘調査の報告書

　『向日市埋蔵文化財調査報告書』第 93 集　長岡京跡左京三条二坊

○西山中学校の武道場建設に伴う発掘調査の報告書

　『向日市埋蔵文化財調査報告書』第 94 集　西ノ岡遺跡

〇平成 24 年度国庫補助事業に伴う発掘調査の報告書

　『向日市埋蔵文化財調査報告書』第 96 集　長岡京跡ほか

〇『平成 23 年度財団法人向日市埋蔵文化財センター年報　都城』24

（３）　普及啓発事業
①　史跡長岡宮跡（朝堂院公園）の文化財案内員配置及び維持管理業務

５名の案内員を配置し、史跡長岡宮跡の案内のほか、朝堂院公園案内所において埋蔵文化財の広報普

及活動を行った。平成 24 年度の案内所稼働日数は 340 日、来園者数は 5857 人であった。

平成 24 年度

来園者数 稼動日数午前 午後 計（うち、団体）
４月 420 名 258 名 678 名（364 名） 30 日
５月 815 名 236 名 1,051 名（720 名） 31 日
６月 179 名 252 名 431 名（205 名） 30 日
７月 63 名 97 名 160 名（73 名） 31 日
８月 90 名 57 名 147 名（40 名） 22 日
９月 88 名 79 名 167 名（28 名） 30 日
10 月 175 名 134 名 309 名（130 名） 31 日
11 月 220 名 232 名 452 名（242 名） 30 日
12 月 105 名 92 名 197 名（94 名） 21 日
１月 111 名 94 名 205 名（65 名） 25 日
２月 967 名 146 名 1,113 名（162 名） 28 日
３月 638 名 309 名 947 名（606 名） 31 日
計 3,871 名 1,986 名 5,857 名（2,729 名） 340 日

平成 23 年度　合計 3,404 名 3,287 名 6,691 名（4,001 名） 345 日
平成 22 年度　合計 2,123 名 1,579 名 3,702 名（1,394 名） 226 日
累　　　計 9,398 名 6,852 名 16,250 名（8,124 名） 911 日

平成 24年度の朝堂院公園案内所来所者数
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②　講座・講演会の開催

○市民考古学講座

　市内の遺跡を端緒に､ ５名の外部講師を招いて、過去の人々の生業と自然環境や歴史環境の変化を考

える『遺跡と環境』を開催した。

第１回　遺跡と災害環境　講師　高橋学氏（立命館大学大学院教授）

平成 24 年６月 30 日（日）� 於�向日市民会館　参加者 28 人

第２回　遺跡と防災環境　講師　釜井俊孝氏（京都大学防災研究所教授）

平成 24 年７月８日（日）� 於�向日市民会館　参加者 25 人

第３回　先史時代の遺跡と環境

「縄文・弥生時代の集落と環境選択」　　　　講師　森岡秀人氏（日本考古学協会理事）

「乙訓地域の縄文・弥生時代遺跡と環境」　　講師　國下多美樹氏（龍谷大学特任教授）

平成 24 年９月 16 日（日）� 於�向日市文化資料館　参加者 52 人

第４回　歴史時代の遺跡と環境

「遷都前後の歴史環境―平城京を中心に―」　講師　舘野和己氏（奈良女子大学教授）

平成 24 年 11 月 10 日（土）� 於�向日市文化資料館　参加者 41 人

　講演会

「地震考古学の世界へようこそ」　講師　寒川　旭氏（産業技術総合研究所招聘研究員）

平成 24 年 12 月２日（日）� 於�向日市民会館　参加者 59 名

③　スタンプラリーの開催

文化庁主唱事業として、次のとおりスタンプラリーを開催した。16 箇所の史跡を通して向日市の歴

史を辿る、自由参加型のウォークイベントである。

史跡解説資料として、『大発見　向日市』（向日市教育委員会）を使用した。

行事名　｢歩き ･み ･ふれる歴史の道｣平成 24 年度中央大会�in�むこう�史跡めぐり『大発見�向日市』

日　時　平成 25 年２月 10 日（日）　集合受付９時 45 分～ゴール受付 15 時

共　催　全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会

後　援　京都府・京都府教育委員会・公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター

参加者　850 名

④　展示の開催

○調査研究成果展

　市内の縄文時代の石田・鶏冠井遺跡の近年の調査研究成果を中心に、出土した土器や石器を展示した。

展示テーマ「3100 年前のタイムカプセル～向日市民体育館周辺の縄文遺跡の調査成果から～」

期　　間　平成 24 年６月１日～平成 24 年 7 月１日

場　　所　向日市文化資料館ラウンジ

来館者数　770 人
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　展示期間中、次の講演会を開催した。

　「石田・鶏冠井遺跡と京都盆地の縄文時代」　講師�千葉�豊氏（京都大学文化財総合研究センター）

　平成 24 年６月 17 日（日）　於�向日市文化資料館研修室　参加者 54 人

⑤　府史跡物集女車塚古墳石室一般公開

　府史跡物集女車塚古墳石室一般公開時に解説を行った。

　平成 24 年５月 22 日～平成 24 年５月 27 日　参加者 582 人

⑥　情報誌の刊行

近年の発掘調査成果、普及啓発事業を一般に広く紹介するため、次の２冊を作成した。

京都・向日市遺跡情報誌『まいぶんｆａｎ』vol. ２（Ａ３判２つ折）2000 部

京都・向日市遺跡情報誌『まいぶんｆａｎ』vol. ３（Ａ３判２つ折）2000 部

⑦　ミニ講座『まいぶんサロン』の開催

市内の歴史的建造物で開催する少人数の講座を新たに開催した。講師は各回とも当財団職員が務めた。

第１回「長岡京の文字瓦」講師　調査係主任　中島　信親

平成 24 年 10 月 21 日（日）14 時～ 16 時　於�富永屋　参加者 13 名

第２回「小畑川と西国街道界わいの自然 ･遺跡 ･歴史」講師　調査係主任　中塚　良

平成 24 年 11 月 23 日（祝）13 時～ 16 時　於�中小路家住宅　参加者 21 名

第３回「邪馬台国とオトクニ」講師　調査係長　梅本　康広

平成 24 年 12 月 15 日（土）14 時～ 16 時　於�中小路家住宅　参加者 25 名

第４回「長岡宮朝堂院はどう考えられたか」講師　事務局長　松崎　俊郎

平成 25 年１月 19 日（土）14 時～ 16 時　於�中小路家住宅　参加者 14 名

⑧　発掘体験の受け入れ・市内学校への講師の派遣等

○職場体験学習

向日市立勝山中学校　　　平成 24 年 10 月 30 日（火）～ 11 月２日（金）　４日間　第２学年４名

向日市立寺戸中学校　　　平成 24 年 11 月６日（火）～ 11 月９日（金）　４日間　第２学年４名

○学校への講師の派遣等

向日市立向陽小学校　　　歴史クラブ「資料採集の体験とその背景について」出展

　　　　　　　　　　　平成 24 年６月 18 日（月）　６校時

向日市立第２向陽小学校　総合的な学習の時間（第４学年）「元稲荷古墳発掘現場見学」

　　　　　　　　　　　平成 24 年９月４日（火）　10 時～ 11 時

向日市立向陽小学校　　　親子のつどい「行こうよう！秋まつり 2012」出展

　　　　　　　　　　　平成 24 年９月８日（土）　17 時～ 19 時
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⑨　他機関と共催して行った事業

　○まちづくり市民の会

　　第 11 回 7.67 星空コンサート関連事業　平成 24 年８月４日（土）

　　「7.67 ふれてみよう！わがまちの歴史」出土遺物展示・文化財体験コーナー

　○ 2012 向日市まつり

　　「体験！大むかしの向日市」　平成 24 年 11 月 17 日（土）・11 月 18 日（日）

　〇全国埋蔵文化財法人連絡協議会第 17 回近畿ブロック埋文研修会

　「今、推したい、この成果」　平成 24 年 11 月 22 日（木）　大阪歴史博物館

研究発表「長岡宮大極殿後殿（小安殿）の調査」　　　　主任　中島　信親

　〇乙訓文化財事務連絡協議会　スライド会「スライドでみるおとくにの発掘」

平成 25 年３月３日（日）　向日市文化資料館

報告　「向日市の古墳―元稲荷古墳とその出現の背景―」　係長　梅本　康広

　○全国埋蔵文化財連絡協議会他　関西 ･考古学の日 2012 スタンプラリー

平成 24 年９～ 11 月

⑩他機関からの依頼による職員の派遣等

　○（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター

　第 122 回埋蔵文化財セミナー「向日市長岡宮跡の発掘調査について」講師

平成 24 年８月 25 日（土）　向日市民会館　　　　　　　 係長　梅本康広

　○向日市教育委員会　向日市制 40 周年記念事業～ココロもからだも健康に～

　「2012 向日市健康ウォーク」　物集女車塚古墳石室公開・案内

平成 24 年 11 月３日（土）　物集女車塚古墳　　　　　　 係長　梅本康広

　○宇治市民大学　講座「長岡京遷都」講師

　平成 24 年 11 月 10 日（土）　宇治市生涯学習センター　　事務局長　松崎俊郎

　○京都府立桂高等学校「考古学講演会」講師（第３学年日本史・地理履修者対象）

　平成 24 年 12 月 19 日（水）　京都府立桂高等学校　　　　係長　梅本康広　主　任　中塚良

⑪　その他

○ホームページの更新（13 回）

○イオン向日町ミニミュージアム展示

○キリン物流（株）事務所エントランスホール展示
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（４）その他
①　資料の貸出・掲載許可等

　○長岡京跡左京第 531 次出土　長岡京土器

　京都新聞主催の講座「ソフィアがやってきた」於�京都市立大枝小学校

　○トイレ模型

　亀岡市文化資料館　第 52 回企画展『ごみを捨てるべからず』展示・展示図録等

　○長岡宮跡第 483・485 次調査、元稲荷古墳第８次調査・石田遺跡の遺構・出土遺物の写真

　（公財）京都府埋蔵文化財調査研究センター『第 27 回小さな展覧会―平成 23 年度京都府内遺跡発

　掘調査成果速報―』展示パネル・展示図録等　

　京都府立山城郷土資料館　企画展『京都発掘だより 2012』展示パネル・展示図録等　

　○長岡宮跡第 316 次出土軒瓦集合写真

　（有）スタジオジップ『入門　天皇の歴史』

　○琴の演奏復元（写真）

　滋賀県立安土城考古博物館　テーマ展示『お琴の考古学』パネル展示

　○長岡宮跡第 343 次調査宝幢遺構全景写真

　東アジア比較都城史研究会『国際公開研究会　東アジア都城比較の試み』ポスター

　○長岡京条坊復原図

　鎮守の森の会『むこうし桜物語・ソメイヨシノと笹部さんの桜』　

　○長岡宮跡第 490 次調査地元説明会資料・写真

　（株）ジャパン通信情報センター『文化財発掘出土情報』2013 年５～６月号

　○長岡宮跡第 481・482 次調査推定「西宮」複廊跡写真・長岡宮跡第 472 次調査推定「東宮」小札写真・

　長岡京鳥瞰図

　朝日新聞出版『週刊朝日百科　新発見！日本の歴史』13 号

②職員研修

　〇全国埋蔵文化財連絡協議会

第 17 回近畿ブロック埋蔵文化財研修会　「今、推したい、この成果」　

平成 24 年 11 月 22 日（木）　大阪歴史博物館　２名参加

③受領図書　

　1,170 冊、蔵書総数 36,475 冊
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　１　調査指導風景（樋口隆康氏：長岡宮跡第 490 次） 　２　府史跡物集女車塚古墳石室一般公開

　３　市民考古学講座講演会（寒川旭氏） 　４　市民考古学講座第３回（森岡秀人・國下多美樹氏）

　５　スタンプラリー大発見向日市（朝堂院公園受付） 　６　調査研究成果展（向日市文化資料館ラウンジ）

　７　まいぶんサロン第１回（富永屋） 　８　学校への講師派遣（向陽小学校秋まつり 2012）
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4　決算報告
貸 借 対 照 表

 平成 25 年３月 31 日現在　　　　　　　　　（単位：円）
勘 定 科 目 当 年 度 前 年 度 増　　減

Ⅰ．資産の部 　 　 　

　１．流動資産 　 　 　

流動資産合計 17,202,756 16,349,316 853,440

　２．固定資産

(1) 基本財産 10,000,000 10,000,000 0

(2) 特定資産 6,029,953 5,339,321 690,632

(3) その他固定資産 1,146,746 1,777,891 △ 631,145

固定資産合計 17,176,699 17,117,212 59,487

資産合計 34,379,455 33,466,528 912,927

Ⅱ．負債の部 　 　 　

　１．流動負債 　 　 　

流動負債合計 11,698,123 11,101,684 596,439

負債合計 11,698,123 11,101,684 596,439

Ⅲ．正味財産の部

　１．指定正味財産

指定正味財産合計 10,000,000 10,000,000 0

　２．一般正味財産

一般正味財産合計 12,681,332 12,364,844 316,488

正味財産合計 22,681,332 22,364,844 316,488

負債及び正味財産合計 34,379,455 33,466,528 912,927

正味財産増減計算書

 平成 24 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで　　　（単位：円）
勘 定 科 目 当 年 度 前 年 度 増　　減

Ⅰ .一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1) 経常収益

　　　　　基本財産運用益 4,010 10,000 △ 5,990

　　　　　特定資産運用益 1,084 1,238 △ 154

　　　　　事業収益 45,718,874 41,714,723 4,004,151

　　　　　受取補助金等 37,204,000 45,079,000 △ 7,875,000

　　　　　雑収益 57,161 98,367 △ 41,206

経常収益計 82,985,129 86,903,328 △ 3,918,199

(2) 経常費用 　 　 　

　　　　　事業費 64,641,511 67,504,662 △ 2,863,151

　　　　　管理費 18,027,130 19,669,867 △ 1,642,737

経常費用計 82,668,641 87,174,529 △ 4,505,888

　　　　　評価損益等調整前当期経常増減額 316,488 △ 271,201 587,689

　　　　　評価損益等計 　 　 　

　　　　　当期経常増減額 316,488 △ 271,201 587,689

２．経常外増減の部 　 　 　

(1) 経常外収益 0 0 0

(2) 経常外費用 0 30,332 △ 30,332

　　　　　当期経常外増減額 0 △ 30,332 30,332

　　　　　当期一般正味財産増減額 316,488 △ 301,533 618,021

　　　　　一般正味財産期首残高 12,364,844 12,666,377 △ 301,533

　　　　　一般正味財産期末残高 12,681,332 12,364,844 316,488

Ⅱ．指定正味財産増減の部 　 　 　

　　　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0

　　　　　指定正味財産期首残高 10,000,000 10,000,000 0

　　　　　指定正味財産期末残高 10,000,000 10,000,000 0

Ⅲ．正味財産期末残高 22,681,332 22,364,844 316,488
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財　産　目　録

 平成 25 年３月 31 日現在　　　　　　　　　（単位：円）
貸借対照表科目等 金　額

(流動資産 ) 普通預金

未収金

前払金

運転資金として

事業に係る受託料の未収分

12,059,561

4,250,000

受取補助金の未収分 705,000

その他

駐車場賃借料 平成 24 年４月分

182,195

6,000

流動資産合計 17,202,756

( 固定資産 )

基本財産

特定資産

その他固定資産

定期預金

什器備品等減価償却引当資産

財団設立記念事業引当資産

什器備品（カラー複合機他全 18 点）

ソフト資産（画像編集ソフト全２点）

10,000,000

4,139,063

1,890,890

895,914

250,832

固定資産合計 17,176,699

資産合計 34,379,455

( 流動負債 ) 未払金

預り金

11,520,043

178,080

流動負債合計 11,698,123

負債合計 11,698,123

正味財産 22,681,332
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平成 24（2012）年度発掘調査地一覧表

遺跡名 調査次数 推定地 調査地 調査期間 調査面積
（㎡）

出土
遺物 契約者

１

長岡宮跡

第 490 次 小安殿（大極殿後殿） 鶏冠井町大極殿
26 － 28 ほか

12.07.17 ～
12.08.31 59.40 10 箱 向日市

２ 第 493 次 北辺官衙（北部）�
南垣内遺跡 寺戸町南垣内４－３ 12.09.10 ～

12.10.05 156.00 ４箱 原因者

３ 第 494 次 北辺官衙（北部）�
北京極大（小）路

寺戸町向畑 60、61、
62、63

12.09.24 ～
12.10.30 191.35 ４箱 原因者

４ 第 495 次 北辺官衙（南部）�
北一条大路 寺戸町殿長 21 12.10.18 ～

12.11.08 114.20 ２箱 原因者

５ 第 496 次 北辺官衙（北部）�
北京極大（小）路

寺戸町向畑 60、61、
62、63

12.10.20 ～
12.10.30 22.00 １箱 向日市

６
長岡宮跡�
元稲荷古墳

第 491 次�
第９次

長岡宮跡西辺官衙�
西一坊大路�
元稲荷古墳前方部

向日町北山 65 －５、
65 －６

12.07.23 ～
12.09.28 130.00 １箱 向日市

７ 第 497 次�
第 10 次

長岡宮跡西辺官衙�
西一坊大路�
元稲荷古墳後方部､ 南辺

向日町北山 65 －５、
65 －６

13.01.21 ～
13.03.08 72.00 １箱 向日市

８

長岡京跡

左京第 550 次 左京五条二坊十・十五町�
東二坊坊間東小路

上植野町菱田９，９
－６

12.06.25 ～
12.07.10 45.00 １箱 向日市

９ 左京第 551 次
左京三条二坊十四町�
東二坊大路�
左京三条三坊三町

鶏冠井町極楽寺20－
２、上植野町尻引１
－１･柳ヶ町 19 －１

12.07.17 ～
12.08.10 270.00 ３箱 向日市

10 左京第 552 次 左京三条三坊三町
鶏冠井町極楽寺20－
２、上植野町尻引１
－１･柳ヶ町 19 －１

12.10.09 ～
12.11.09 215.75 ６箱 原因者

11 左京第 555 次
左京四条二坊四町�
中福知遺跡�
鴨田遺跡

上植野町落掘 15 －
１

12.12.05 ～
12.12.27 45.00 ７箱 向日市

12 左京第 556 次 左京三条二坊四町�
東一坊大路

上植野町泰田１の一
部、15 の一部､ 16
－１、16 －２

13.01.10 ～
13.02.07 178.00 ７箱 原因者

13 右京第 1048 次 右京三条一坊十一町�
西一坊坊間大路

上植野町切ノ口３－
４、４－１、20 －２

12.08.20 ～
12.09.14 128.00 １箱 原因者

14 渋川遺跡 第 15 次 渋川遺跡 寺戸町東田中瀬 14
－４、14 －５

12.06.27 ～
12.07.23 140.00 ３箱 原因者

Ⅲ　調査した遺跡の概要
　平成 24（2012）年度は、14 件（長岡宮内７件、京内６件、京外１件）の調査を実施した。その総面

積は 1,766.70㎡であった。

　重要な成果として、史跡長岡宮跡大極殿公園内で、昭和 36（1961）年に行われた宮第７次調査地を

再発掘し、大極殿後殿の遺構を改めて検出したことが大きく取り上げられる。とくに、大極殿後殿造営

に関わる大規模造成が確認され、未確認であった登廊基壇の検出を試み、その存在をあきらかにできた

ことは、王宮中枢部の構造的変遷を理解する上で新たな成果を提示することができた。

　また、向日丘陵古墳群の保存と活用を目的とする範囲内容確認として元稲荷古墳に対する発掘調査が

10 回目を迎え、ひとつの区切りをつけることができた。第９次調査では前方部前端裾を確認すること

ができ、墳丘長が約 94 ｍであることが確定した。また、第 10 次調査では未確認であった後方部西辺で

墳裾を確認でき、後方部の規模が約 50 ｍ四方になることが判明した。さらに、神戸市西求女塚古墳と

それぞれの発掘調査成果を検討し、両古墳は同一のモデルプランをもとに同形同大の古墳を築造した蓋

然性の高いことが明らかとなり、相互に「同形墳」の関係でとらえることが可能となった。

　このほか、長岡京では４箇所で条坊遺構を新たに確認した。また、京外の調査で周知の遺跡範囲を超

えて長岡京の広がりを確認した。� （梅本康広）
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平成 24（2012）年度発掘調査地位置図
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（１）長岡宮跡第 490 次（７ＡＮＥＤＮ－ 10 地区）� 鶏
か い で ち ょ う

冠井町大
だいごくでん

極殿

～大極殿後殿（小安殿）、山畑古墳群、乙訓郡衙跡～

調査地は標高約 32.0 ｍの段丘・中位面に位置する。史跡長岡宮跡大極殿公園の北半に位置し、昭和

36（1961）年に行われた宮第７次調査地を再発掘したものである。また古墳時代中～後期の山畑古墳群

と奈良時代の官衙跡、乙訓郡衙跡の北東部に位置する。調査は保全整備事業に先立ち長岡京期遺構面レ

ベルを確認することを目的に行った。

調査では８箇所のトレンチを設定し、全域で第４層：長岡京期の整地層を確認した。第４層は厚さ 0.1

ｍ前後の赤褐色系、黄褐色系、灰褐色系粘質土を版築して互層に積み重ね整地する様子を確認した。基

壇構築前の整地層と思われる。断ち割りで確認した深さは 0.3 ～ 0.8 ｍで、造成以前の旧地形は北東へ

向けて大きく傾斜していたことが判明した。検出遺構は、第４層上面で後殿に関連する礎石据え付け穴

２基（ＳＢ 49000 －Ｐ１・２）、外周の石敷（ＳＸ 49001）、基壇凝灰岩抜き取り跡（ＳＸ 49002）と、

宮第７次調査では未発掘であった、大極殿と後殿をつなぐ廊下である登廊の基壇（ＳＣ 49006）、周囲

の石敷（ＳＸ 49007）、基壇凝灰岩抜き取り跡（ＳＸ 49008）と下層で確認した落ち込み３基（落ち込

みＳＸ 49003 ～ 05）である。また出土遺物では、古墳時代～近現代の土師器、須恵器、瓦器、陶磁器、

埴輪、平・丸瓦、桟瓦などが出土したが軒瓦は確認できなかった。

今回の調査成果は、①宮第７次調査の成果の再確認、②大極殿後殿造営に関わる大規模造成の確認、

③登廊基壇の確認、④下層遺構の確認の４点である。� （中島信親）

文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第 96・98 集－（2013）』

登廊基壇凝灰岩抜き取り跡と外周の石敷（南から）
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調査地平面図（1:500）

大極殿後殿ＳＢ 499000-P1 断面（北東から）
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（２）長岡宮跡第 493 次（７ＡＮＢＭＣ－ 12 地区）	 寺
てらどちょう

戸町南
みなみかきうち

垣内

～北辺官衙（北部）、南垣内遺跡～

調査地は標高 27.4 ～ 27.7 ｍの段丘・下位面に位置する。長岡宮の官衙復原では北辺官衙（北部）の

西半に、また鎌倉～江戸時代の集落跡である南垣内遺跡の北端に位置する。周辺では、調査地の周囲で

宮第 106・358・461・463・473・489 次調査、北 40 ～ 100 ｍで宮第 241・305・319・342 次調査が行わ

れている。長岡京期以前では、宮第 241 次調査で縄文時代晩期～弥生時代中期の遺物を包含する流路跡、

宮第 305 次調査で弥生～古墳時代の流路跡、宮第 342 次調査で縄文時代後期の包含層を確認している。

長岡京期では、宮第 106 次調査で長岡京期の土壙を確認したほか、西～北西のやや離れた地点で、溝（宮

第 421 次調査）、掘立柱建物・凹み（宮第 458 次調査）を確認している。南垣内遺跡に関連する中世～

近世では、宮第 106 次調査で 13 ～ 14 世紀代の掘立柱建物 15 棟を確認したほか、北側の第 305・319 次

調査や周囲の宮第 358・461 次調査で掘立柱建物、柵、井戸、土壙、ピットなどが多数確認されており、

物集女街道に沿って開けた中世集落の様子が明らかになっている。

調査では、建物が建設される調査地東側に、南北方向のトレンチ２箇所（１・２トレンチ）、東西方

向のトレンチ２箇所（３・４トレンチ）の計４箇所を設定して調査を開始した。各トレンチで段丘層と

思われる黄褐色粘質土を一部確認したが、掘削深度制限もあり顕著な遺構を確認することはできなかっ

た。� （中島信親）

文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第 99 集－（2014）』

調査地全景（北西から）
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調査地平面図（1:200）

第１トレンチ全景（南から）
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（３・５）長岡宮跡第 494 次（７ＡＮＢＭＴ－４地区）� 寺
てらどちょうむかいはた

戸町向畑

　　長岡宮跡第 496 次（７ＡＮＢＭＴ－５地区）

　　～北京極大路、北辺官衙（北部）～

調査地は標高 20.4 ｍから 21.4 ｍの段丘・下位面の縁辺部に位置する。長岡宮では北辺官衙（北部）

の北京極大路（小路）と宮内西一坊坊間東小路延長道路交差点付近に当たる。周辺の調査成果を踏まえ、

北京極大路（小路）推定位置などにトレンチを設定して調査を実施した。その結果、弥生時代の流路や

長岡京期の建物や町内溝、北京極大路（小路）南側溝などを検出することができた。調査地の基本層序

は耕作土、床土、灰茶色系土（中世遺物包含層）、茶褐色系土、明黄色系土・灰白色系土（段丘相当層）

となるが、傾斜地でもありトレンチ毎に様相は異なっていた。

弥生時代後期の流路は、対象地内を東西方向に流れ、断面「Ｖ」字形で埋土の礫を多く含むことから

強い流れであったことが判明した。長岡京期の北京極大路（小路）南側溝、官衙内の区画溝、掘立柱建

物２棟を検出した。北側溝については推定位置では検出することができなかった。出土遺物には弥生土

器、古墳時代の須恵器、長岡京期の土師器、須恵器、難波宮式軒丸瓦、平・丸瓦、瓦器などがある。今

回の調査では、残念ながら縄文・弥生時代に於ける居住域の様相については明らかにすることができな

かったが、大型の建物が整然とした配置を示す東側とは異なる、小規模な建物が見られる長岡京北辺西

側の様相を伺う資料を得ることができた。� （松崎俊郎）

文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第 96 集－（2013）』

調査地周辺地形図（1:1000）
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第３トレンチ全景（西から、中央に北京極大路南側溝、南側に官衙区画北外郭溝）

調査地遠景（東から、北側は北京極大路南側溝、南側は官衙区画北外郭溝を示している）
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（４）長岡宮跡第 495 次（７ＡＮＢＤＣ－６地区）� 寺
てらどちょう

戸町殿
でんちょう

長

～北辺官衙（南部）、森本遺跡、岸ノ下遺跡～

調査地は標高 27.4 ～ 27.7 ｍの段丘・下位面に位置する。長岡宮の官衙復原では北辺官衙（南部）の

中央北端に、また縄文時代後期～古墳時代の集落跡である森本遺跡の北西端および旧石器・弥生後期～

古墳・鎌倉～室町時代の集落跡である岸ノ下遺跡の北端に位置する。周辺では、長岡京期の宮内朱雀大

路（朝堂院中軸道路）東側溝、宮内北一条大路南北両側溝などの条坊側溝や、掘立柱建物、柵、溝状の

落ち込みなど、また長岡京期以前では、弥生時代終末～古墳時代初頭の竪穴住居・方形周溝墓、古墳時

代中期の竪穴住居、掘立柱建物などが確認されている。以上をふまえ、長岡京期および弥生～古墳時代

の遺構・遺物の確認を目的に調査を開始した。

調査では、旧耕作土層直下で段丘層である第４層：黄灰～灰白色粘質土／礫混じり粘質土を確認し

た。中世以降の棚田造成によって大きく削られており、遺構の遺存状況は非常に悪かった。確認した遺

構は、中世以降の溝３条（溝ＳＤ 49501 ～ 03）、中世の溝２条（溝ＳＤ 49504・05）・土壙１基（土壙Ｓ

Ｋ 49507）、長岡京期の溝１条（宮内北一条大路北側溝ＳＤ 49506）、古墳～弥生時代の凹み２基（凹み

ＳＸ 49509・10）・溝１条（溝ＳＤ 49508）・ピット 23 基（Ｐ１～Ｐ 23）である。

まとめとして、調査の目的であった長岡京期の条坊側溝および弥生～古墳時代の遺構を確認すること

ができた。特に宮内北一条大路北側溝について比較的良好な形で遺構・遺物を確認する成果を得た。

文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第 99 集－（2014）』� （中島信親）

第１トレンチ全景（南から）
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調査地平面図（1:200）

宮内北一条大路北側溝ＳＤ 49506（南東から）
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（６）長岡宮跡第 491 次（７ＡＮＣＫＭ－ 15 地区）� 向
むこうちょうきたやま

日町北山

元稲荷古墳第９次（４ＰＭＣＫＭ－９地区）
～西一坊大路、前方部前面、南東隅角、北山遺跡～

当センターでは元稲荷古墳の保存と活用の方法を探る目的で、2006（平成 18）年から範囲内容確認

調査を実施している。今年度は調査区を 3箇所に設定し、前方部前面（第１調査区）および南東隅角付

近（第２･４調査区）、東側斜面（第３調査区）の構築状況を正しく把握するために調査を実施する。

前面では、墳丘の裾位置で基底石を確認した。葺石や礫敷は暗茶色粘質土を背後に施してから築かれ

ている。第二段斜面では裾に基底石を置き、背後に「裏込め」を備える。墳丘裾から墳頂までの高さは 4.5

ｍにおよび、途中には高さ 2.5m付近で幅約 1ｍの平坦面が想定される。斜面長は第一段が 6.5 ｍ、第 2

段は 4.5 ｍである。南東隅角は想定位置で墳裾を確認することができなかった。しかし、そのすぐ西側

で基底付近の葺石と礫敷が「裏込め」の粘質土を伴い遺存していた。基底石は飛び石状に散見できる程

度であり、裾位置は不明瞭である。東側斜面は眺望を意識して西側よりも斜面長を 1ｍ以上長く、斜面

勾配もゆるやかである。第一段斜面は長さ 4.5 ｍ、高さ 1.5 ｍ、第２段斜面は崩落や変形が著しく正確

な数値は得られない。第一段斜面裾は基底石の使用は少なく不明瞭で、拳大の礫が基底平坦面から連続

して斜面に施されている。一方、第二段斜面では裾位置に基底石を並べて小口積みが指向される。

前方部の形状は二段築成で、くびれ部付近の高さが 2.5 ｍ、前方部前端では 4.5 ｍまで上昇し墳頂平

坦面のせり上がる勾配（斜道）が特徴となる。前方部の側縁は直線的でくびれ部からハの字形にのびて

いき、前端に近いところで外側へ少しひらく。くびれ部で幅は 23 ｍ、前端では 47 ｍとなり、前方部前

面側が後方部の幅に匹敵する大きさまで広がっていることがわかる。� （梅本康広）

前方部前面の葺石遺存状況（南から、写真右端が墳丘主軸）
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調査区全体図（1:500）
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（７）長岡宮跡第 497 次（７ＡＮＣＫＭ－ 16 地区）� 向
むこうちょうきたやま

日町北山

元稲荷古墳第 10 次（４ＰＭＣＫＭ－ 10 地区）
～西辺官衙、後方部北西隅角、前方部前辺、北山遺跡～

今次調査は未確認であった後方部西辺の裾位置及び礫敷の広がりを確認するとともに、前方部の南方

についても古墳築造に伴う「掘切り状の遺構」を確認するために追加調査を実施する。調査の結果、後

方部西辺ではじめて裾位置を確認し、第二段斜面裾までの礫敷・葺石の遺存状況を把握することができ

た。また、前方部南方の「掘切り状の遺構」についてはその一部を検出した。

後方部西辺の墳裾には大きな基底石を列べず、まれに飛び石状の配石が見られる程度で礫敷と葺石の

境界は不明瞭となり、「裏込め」や葺き足しはほとんど確認されない。一方、第二段斜面の裾では長さ

約 20 ～ 30㎝大の礫を列べ、背後に拳大の礫を厚く詰めてしっかりと根固めが施されている。第一段斜

面の規模は幅約3.5ｍ、高さ約1.3ｍになる。第一段平坦面の幅約1.0ｍでほぼ水平な面がつくられている。

今回の調査によって後方部の四辺が把握でき、前方部の成果と合わせ墳丘全体の形状と規模を正しく

復原する手がかりが揃うに至ったといえる。元稲荷古墳ときわめて近似した規模をもつ古墳として、従

来より西求女塚古墳が知られていた。両古墳の墳丘図を同じ縮尺で重ねてあわせてみると、前方部の前

端位置を除いてほとんどの箇所で墳裾の外郭線が一致する状況を見いだすことができる。墳丘の細部で

一致しない場所が見られるが、立地する地形条件などによって異なる施工もあり得たと考えられる。両

古墳は同一のモデルプランをもとに同形同大の古墳を築造しようとした可能性は高く、相互に「同形墳」

の関係で捉えることができる。� （梅本康広）

後方部北西隅角付近の葺石遺存状況（南から）
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調査区全体図（1:40）
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（８）長岡京跡左京第 550 次（７ＡＮＦＨＤ－８地区）	 上
かみうえのちょう

植野町菱
ひしだ

田

～東二坊坊間東小路、左京五条二坊十・十五町～

調査地は標高約 15.0 ｍの氾濫原に位置する。向日市域の南東隅にあたり、用水路をはさんで南は長

岡京市域となる。長岡京の条坊復原では、東二坊坊間東小路とこれをはさむ左京五条二坊十・十五町の

南部に位置する。調査地周辺では、北隣接地で左京第 75 次調査、南隣接地で左京第 239 次調査が行わ

れている。左京第 75 次調査では長岡京期の掘立柱建物・土壙、古墳時代後期の掘立柱建物および古墳

時代中期～後期の須恵器が出土する包含層が、左京第 239 次調査では、東二坊坊間東小路東西両側溝と、

古墳時代後期の遺物を多量に包含する流路跡が確認されている。以上をふまえ、東二坊坊間東小路の確

認、古墳時代遺構・遺物の確認を目的として調査を開始した。

調査では東二坊坊間東小路東西両側溝および十町東端の町内溝を検出した。東二坊坊間東小路東側溝

ＳＤ 55001 は、幅 0.7 ～ 1.2 ｍ、深さ 0.3 ｍの規模で、埋土は灰褐色粘質土である。西側溝ＳＤ 55002 は、

東肩が二段落ちの形状で、路面部分に大きく拡がる様子を確認した。規模は幅 1.3 ～ 1.4 ｍ、深さ 0.4 ｍ、

路面に拡がる部分をあわせると幅は 3.9 ～ 4.1 ｍである。深さは 0.15 ｍである。埋土は明灰～灰褐色砂

混じり粘質土である。出土遺物には土師器、須恵器、黒色土器、土製品（土馬）がある。

まとめとして、狭小な面積の調査であったが東二坊坊間東小路東西両側溝を確認することができた。

同小路の道路幅は溝心々間で 7.6 ｍ（約 25.7 尺）であった。� （中島信親）

文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第 96 集－（2013）』

調査地全景（西から）
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調査区全体図（1:100）

東二坊坊間東小路東側溝ＳＤ 55001（北西から）
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（９）長岡京跡左京第 551 次（７ＡＮＥＧＺ－４地区）� 鶏
かいでちょうごくらくじ

冠井町極楽寺

～東二坊大路、左京三条二坊十四町、左三条三坊三町、鶏冠井清水遺跡～

調査地は現地表面の標高 14.0 ｍ前後（旧水田耕作土上面の標高は 12.0 ｍ前後）の氾濫源上に位置する。

長岡京では左京三条二坊十四町、同三条三坊三町、東二坊大路に該当する。周辺では、多くの調査が実

施されている。北側では東二坊大路と二条条間小路交差点、三条三坊三町内から掘立柱建物や井戸・土壙、

町内溝を検出している。井戸からはガラス小玉が出土し、三町の居住者の階層を示すものと考えられて

いる。南側では東二坊大路と三条条間南小路の交差点、三条三坊四町内からは町北端から 1/3 の位置で

大路に開く門、掘立柱建物、柵、町内道路、菜園遺構などが検出されている。以上をふまえ、調査地内

の遺構検出高と遺存状況の確認を目的に対象地内の東二坊大路推定位置に３箇所の南北３ｍ、東西 30

ｍのトレンチを設定して調査を実施した。その結果、東二坊大路東西両側溝及び弥生時代中期の土器を

含む湿地状の落ち込みを検出した。調査地の基本層序は、およそ２ｍ前後の造成土以下は、旧水田耕作土・

床土、中世の遺物包含層である灰色～暗灰色系の粘土～シルト、弥生時代中期の遺物を含む湿地状堆積

である黒色土（若干の有機物を含む）青緑色シルト～細砂となる。長岡京期の遺構は黒色土上面（標高

11.8 ｍ）で検出した。明確な路面は確認できなかった。長岡京期の遺物は、条坊側溝から長岡京期の土

師器片や横櫛が出土した。弥生時代の落ち込みは南側に向かって広がり、遺物は石包丁・土器片が出土

した。

今回の調査では、条坊側溝や流路を検出したことで長岡京期・弥生時代の良好な遺存状況を確認した。

文献：『向日市埋蔵文化財調査報告書－第 96 集－（2013）』� （松崎俊郎）

調査地全景（南西から、トラックの右側に第１トレンチ、これより右に第２・第３トレンチ）
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調査地周辺成果図（1:1250）
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（10）長岡京跡左京第 552 次（７ＡＮＦＳＫ－５地区）� 鶏
かいでちょうごくらくじ

冠井町極楽寺

～左京三条三坊三町、鶏冠井清水遺跡～

調査地は標高 14 ｍ付近の氾濫原上に位置し、長岡京の復原では左京三条三坊三町の南西部に相当す

る。また、縄文～弥生時代の集落遺跡である鶏冠井清水遺跡の南西部と重複する。本調査は左京第 551

次調査の範囲内容確認調査の成果を受けて実施するものである。

調査地の基本層序は旧耕作土以下、中世遺物包含層をはさんで長岡京期、弥生時代遺構面形成層が堆

積する。検出遺構には長岡京期の溝７条、掘立柱建物２棟、雨落ち溝１条、柵列１基のほか、弥生時代

中期の土壙 1基がある。長岡京期の成果としては、左京三条三坊三町の南西側で同形同大の掘立柱建

物二棟を確認した。桁行３間、梁間２間の掘立柱建物で、柱間は桁行 1.8 ｍ（6尺）、梁間 2.1 ｍ（7尺）

である。柱掘り方は一辺約 0.5 ｍ、深さ 0.4 ～ 0.6 ｍの規模を有し、平面隅丸方形を呈する。柱痕は平

面では不鮮明だが、断面で明瞭に捉えることができるところもある。素掘り溝の構築状況から掘立柱建

物ＳＢ 01 と溝ＳＤ 11 ～ 13、掘立柱建物ＳＢ 02 と溝ＳＤ 14 ～ 17 が組み合わさり、両者は前後してつ

くられた可能性が考えられる。また、水晶の剥片が多数分布する状況から掘立柱建物ＳＢ 01 付近で水

晶の加工が行われていたと判断される。本宅地の南西側に位置する建物の形態や規模から見て水晶を加

工する工房があったことを推測できる。

弥生時代では中期の土器片を多数含む土壙を検出した。長岡京期遺構面の下層にあたる第 6層上面で

弥生時代の土壙を検出した。平面楕円形を呈し、南北 4ｍ、東西 3ｍ、深さ 0.5 ｍの規模を有する。断

面皿形で、埋土には炭と土器片を多く含む。鶏冠井清水遺跡にかかわる遺構と考えられる。今後、遺物

の整理をふまえ本遺跡の範囲や性格について新たな問題提議が出されるものと期待される。（梅本康広）

調査地全景（南東から）
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調査地平面図（1:150）

調査地全景（東から）
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（11）長岡京跡左京第 555 次（７ＡＮＦＯＲ－ 12 地区）� 上
かみうえのちょうおちぼり

植野町落堀

～左京四条二坊四町、中福知遺跡、鴨田遺跡～

　本調査地は標高 17 ｍ付近の旧小畑川氾濫原上に位置する。長岡京の復原では東一坊大路のすぐ東側

に近接し、左京四条二坊四町の南西隅角付近にあたる。周辺での既往の調査で特筆すべき点は東西に走

行する古墳時代の流路跡を検出し、その埋没過程で廃棄された古式土師器が多数出土していることであ

る（左第 240･348･506･509･522 次調査）。これらは鴨田遺跡の古墳時代前期の集落にかかわる遺物とみ

られる。今次調査でもこの流路の延長が検出され、同様な遺物が多数出土することが予想された。

　調査の結果、中世の素掘り溝 13 条、長岡京期以前の溝 3条および石組遺構１基、落ち込み１基、古

墳時代以前の流路２条を確認した。古墳時代以前の流路からは古式土師器が多数出土した。

　今回検出した遺構は北東～南西方位の流路（ＳＸ 01・05）とその埋没過程で設けられた同じ方位を

とる溝３条（ＳＤ 02 ～ 04）が特筆される。これらは、東側に隣接する左京第 348 次調査地で確認され

た遺構群の西側延長にあたる。ＳＤ 34821 と呼称された流路は古墳時代前期以前に形成され、同前期～

中期、同中期以降の変遷が出土遺物と遺構内の埋積関係から辿れることが想定されている。今回確認さ

れた遺構群とも概ね対応してくる。

　これらの遺構とさらに南側で展開する竪穴住居群との関係については今後検討を要するが、調査区北

側には旧小畑側の流路帯が東西にのびており、古墳時代集落の構造を復原する上で重要な成果が得られ

た。なお、長岡京期の遺構は石組遺構（ＳＸ 07）１基のみを確認したに留まる。その性格については

関連する遺構がほかに無く明らかにできなかった。� （梅本康広）

調査地全景（北西から）
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調査地平面図（1:100）
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（12）長岡京跡左京第 556 次（７ＡＮＦＴＮ地区）� 上
かみうえのちょうたいでん

植野町泰田

～東一坊大路、左京三条二坊四町～

本調査地は、旧小畑川の形成した扇状地北端付近に位置し、標高は 14.5m 前後である。長岡京の条

坊復原では、左京三条二坊四町の北西角部分と東一坊大路東側溝にあたる。調査地南方には、平安～鎌

倉時代の集落跡もしくは官衙跡と推定されている中福知遺跡がある。周辺調査によって四町域の外周に

ついては明らかになっているが内部の様相についてはほとんど不明である。北側の三町域では町南半部

を中心に長岡京期の遺構がまとまって検出されている。また、地層の花粉分析から藍畑の可能性が指摘

されており、遷都後に勅旨所の藍圃が近辺に所在した可能性は高いものと考えられる。この状況を踏ま

えて調査を実施した。調査地の基本層序は、上位から盛土、暗灰黒色系土〔旧水田耕作土〕、灰黄色系

土〔床土〕、礫混じり暗黄灰色系土〔中世包含層〕、灰色砂礫〔旧小畑川による堆積〕となる。中世以降

の南北溝群、中世と思われる東西溝群と長岡京期の条坊側溝、柱掘方数基を検出した。検出した東一坊

大路東側溝からは土師器、須恵器、平城宮式軒平瓦、飛雲文軒平瓦、銅製丸鞆が出土した。長岡京期の

遺構は灰色砂礫上面で検出した。灰色砂礫は検出面から１ｍ前後掘り下げを行い。弥生時代後期から古

墳時代中期の遺物が出土した。砂礫層の下底面は湧水が激しいために確認していない。

今回の調査では、ほぼ推定位置で東一坊大路東側溝を検出することができた。出土遺物は特にかたま

ること無く出土し投棄された様相を示している。左京三条二坊四町域の北西角付近で柱穴を検出したこ

とで四町内が広範囲に利用されていたことを伺うことのできる資料を得ることができた。�（松崎俊郎）

左京第 556次調査全景（南から、長岡京期）
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左京第 556次調査地平面図（長岡京期　1:150）
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（13）長岡京跡右京第 1048 次（７ＡＮＦＫＫ－４地区）� 上
かみうえのちょうきりのくち

植野町切ノ口

～右京三条一坊十一町、西一坊坊間大路～

調査地は標高 23.2 ｍ前後の旧小畑川による氾濫源に位置する。長岡京の条坊復原では右京三条一坊

十一町と西一坊坊間大路に相当する。西一坊坊間大路は向日市域で検出例はない。

周辺では東側で右京第 489 次、北側で右京第 189 次、533 次、南西側で右京第 445 次、594 次が実施

されている。これらの調査で旧小畑川の流路を確認しているが、長岡京期の遺構は確認されていない。

こうした状況を踏まえ、東西方向のトレンチを設定して調査を実施した。調査面積は 128㎡である。

調査地の基本層序は、水田耕作土以下、黄灰色系の床土、灰茶色・灰黄色系の砂、彩色砂礫となる。

床土以下は旧小畑川による堆積土判断した。灰茶色・灰黄色系の砂層の層界は不明瞭で平面的にはあた

かも溝のように見えるが上面のわずかな凹凸であったり、薄層で連続しないものであった。そのことか

ら流れの最終段階における堆積土と判断した。砂層下の砂礫層上面は西から東に向かって下がっている。

その上面の凹みを砂層が埋めている状況である。

調査の結果、長岡京期の遺構を検出することはできなかった。周辺と同様に小畑川の流路によって削

平されたもしくは当時より流路内であったためと思われる。検出した旧畑川の流路の埋土は上位が砂層

で下位は砂礫層となる。上位の砂層には 14 世紀代の薄手の瓦器片や近世の陶磁器片が含まれている。

これらの遺物から当地に於ける小畑川の流れは近世にかけて収束したものと考えられる。小畑川の流路

の変遷についての詳細は不明な点が多くあるが、現在の流路に近い位置での貴重な成果といえる。

（松崎俊郎）

調査地周辺地形図（1:1000）
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調査地全景（西から、砂層上面）

調査地砂礫上面（東から、砂礫層上面）
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（14）渋川遺跡第 15 次（２ＮＫＢＨＳ－２地区）� 寺
てらどちょうひがしたなかせ

戸町東田中瀬

～渋川遺跡中央部～

渋川遺跡は縄文時代～弥生時代の集落遺跡で、今回の調査地はその中央部に相当する。長岡京の復原

では「北京極大路」の北側隣接地となり、周知の遺跡範囲の外側にあたる。また、朝堂院中軸からは東

側三町目の官衙区画に近接する。調査地の南側では宮第 369 次調査が行われ、「北京極大路」北側溝が

確認されており、長岡京跡の北方の土地利用を探るうえで関連遺構の確認に期待が寄せられた。

検出した遺構には中世の溝６条、長岡京期の掘立柱建物１棟、弥生時代の土壙１基、縄文時代のくぼ

地１基がある。掘立柱建物ＳＢ 1502 は調査区の西端で検出され、その北東隅角部分に相当する。柱間

は南北が 2.1 ｍ（７尺）、東西では 2.4 ｍ（８尺）等間隔で配列する。東西棟の北面庇付建物に復原が可

能である。掘り方は隅丸方形を呈し、長辺 1.0 ｍ、短辺 0.8 ｍ、深さ 0.5 ｍである。柱はすべて抜き取

りがおこなわれ、北東隅角の掘り方底部には根固め用の小礫が４点遺存していた。遺物は土師器杯Ａや

瓦片が少量出土した。土壙ＳＸ 1501 は調査区の東端で検出された平面不定形の土壙である。南北３ｍ

以上、東西２ｍ、深さ 0.3 ｍの規模を有し、埋土より弥生時代後期の土器の細片がコンテナ３箱分出土

した。

今回の調査地は周知の長岡京跡の範囲を超えた位置に当たるが、当該時期の建物遺構を確認すること

ができ長岡京跡の北方への展開を裏付けるものとして評価できる。また、弥生時代後期の土器類が多数

出土したことに関しては、周辺に同時代の集落跡が潜んでいることを示唆する。縄文時代では集落景観

の復原の一助となる成果を得た。� （梅本康広）

調査地全景（西から：右側の民家は「北京極大路」通過位置）
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掘立柱建物ＳＢ 1502 全景（北から）

調査地周辺成果図（1:3000）
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平成 24（2012）年度詳細分布調査一覧表

調査次数 遺跡名 所在地 調査期間 工事内容
12001 南条遺跡、南条古墳群 物集女町長野１－ 39、１－ 38 2012.4.9 ～ 2012.5.23 個人住宅基礎

12002 南条遺跡、南条古墳群 物集女町長野１－19、１－１（２・
３号地） 2012.4.9 個人住宅基礎

12003 長岡京跡 森本町上森本２－ 10 2012.4.27 個人住宅基礎

12004 笹屋遺跡 寺戸町向畑 50 －２ 2012.4.12 ガス低圧管新設
及び引込管新設

12005 南条遺跡、南条古墳群 物集女町長野１－ 25（９号地）、
１－26（10号地）、１－28（12号地）2012.4.19･2012.4.20･2012.5.23 個人住宅基礎

12006 長岡京跡、岸ノ下遺跡 寺戸町西野辺 21 2012.4.18・2012.4.23 ～
2012.4.25 集合住宅基礎

12007 中海道遺跡 物集女町堂ノ前１－７ 2012.4.20　 個人住宅基礎

12008 長岡京跡 鶏冠井町大極殿地内 2012.4.24 ～ 2012.4.25 補助配水支管布
設

12009 長岡京跡、森本遺跡 森本町天神森地内 2012.4.25・2012.4.26 配水支管布設
12010 長岡京跡 鶏冠井町大極殿地内 2012.5.8・2012.5.9 ガス低圧管新設
12011 長岡京跡 上植野町吉備寺９－１、36 2012.5.11・2012.5.14 地盤改良

12012 長岡京跡 寺戸町東ノ段 30 － 44、30 －８
の一部 2012.5.14 個人住宅基礎

12013 長岡京跡 寺戸町二枚田 13 － 21 2012.5.11 個人住宅基礎
12014 長岡京跡 寺戸町岸ノ下 25 － 24 2012.5.8 個人住宅基礎
12015 長岡京跡 鶏冠井町沢ノ西２－ 26、２－ 25 2012.5.14・2012.5.16 個人住宅基礎

12016 長岡京跡、南開遺跡 鶏冠井町堀ノ内 54 －２、54 －
12、54 － 14、60 －２ 2012.5.17 ～ 2012.6.4 宅地造成

12017 長岡京跡、森本遺跡 森本町天神ノ森１－４、４ 2012.5.14 ～ 2012.6.6 ガス低圧管入替
12018 久々相遺跡 寺戸町瓜生 27 － 38 2012.5.21 個人住宅基礎
12019 長岡京跡、渋川遺跡 寺戸町二枚田 21 －２ 2012.5.15 個人住宅基礎

12020 中海道遺跡 物集女町ヲサン田８－２の一部、
９－３、９－７、９－８ 2012.5.22 ～ 2012.7.30 宅地造成

12021 南条遺跡、南条古墳群 物集女町長野１－ 29（13 号地） 2012.5.23 個人住宅基礎
12022 長岡京跡 寺戸町西野辺 13 － 12 2012.5.28 個人住宅基礎

12023 長岡京跡 寺戸町南垣内４－１、４－４、
４－５ 2012.6.12 その他建物（広

告塔）
12024 長岡京跡、鴨田遺跡 上植野町鴨田２－ 12、３－ 22 2012.5.28 個人住宅基礎
12025 長岡京跡 上植野町野添 10 － 12 2012.6.14・2012.6.18 個人住宅基礎
12026 長岡京跡 向日町南山　向陽小学校 2012.6.11 ～ 2012.6.13 雨水貯蔵施設
12027 長岡京跡 寺戸町東田中瀬 15 － 39 2012.6.11 個人住宅基礎
12028 長岡京跡、岸ノ下遺跡 寺戸町東野辺 13 －１、13 －２ 2012.6.14・2012.6.16 ガス低圧管入替

12029 長岡京跡 寺戸町東ノ段 30 －９の一部､ 30
－ 45 の一部 2012.6.18 個人住宅基礎

12030 長岡京跡 寺戸町殿長地内 2012.6.20 配水支管布設
12031 長岡京跡、西小路遺跡 上植野町南小路 73 －１ 2012.6.25 個人住宅基礎
12032 長岡京跡、石田遺跡 森本町石田 22 －６ 2012.6.22 個人住宅基礎
12033 長岡京跡 鶏冠井町祓所 2012.6.25 広報板設置

12034 長岡京跡、石田遺跡 森本町石田 13 －３ 2012.6.26・2012.6.5 その他建物（保
育所）

12035 長岡京跡、岸ノ下遺跡 寺戸町東野辺 19 －６、19 －７ 2012.6.26･2012.6.28 個人住宅基礎

12036 長岡京跡、中福知遺跡 上植野町樋爪地内 2012.6.2 ６ 老朽配水支管布
設替

12037 南条遺跡、南条古墳群 物集女町長野１－ 20（４号地） 2012.6.26 個人住宅基礎

12038 長岡京跡、沢ノ西遺跡 鶏冠井町沢ノ西 16 －７、16 －
12 の一部 2012.6.30 店舗基礎

（15）詳細分布調査
　平成 24（2012）年度は、147 件の詳細分布調査を実施した。前年度と比較して、７件の減少である。

調査原因の内訳は、個人ないし集合住宅の小規模開発 100 件、店舗等その他建物 19 件、水道・ガス・

電気管布設工事 20 件、宅地造成工事７件、地盤改良工事１件である。
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12039 長岡京跡、近世 ｢向日町｣ 遺跡 鶏冠井町楓畑２－ 12 2012.7.2 個人住宅基礎

12040 長岡京跡、山畑古墳群、乙訓郡衙跡 鶏冠井町大極殿 26 － 12 2012.6.29 ～ 2012.7.26 個人住宅ガレー
ジ基礎

12041 長岡京跡、渋川遺跡 寺戸町渋川 15 －１の一部 2012.7.2 個人住宅基礎
12042 長岡京跡、中野遺跡 寺戸町中野８－ 22 2012.7.2 個人住宅基礎
12043 中海道遺跡 物集女町中海道 88 － 36 2012.7.5 個人住宅基礎
12044 長岡京跡、南開遺跡 鶏冠井町堀ノ内 54 －２（３号地）2012.7.6・2012.7.9 個人住宅基礎
12045 長岡京跡、南開遺跡 鶏冠井町堀ノ内 54 －２（４号地）2012.7.6・2012.7.9 個人住宅基礎
12046 渋川遺跡 寺戸町東田中瀬 13 －４ 2012.7.17 個人住宅基礎
12047 長岡京跡 上植野町菱田９、９－６ 2012.7.20 倉庫建設

12048 長岡京跡 寺戸町東ノ段 30 － 46 2012.7.25・2012.7.26 露天ガレージ浸
透側溝構築

12049 長岡京跡、石田遺跡 森本町石田 20 － 12、21 － 13 2012.7.20 個人住宅基礎

12050 長岡京跡、戌亥遺跡 森本町戌亥地内ほか 2012.7.21・2012.8.21・
2012.8.22

下水道管特殊マ
ンホール築造

12051 長岡京跡、笹屋遺跡 寺戸町笹屋 34 － 18 2012.7.24・2012.7.26 個人住宅基礎
12052 長岡京跡 寺戸町中野８－ 20 2012.7.24 個人住宅基礎
12053 長岡京跡 鶏冠井町楓畑２－ 13 2012.7.30 個人住宅基礎

12054 長岡京跡 鶏冠井町大極殿 35 －１、76、３
－ 14 2012.7.26・2012.7.30 個人住宅擁壁

12055 西ノ岡遺跡 物集女町吉田１ 12.7.30 ～ 12.8.10 ガス低圧管新設
及び引込管新設

12056 長岡京跡、沢ノ西遺跡 鶏冠井町沢ノ西５－ 17 2012.8.2 個人住宅基礎
12057 長岡京跡 鶏冠井町大極殿３－ 13 2012.8.1・2012.8.2 個人住宅基礎
12058 長岡京跡 上植野町北ノ田４－２ほか５筆 2012.8.6 ～ 2012.9.24 宅地造成

12059 長岡京跡 上植野町大田４－ 19、５－ 10・
15、８－６・11、12 －６ 2012.8.6 個人住宅基礎

12060 長岡京跡 鶏冠井町大極殿３－ 12 2012.8.2 個人住宅基礎
12061 長岡京跡 鶏冠井町草田１－ 68 2012.8.9・2012.8.10 個人住宅基礎
12062 渋川遺跡 寺戸町渋川 11 － 44 2012.8.9 個人住宅基礎
12063 長岡京跡、石田遺跡 森本町石田 22 － 54 ほか 2012.8.22・2012.8.27 個人住宅基礎
12064 長岡京跡 上植野町野添 16 － 36 2012.8.29 個人住宅基礎
12065 笹屋遺跡 寺戸町飛龍５－６ 2012.8.30 個人住宅基礎
12066 長岡京跡 上植野町野添２－ 33 2012.8.27 個人住宅基礎
12067 長岡京跡 寺戸町東ノ段 30 －８ 2012.8.28・2012.8.29 個人住宅基礎
12068 長岡京跡 寺戸町中垣内 28 －７ 2012.09.01 個人住宅基礎
12069 長岡京跡 上植野町北淀井５－ 44 21012.8.28 個人住宅基礎

12070 長岡京跡、鶏冠井遺跡 鶏冠井町南金村８－１ 2012.9.5 ～ 2012.9.25 地下タンク設置
基礎

12071 長岡京跡、石田遺跡 森本町石田 22 － 43 2012.9.7 個人住宅基礎

12072 長岡京跡、森本遺跡 森本町下森本 30 －１ 2012.9.8 その他建物（倉
庫）

12073 長岡京跡、中福知遺跡 上植野町中福知 10 － 11 2012.9.10 個人住宅基礎
12074 長岡京跡、岸ノ下遺跡 寺戸町岸ノ下 11 － 33 2012.9.11 個人住宅基礎

12075 中海道遺跡 物集女町御所海道４ 2012.9.14 その他建物（倉
庫）

12076 長岡京跡 鶏冠井町沢ノ西 19 － 11 2012.9.13 個人住宅基礎
12077 長岡京跡 寺戸町大牧１－ 71 2012.9.14 個人住宅基礎
12078 長岡京跡、中福知遺跡 上植野町樋爪地内 2012.9.20 ～ 2012.11.15 配水支管布設替
12079 長岡京跡 寺戸町大牧１－ 189 2012.9.12 個人住宅基礎
12080 長岡京跡 上植野町円山 12 － 16 2012.9.11 個人住宅基礎
12081 長岡京跡 鶏冠井町大極殿７、８－１ 2012.9.14 個人住宅基礎
12082 長岡京跡 鶏冠井町堀ノ内 54 －２（１号地）2012.9.18 個人住宅基礎
12083 南条遺跡 物集女町長野１－ 37 2012.9.28 個人住宅基礎
12084 中海道遺跡 物集女町ヲサン田８－８ 2012.10.4 個人住宅基礎

12085 渋川遺跡 寺戸町東田中瀬地内 2012.9.28 ～ 2012.11.19 ガス・電気・水
道等埋設

12086 長岡京跡 寺戸町中垣内 28 －８ 2012.10.1 個人住宅基礎
12087 渋川遺跡 寺戸町西田中瀬 12 － 10 2012.10.10 個人住宅基礎
12088 野田遺跡 森本町上森本３－ 21 2012.10.12 個人住宅基礎
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12089 中福知遺跡 上植野町北ノ田５－ 16、４－５ 2012.10.15 個人住宅基礎

12090 長岡京跡、近世「向日町」遺跡 向日町北山 18 － 27 2012.10.15 個人住宅基礎

12091 久々相遺跡 寺戸町山縄手 19 － 50 2012.10.24・2012.10.25 個人住宅基礎
12092 渋川遺跡 寺戸町東田中瀬 15 2012.10.22・2012.10.30 ガス管埋設
12093 長岡京跡 上植野町後藤 10 － 11 2012.10.25 個人住宅基礎
12094 久々相遺跡 寺戸町山縄手 10 － 60 2012.10.31 個人住宅基礎
12095 長岡京跡 寺戸町大牧１－ 66 2012.10.29 個人住宅基礎
12096 長岡京跡、鴨田遺跡 上植野町鴨田７－ 12 2012.10.31 個人住宅基礎
12097 長岡京跡 鶏冠井町大極殿 35 －３及び 77 2012.11.5 個人住宅基礎
12098 長岡京跡 森本町山開８の一部 2012.11.8 個人住宅基礎

12099 長岡京跡 森本町藪路 16 －２、15 －３、
70、11 － 14 2012.11.15 ～ 11.21 個人住宅基礎

12100 長岡京跡 上植野町北ノ田４－２、４－６、
５－５、５－ 28 2012.11.9 個人住宅基礎

12101 長岡京跡 森本町天神森６－ 23 2012.11.16 宅地造成
12102 長岡京跡 寺戸町東野辺 37 2012.11.16 個人住宅基礎

12103 久々相遺跡、渋川遺跡周縁 森本町上森本地内他 2012.11.19 ～ 2013.3.11 水道及びガス管

12104 長岡京跡 鶏冠井町山畑２－ 16、上植野町
南開 78 －１ 2012.11.22 個人住宅基礎

12105 長岡京跡 上植野町切ノ口地内 2012.12.5 上水道

12106 修理式遺跡 寺戸町蔵ノ町 15 －４ 2012.11.24・2012.11.26 その他建物（事
務所）

12107 中海道遺跡 物集女町クヅ子 18、20 2013.1.7・2013.1.8
ガス低圧管移設
及び引込管新
設・撤去

12108 笹屋遺跡 寺戸町笹屋 20 －９ 2012.12.17 ～継続 宅地造成
12109 長岡京跡、中福知遺跡 上植野町北淀井５－ 35 2012.12.18 個人住宅基礎
12110 長岡京跡、中福知遺跡 上植野町大田 16 － 18 2012.12.21 個人住宅基礎
12111 長岡京跡 寺戸町大牧１－ 57 2012.12.25 個人住宅基礎

12112 長岡京跡、宝菩提院廃寺 寺戸町西垣内 15 番 53 2013.1.9 個人住宅基礎

12113 笹屋遺跡 寺戸町向畑 32 －５ 2013.1.13 ～ 2013.1.16 個人住宅基礎

12114 長岡京跡 鶏冠井町稲葉 18 －４の一部、50
の一部 2013.1.16 個人住宅基礎

12115 久々相遺跡、野田遺跡 寺戸町久々相地内 2013.1.21 その他建物（ト
イレなど）

12116 長岡京跡 鶏冠井町荒内地内 2013.2.8 ガス低圧管移設
12117 長岡京跡 鶏冠井町大極殿地内 2013.1.17 ～ 2013.3.18 擁壁
12118 中海道遺跡 物集女町森ノ上 20 － 18 2013.1.28 個人住宅基礎
12119 乾垣内遺跡 寺戸町乾垣内５－９ 2013.1.23 個人住宅基礎

12120 長岡京跡､ 鶏冠井清水遺跡 鶏冠井町清水 10 －１、11 －１ 2013.2.04 ～ 2013.2.13 店舗

12121 長岡京跡 森本町上森本 19 － 56 2013.2.0 ７ 個人住宅基礎
12122 久々相遺跡 寺戸町瓜生 28 － 12 2013.2.06 個人住宅基礎
12123 長岡京跡 鶏冠井町荒内 95 －１ 2013.2.7 宅地造成

12124 長岡京跡、岸ノ下遺跡、森本遺跡 寺戸町岸ノ下 3､ 殿長地内 2013.2.13・2013.2.14 ガス低圧管新設

12125 長岡京跡、鴨田遺跡、鶏冠井清水遺跡 上植野町尻引、菱田地内 2013.2.19　夜間 中圧管入替のた
めの調査掘

12126 久々相遺跡 寺戸町山縄手 10 － 14 2013.2.27 個人住宅基礎
12127 長岡京跡 鶏冠井町沢ノ東 10 －９ 2113.2.16 個人住宅基礎
12128 長岡京跡 上植野町切ノ口 24 － 23 2013.2.23 個人住宅基礎
12129 渋川遺跡 寺戸町八ノ坪 25 －９ 2013.2.19 個人住宅基礎
12130 長岡京跡 物集女町北ノ口 5 2013.2.23 個人住宅基礎

12131 長岡京跡、鶏冠井清水遺跡 鶏冠井町清水 10 －１、11 －１ 2013.2.22 広告塔基礎

12132 長岡京跡 上植野町切ノ口 20 － 33�No.6 2013.2.28 個人住宅基礎

12133 長岡京跡、岸ノ下遺跡、森本遺跡 寺戸町殿長地内 2013.2.26 補助配水支管布
設

12134 南条遺跡 物集女町長野１－ 22 2013.3.1 個人住宅基礎
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12135 長岡京跡、森本遺跡 寺戸町東野辺 24 －５ 2013.3.11 集合住宅基礎

12136 長岡京跡 向日町北山 74 番地 2013.3.21
その他開発（コ
ンクリート柱建
替）

12137 長岡京跡 鶏冠井町荒内 25 －３ 2013.3.11 個人住宅基礎
12138 長岡京跡 鶏冠井町大極殿３－７ 2013.3.14 個人住宅基礎

12139 中海道遺跡 物集女町クズ子４ 2013.3.12 その他建物（広
告塔）

12140 長岡京跡 寺戸町中ノ段 19 － 11 2013.3.13 その他建物（広
告塔）

12141 長岡京跡 上植野町地田７－ 12 2013.3.18 個人住宅基礎
12142 長岡京跡、沢ノ西遺跡 鶏冠井町稲葉６－ 11 2013.3.22 個人住宅基礎

12143 長岡京跡、辰巳遺跡、南垣内遺跡 寺戸町辰巳 14 － 13 2013.3.25 個人住宅基礎

12144 長岡京跡 寺戸町古城７－７、７－８、７
－９ 2013.3.27 ～継続 宅地造成（道路

側溝構築）
12145 長岡京跡 上植野町大田 16 － 14 2013.3.25 個人住宅基礎

12146 長岡京跡・鴨田遺跡 上植野町落堀 15 －１ 2013.3.25・2013.3.27 その他建物（診
療所）

12147 渋川遺跡 寺戸町東田中瀬 14 －７ 2013.3.28 個人住宅基礎
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長岡京の条坊施工範囲と造営計画

梅本康広

はじめに

　長岡京の発掘は、2014（平成 26）年 12 月に調査開始から満 60 年を迎える。難波宮と時を同じくして、

1954（昭和 29）年に着手された。以来、続けられた調査は、2014（平成 26）年３月末で、通算 2151 回（宮

500 回、左京 569 回、右京 1082 回）に到達した。他の都城遺跡を凌ぐ圧倒的な調査件数を重ねて、遺跡

実態を解き明かし長岡京のイメージはたびたび塗り替えられてきた。発掘調査は新しい歴史像を描く上で

限りない可能性を秘めている。

　長岡京は 10 年という短命の都ではあったが、遺跡としては遺構が複雑に重複することは少なく、土地

利用の実態をつかみやすい特性がある。また、平安京遷都後は旧京の条坊街区を一部に再利用しながら土

地が賜与されることもあったが、基本的には条里が施行されて大部分が農地化し、現代に至るまで変わら

ぬ景観を保持した。このような歴史環境が遺跡を破壊から護り、今日まで残し伝えてきたといえる。

　いっぽうで、延暦３（784）年６月にはじまる長岡京の造営から、８年半を経過した延暦 12（793）年

１月に平安遷都が決定した史実にあるとおり、都城としての完成度に関してはこれまでの調査成果を勘案

して７割にも満たないとの指摘があ
（文献１）

る。それゆえか、宮城および京域の四至は今なお、確定できていない。

　近年の発掘では、通説的な長岡京像に再考を迫る重要な発見が続いた。いまや、これまでの方法論では

克服できない問題も顕在化してきた。むしろ、前後する都城の規範や通説に縛られない視座にたつ見直し

が必要とされる。

　本稿では、これまでの条坊復原で試行された方法や論理をおさえ、近年の調査成果を整理して長岡京条

坊の施工範囲を見直す。さらに、長岡京で当初に計画された条坊の全体構想について私見を述べた
　（註１）

い。

１．長岡京条坊図の復原経過

　長岡京の条坊は、想定される京域内での発掘調査によって条坊遺構が確認されるまで、それが施行され

たことじたい懐疑的にみられてい
（文献２）

た。しかし、早くから中山修一が平安京の規範に則って、条坊復原図を

作成し、検討がすすめられていた。やがて京域の調査の進展に従い平城京型に修正されたが、当初は既存

の条坊モデルにいかにすればうまく当てはまるのかが意識された。

　その後、前後する都城の過渡的要素を備えた構造であることが判明し、長岡京型を導き出すまでに至っ

た。宮城の配置については、それが京北辺に寄る「北闕型」であり、平城宮の系譜をひく二条二坊を基調

として段階的に拡張されて平安宮の原型が成立する変遷過程が用意された。

　これまでの復原にあたっては、前後の時代につくられた都城のあいだに位置づけて、正都として漸移的

な推移を整合的に見いだすことが徹底された。

　本章では、これまでの条坊復原の根拠を確認し、修正や変更を重ねた経過をたどるなかから、今日の実

状に即して復原の手掛かりを探ることにしたい。
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図１　長岡京条坊図の変遷－１
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図１　長岡京条坊図の変遷－２
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　平安京型での模索　長岡京の復原は中山修一によって、1953（昭和 28）年からはじめられ
（文献３）

た。その

構想は、『大内裏図考證』の平安京条坊図にもとづき、京全体を南北九条半、東西八坊に立脚するもの

であった。このモデルプランを乙訓郡域にあてはめるのに際し、1/3000 の地形図や地籍図から小字名

や現存地割を把握して、道路の痕跡と方格地割の配列等を見いだし、地名考証を加えて宮城の範囲や条

坊街区を復原していった。なかでも、京域の復原で定点としたのが、「向日町大字上植野字後藤」にあっ

た約 120 ｍ四方の湿地で、この地を延暦 14（795）年１月 29 日に発給された太政官符にみえる「近衛蓮池」

と推断し、「三条一坊十町」に相当すると考えた。

　その後、1955（昭和 30）年１月に長岡京の遺構としてはじめて朝堂院南門（会昌門）がみつかり、

宮城復原の定点がおさえられた。この場所を基準に朝堂院の詳細な復原図が作成され、大極殿の正確な

所在も把握できるようになった。かくして、最初の長岡京条坊図は、1958（昭和 33）年に「長岡京推

定図」（平安京型Aa、図１－（1））として、「長岡宮朝堂院推定平面図」とともに公表され
（文献４）

た。両図は

その後、福山敏男が著した『大極殿の研
（文献５）

究』にも引用され、しばらくはこれが基本図となった。

　長岡宮跡は 1965（昭和 40）年から京都府教育委員会が主体となって調査が進められた。1971（昭和

46）年の長岡宮跡第 36 次調査からは、「推定長岡宮内を平安宮の区割を参考にして」地区割図が作
（文献６）

成さ

れ、京域分と併せて今後の調査に備えられた。

　平城京型での検証　京域の調査は条坊確認のための学術調査としてではなく、学校建設を契機に展開

していく。その嚆矢となったのは、昭和 41（1966）年に実施された乙訓寺跡の調
（文献７）

査となる。右京域が

先行して着手されたが、条坊遺構の確認は昭和 49（1974）年に行われた左京域での第２次調
（文献８）

査まで待

たねばならない。最初に確認された条坊遺構は、現在「四条条間小路」と呼称されている小路級道路で

ある。この調査を担当した高橋美久二は、中山修一の復原モデルに基づいて「左京三条二坊四町」の実

態究明を念頭に置いた（平安京型Ab、図１－（2））。

　はたして、この宅地の南を通過する「三条大路」推定位置で、想定通り長岡京の道路遺構を確認する

ことができ条坊復原の手掛かりが得られた。いっぽうで、待望の条坊遺構は実際には小路規模しかなく、

平安京型の復原では整合しない状況に直面することになった。それゆえに、「長岡京では平城京とも平

安京とも異なった条坊割の方法があったとも考えられる」との含みを残すことになった。

　その後、昭和 51（1976）年に行われた第９次調査で「左京四条四坊一・三町」が調査され、くだん

の「三条大路」と同一と考えられる道路遺構が見つかった。杉山信三はそれまでの復原モデルの在り方

に対し、「長岡京が平安京と同じ構成をもつ」という「前提がなりたつものかどうか、疑わしいところ

がある」と指摘して、平安宮とは「宮そのものの相違があることを考えれば、京にも相違があるかも知

れない」と長岡京の個別的特性に注意を喚起され
（文献９）

た。同時に梅川光隆は左京第９次調査の成果をふまえ、

平城京型での復原に妥当性を提議し
（文献10）

た。

　転機が訪れたのは、昭和 52 ～ 54（1977 ～ 1979）年に行われた右京第７・12・26 次の調
（文献11）

査である。

この一連の調査成果によって大路どうしの交差点が確認され、平城京型に近似した企画性であることが

明らかにされた。続いて、南北坊路が大路であることが判明し、「西二坊大路」の位置を確定させた。

その中心位置が朝堂院中軸まで 1071.4 ｍあり、両地点間は 3600 尺に割付けられたと考え、造営尺を「１

尺＝ 0.2976 ｍ」に復原した。そして、「長岡京の条坊割は、一坊を 1800 尺単位で割る平城京型である」
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と推断した。

　また、当時の「二条大路」から二町南側で大路級の東西条路が見つかったことを重視して、宮城南限

を従来から２町南へ下げる修正案を提示し
（文献12）

た（平城京型Aa、図１－（3））。すなわち、「平安京が北辺

坊を付け加えて北側に２町分拡大」した『山槐記』の記述になぞらえて、「長岡宮では宮域を南に２町

拡大するために、三条条間小路にあたる道路が二条大路の役を果たしていた」と解釈した。

　この段階で、現在の「三条大路」を宮城南面道路として捉えていたことは、調査研究史上、その後の

曲折は別にして、留意しておく必要がある。なお、それまでの成果をふまえて長岡京全体の条坊復原図

を提示され
（文献13）

た（平城京型Ab、図１－（4））。

　それでも、平城京型で整合しない問題点は解消されず、とくに、宮城の復原と「五条大路」以南の割

付が課題とされた。京の北辺中央を二条二坊四方で復原する宮城の範囲を越えて北側でさらに検出され

る遺構群の評価をめぐり、京全体を一条分拡大して宮城の南北を三条（十町）とする中山修一
（文献14）

案と同規

模で半坊分南へ拡大させる高橋美久二案が並立することになり、今後の検証を必要とした。

　昭和 53（1983）年に刊行された『向日市史（上巻）』では、中山修一
（文献15）

案（平城京型 B、図１－（5））

と山中章案のふたつの条坊復原図が掲載された。いずれも平城京型として、「大極殿の北八町まで建物

跡が検出される（北限
（文献16）

）」ことを勘案した南北十条、東西八坊の復原案になっている。ところが、山中

案では遺跡実態に即して、二条大路から四条大路までの条間路をすべて小路としている。

　長岡京型の定着　平城京型で検証が重ねられて 15 年が経過した平成４（1992）年、新たな条坊モデ

ルとして「長岡京型」が提唱され
（文献17）

た（長岡京型A、図２－（6））。このなかで、とくに条坊の設計原理

の解明に重点が置かれており、規格の異なる道路や街区の配置方式など基本構造が明確に提示された。

全体計画としては朱雀大路に次ぐ規模の大路を「二条大路」とし、東西条路の比定を二町分北へスライ

ドさせた。この結果、京南限の「九条大路」の位置も北上したため、南北規模が九条半に修正された。

　また、宮城について当初は 3600 尺四方の方形に設計されたが、「後期造営」の着手された延暦八年以

後に「京域が北方へ九一〇尺拡張される」との理解を示した。つまり、当初の宮城北限を「北一条大路」

におき、二町分が拡張されて「北京極大路」までの移行を想定する。また、南方については「二条大路」

が朝堂院南面を通過することから、当初は「宮城南面街区」として京域に属したが、「後期造営」で拡

張され宮城に取り込まれたと考え
（文献18）

た。長岡宮は途中で改造されて、方形プラン（８町四方）から長方形

プラン（南北 12 町）へ推移すると理解した。

　ちなみに、これまでに考えられてきた京域の北限を「長岡京型」で表わすと、平安京型が「北一条条

間南小路」、平城京型では「一条条間大路」となり、従来よりも一町および四町分北へスライドしてい

く経過を確認することができる。

　近年では長岡京にかかわるすべての遺構・遺物の分布状況を徹底的に把握して、施工範囲を捉えよう

とした実態モデ
（文献19）

ル（図２－（7））が出されて以降、設計原理の追検証と完成度を念頭に置きながら遺跡

実態に即した復原作業が模索され
（文献20）

た（長岡京型B、図２－（8））。なお、これらの復原は条坊の施工実態

を示すものであり、全体計画を描くものではないことに注意が必要である。
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図３　長岡宮城の四至をめぐる諸説
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２．「長岡京型」の現在　

　「長岡京型」が提議されてもなお、実際の条坊遺構と一致しない状況は続いた。その後の展開は、条

坊の規格や地割計画の一部を修正する方向で検討が進んだ。発掘調査ではこの 15 年のあいだで、とく

に宮城中枢部と京北郊地域において通説にはそぐわない遺構検出が相次いだ。

　条坊規格の変更　平成８（1996）年に未確認の条坊道路が確認され、想定された道路の規模に変更が

生じた。宮第 316 次調査で「北京極大路」が小路であることが確定し、「朝堂院中軸宮内道路（宮内朱

雀大路）」と交差する場所で宮城北面中央門や大垣が存在せず、以北にも条坊街区は展開することが確

認され
（文献21）

た。その内部から方形の池と大型掘立柱建物が見つかり、園池司などの内廷官司が管理する菜園

の存在が想定された。長岡京の北辺には平城宮の松林苑に相当するような苑地が設けられていた可能性

を考えることができるようになり、これに「北苑」という名称が与えられた。

　しかし、この時に問題とされたのは、真の「北京極大路」は二町南側の「北一条大路」にもどすのが

妥当ではないのか、また、宮城の北方だけでなく京域でも方形街区の展開が見込めるのか、苑地空間を

なぜ区画する必要があるのか、等であった。後述の通り、条坊遺構をはじめ長岡京期の遺構群が北京極

大路以北で広範に展開する事実が判明した今日、「北苑」については北方の問題を考える際の作業概念

として役割は終えたと考える。したがって、長岡宮北方の苑地空間として想定してきた「北苑」につい

ては、解釈を変更して京域と考えたい。

　平成 12（2000）年には、左京第 435・436 次調査で東二坊大路と北一条大路に面した４町四方を占有

する「東院」が発見され
（文献22）

た。「東院」は平安遷都にあたり京内離宮へ遷御した内裏であり、これが左京

域の東北に所在することが確定した。通説を覆す衝撃的な発見に、「北一条大路」以北の遺構確認にいっ

そうの注意が向けられることになった。その後、左京第 463・464 次調査で「北京極大路」が確認さ
（文献23）

れ、

北一条大路以北は左京域も方形街区が展開することが確実となった。

　平成 10（1998）年の左京第 421 次調
（文献24）

査によって、「一条条間大路」が小路規模であることが判明し、「一

条大路」以北は大路間に三本の小路をはさむことが確定した。

　京域北限の問題　宮城・京域の北限が定まらないなかで、従来の京域の範囲から外れた北方で長岡京

期の遺構が確認されていった（図４）。以下に主要な調査事例を整理する。

Ａ．修理式、久々相遺跡

　平成 16（2004）年に実施された修理式遺跡９～ 11 次調
（文献25）

査では、東一坊大路が確認された。この坊路

の最北端事例はそれまでが久々相遺跡第５次調
（文献26）

査地点であり、これより約 320 ｍ北側まで延長されてい

ることが明らかとなった。

　平成 17（2005）年の第 12 次調
（文献27）

査では、東一坊大路と交差する可能性の高い大路級道路に伴う溝二条

（ＳＤ 1201･02）が確認された。これらは構築の時期や性格を同じくする相互関連性の強い遺構であり、

真東西方位に 24 ｍ間隔をあけて併走する。これを大路と見なせば、北一条大路との間に八町分の方形

街区を割り当てることもできる。また、溝ＳＤ 1221 は、修理式遺跡第７・８次調
（文献28）

査で確認された溝Ｓ

Ｄ 070205 の延長上にあり、両者は規模、形態ともに近似することから、東一坊坊間大路である蓋然性

は高い。なお、久々相遺跡第１次調
（文献29）

査で確認されている長岡京期の建物群は、東一坊大路に面しており、

条路にも規制された方形街区の内部に展開したものと評価できる。
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Ｂ . 野田遺跡

　平成 20（2008）年の第 10 次調
（文献30）

査では、北京極大路より一町北側で東二坊坊間西小路の東西両側溝と

掘立柱建物１棟、柵５条、井戸１基が確認された。周知の長岡京跡の範囲外で条坊遺構とこれに規制さ

れた遺構群が明確に検出された希有な事例であり、長岡宮跡第 316 次調
（文献31）

査と比肩しうる重要な成果と

なった。この調査により、長岡京跡の北方への拡大が決定的となった。

Ｃ．大藪遺跡

　北京極大路から二町北側で東三坊坊間小路関連
（文献32）

溝、東三坊大路東側
（文献33）

溝、東四坊坊間西小路東西両側
（文献34）

溝

が確認された。さらに、四町北側でも東西条路関連
（文献35）

溝が確認されている。また、二町北側では東西棟の

掘立柱建物が３棟、溝４条、柱穴多数が確認されてもい
（文献36）

る。

Ｄ．中久世遺跡

　条坊遺構はまだ確認されていないが、長岡京期とみられる遺構が確認されており、将来的にはこの遺

跡範囲内での条坊遺構の存在を予見できる。北京極大路から八町北側で長岡京期の掘立柱建物９棟、井

戸１基が確認されてい
（文献37）

る。したがって、報告書では奈良時代と評価されている正方位をとる建物群につ

いては、長岡京期の可能性を考えても大過な
（文献38）

い。なお、本遺跡の北側に隣接する上久世遺跡では長岡京

期に関連する遺構は確認されていない。

Ｅ．渋川遺跡

　平成 24 年の第 15 次調査では、北京極大路の一町北側で長岡京期の掘立柱建物１棟が確認され
（文献39）

た。宮

城北方に展開する方形街区の性格や土地利用法を考えていく上での手がかりのひとつになる。

　以上の通り、京内の条坊と一致する道路跡（●印）やその内側で掘立柱建物と柵・井戸・土壙など（▲

印）が確認されており、出土遺物の内容もあわせると、京内の宅地とほとんど変わらないことが判明し

た。このような事例が既存条坊と無関係に存在するとは考え難い。通説よりも北側に条坊が施工されて

いたことは確実である。

　条坊が存在する以上、その範囲は京を形成するものであり、京域として機能していたのは間違いない

であろう。このように考えると、「北一条大路」から一条分（４町）北側までは、条坊街区が計画施工

されていたと考えて差し支えないものと考える。

　京北の離宮　平成 14（2002）年、「一条大路」から 10 町半ほど北側に位置する物集女車塚古墳の北

側で長岡京期の離宮跡が見つかっ
（文献40）

た。墳丘を築山に見たてて借景に取り込み、回廊をめぐらせて内部に

大型掘立柱建物を配置させる。段丘末端に築かれた墳丘からは一段低い低地につくられた建物は東西棟

で柱間を等しく 10 尺に設け南北二面に廂を備える。柱穴からは離宮に固有の勅旨所をあらわす「旨」

字を陽刻した軒平瓦が出土している。また、墳丘上にも同様な瓦が散在しており、築山のなかに瓦を使

用した何らかの建物が設けられていた可能性もある。古墳の周濠は埋められており、州浜などへの改変

は行われていなかった。

　この離宮は平城宮の松林
（文献41）

苑でも見られるような、古墳を利用した天皇の遊宴に使われた施設と考えら

れる。また、宮城の西辺を画する「西一坊大路」から一本東側にあたる「西一坊坊間西小路」の延長上

に回廊を築いており、条坊道路の配置計画にしたがって造営されてい
（文献42）

ることは間違いない。

　宮城北限の所在　宮城北限の所在をめぐっては、「北一条大路」が最有力に想定されてきたが、平成
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12（2000）年に行われた宮第 390 次調
（文献43）

査において、宮城門や宮城北面大垣が存在しないことが判明して

以降、さらに南側へ求める理解が妥当性を高めてきた。大路以上の規模を備えた道路に北面する傾向が

他の都城で貫徹されていることを考えれば、一条大路が次なる候補として有力視される。

　宮内「一条大路」と「朝堂院中軸宮内道路」が交差する北西側で行われた宮第 447 次調
（文献44）

査では、正方

位で逆Ｔ字形に取り付く長岡京期の溝三条が検出された。このうち、溝ＳＤ 44703 は谷地形の斜面から

控えた位置に設けられており、一条大路北側溝関連遺構として評価することができる。

　いっぽう、南北方位の溝ＳＤ 44709・10 は朝堂院中軸宮内道路に沿って設けられているものの、既に

確認されている同路の西側溝（ＳＤ 41611）位
（文献45）

置からは 13.45 ｍ離れており、溝の規模からみて同一の

遺構と考えることは難しい。むしろ、その内側に設けられた遮蔽施設に伴う溝、あるいは暗渠排水施設

などを想定するのが妥当である。

　「朝堂院中軸宮内道路」は「一条条間大路」よりも南側まで確認されており、さらに、「一条条間南小

路」を挟んで「一条大路」につながっていた可能性が高い。この中軸道路は「一条大路」想定位置付近

が最も標高が高く、北へ下降しながら延びていたと考えられる。また、宮城の北側に延びる中軸道路が

大路幅に狭める点では藤原京に近似す
（文献46）

る。

　宮内「一条大路」については大極殿院北側の深大な開折谷を挟んだ北側にのびる東西の尾根状地形を

利用して敷設されていたと想定でき、この立地が天然の要害となって宮城北限として閉鎖性を高めてい

たと言えよう。両路が交差する場所にこそ宮城北面中央門が所在した可能性は高い。

　このように見てくると、一条大路以北は宮城の外側であり、京域として理解することもできる。現状

では、宮城と左京域はともに二条（８町）分の広がりは確実視でき、修理式遺跡第 12 次地点までを含

めると三条（12 町）分の計画性を想定することもできる。したがって、現在となっては長岡京に「北闕型」

の配置構造を考える必然性はなくなったといえる。

　宮城南限の所在　宮城南面の構造に関しては、その後「後期造営」を追認して「二条大路」が門を備

えた東西両面大垣によって閉塞される見方が提示され
（文献47）

た。この朝堂院南面の外郭復原は、のちに「翔鸞

楼」の発
（文献48）

見によって妥当であることが確かめられた。しかし、「二条大路」は当初から朝堂院南面には

設けられていなかったことが判明し、宮城南限にもあたらないことが確定した。

　それでは、南限とはいったいどこに求めるべきなのであろうか。宮城北限を「一条大路」においてそ

こから 3600 尺四方を想定すれば、「三条大路」を南限におくことができる。すなわち、両路の道路芯と

「東一坊大路」東側溝と「西一坊大路」の西側溝で囲まれた範囲が該当する。

　ところで、平安遷都後の延暦 14（795）年正月二十九日、桓武天皇は勅旨所と近衛府に対し長岡旧京

の土地を園池として下賜する旨を命じた（太政官符『類従三代格』巻十五）。官符によれば、勅旨藍圃は「長

岡左京三条一坊八町」ほか計七町、近衛蓮池には「三条一坊十町」の一町を割り当てる。この所在を新

たに比定した二条大路の位置からたどらせて考えると、現呼称による「四条一坊」の北東部と「四条二

坊」の南西部が該当してくる。

　このうち「四条一坊十、十一、十四、十五町」については広範な調査が行われ、小畑川の北岸に近接

して 10 世紀前半頃に廃絶する掘立柱建物５棟や沼や流路、土壙などが確認されてい
（文献49）

る。とりわけ、注

目されるのが平安宮内裏、大極殿・朝堂院の創建瓦と同笵品が約 40 点出土していることで、平安遷都
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図５　左京四条一坊東半部の様相
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の直後から造営が始まる内廷官司に関わる施設の存在が見込まれる。しかも、その同笵瓦の供給時期は

平安宮大極殿・朝堂院が完成する延暦十四（795）年末までに比定できるらしく、このことと官符発令

による園池造営の時期が一致することは、当該箇所の調査成果と官符内容を結びつける事
（文献50）

象と見なして

間違いない。

　左京域で平安宮造営に関わる遺物が確認される場所はほかになく、内廷官司所管の園池がつくられた

場所を当該箇所以外に想定することは困難といえる。したがって、勅旨藍圃と近衛蓮池の所在について

は「四条一坊」の北東と「四条二坊」の南西に比定してよい。

　このことは一条分南へずらした二条大路、すなわち、宮城南限の位置が妥当であることを証明するも

のである。

　いっぽう、平安宮ではこの場所に神泉苑がつくられている。長岡京ではのちに神泉苑につながる詩宴

の空間として三月三日節会が南園で行われている。延暦 11 年からの３年間はそこで曲水宴も催されて

おり、南園が河川の利用できる低地に所在し内部に園池を備えていたらしいことが推測される。

　また、藍圃や蓮池が離宮や饗宴施設にあった園池を転用したもので、その施設に南園を想定して神泉

苑の前身施設にあてる見方もあ
（文献51）

る。実際に、四条一坊十二町では 9尺の廂を設けた桁行７間、梁間２間

とする 10 尺等間の正殿級建物が後殿を伴って確認されており、二町以上を占有する離宮相当施設の存

在が見込まれている。このすぐ北側の十四・十五町域では、宮城北方につくられた内廷官司と同笵の長

岡宮式軒瓦（7171 型式）が出土しており、同様な性格をもった官衙施設の存在を想定でき
（文献52）

る。

　したがって、神泉苑と同じ位置にあたる長岡京左京四条一坊の東半６町については、近似した規模の

離宮・饗宴施設が存在し、これが南園である可能性はきわめて高いものと考えられる。

　なお、平成 25 年に行われた左京第 563 次調
（文献53）

査において、朱雀大路と三条大路に面した三条一坊四町

において凝灰岩の基壇痕跡が確認された。地覆石の敷設・抜き取り痕跡であり、凝灰岩を基壇外装に用

いた建物跡の存在を示している。この種の建物は京域では確認されないものであり、当該場所が宮城内

であることを示唆する在り方とも考えられる。ただし、一条大路以北では礎石建物が確認されており、

これらに基壇外装が伴っていた可能性は十分想定できる。したがって、京内官衙には同様な建物の存在

が見込まれるが、当該場所を同様に扱って良いかは検討を要する。

　京南限の所在　京南についても平城京型に依拠して九条大路を南限とする復原をもとに検証が重ねら

れてきた。ところが、実際の条坊遺構や軒瓦の分布を見直すと八条大路までの範囲に限られ、以南一条

分は長岡京の顕著な遺構が確認されず、遺物も希薄であることがはっきりとしてきた。はたして、そこ

までを京域の範囲に含めて考えられるのか現状では躊躇させられる。

３．長岡京の条坊計画試論

　長岡京の造営基準点は大極殿院の中心に配置され展開した可能性が高
　（註２）

い。条坊計画の施工原理はこの

ポイントから正方位に直交する二本の造営計画線が設定され、東西は朱雀大路、南北は二条条間大路の

路面中心から条坊の割付がはじめられたと考えられる。

　大路に四周を囲まれた一坊は 1800 尺四方の規格に基づいて内部を 16 の区画に分割された。400 尺四

方の均等な街区の形成が指向されたようであるが、平城京と同じように計画線から道路幅を確保したた
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め、大路以上の規模をもつ道路に面した街区ほど内部の面積が小さくなる傾向が強い。

　たとえば、宮城に面した東西の街区のうち一条大路から二条大路までの区間においては二条条間大路

に南面する東西街区のみが 400 尺四方を確保して、一町を占有する離宮や邸宅などが配置されたが、そ

のほかでは 350 × 400 尺の規模に縮減していた。また、一条大路に南面する東西街区が 350 × 400 尺の

規模になるが、この北側では 400 尺四方が達成されている。宮城に南面する街区では 350 × 400 尺規模

になるものの、二条大路より南側は基本的に 400 尺四方が確保できている。

　二条条間大路の道路心から南北それぞれに 900 尺求めた位置には北側に一条大路の路面心、南側に

は二条大路南側溝心があたる。一条大路から三条大路までの道路中心間距離は 3600 尺である。同様に

朱雀大路から東西二坊大路までが 3600 尺になり、東西一坊大路にかんしてはともに外側の側溝までを

1800 尺で捉えることができる。また、一条大路から北一条大路北側溝まで 1800 尺、一条大路から二条

大路南側溝までが 1800 尺というような条坊の規格を復原できる。

　宮城の四至は北を一条大路、南は三条大路、東に東一坊大路、西が西一坊大路によって画された

3600 尺四方が造営当初に計画された範囲と考えられる。これは宮城の造営用地として見込まれていた

「五十七町」（『続日本紀』延暦三年六月二十八日条）の規模と整合する。

　さて、宮城南面大路を三条大路に比定するならば、平城宮や平安宮にならいこれを二条大路と呼ぶべ

きである。現在の条坊呼称にもとづく二条大路については、朱雀大路に次ぐ規模を有してはいるが、宮

城の正面を横断する幹線道路として設けられていない。左京域では桂川の沖積低地を東西に刻む谷状地

形に沿って二条大路が設定されており、集水地域における基幹排水路としての機能を優先させた配置構

造と理解でき、大路以上の規模がこの場所に必要とされたと考えたい。

　したがって、本来の二条大路は段丘末端に設けられていたと考えられ、朱雀大路と交差する段丘崖近

くに朱雀門が築かれていたと想定できる。このすぐ南側は小畑川の氾濫原となり、朱雀大路は宮城の手

前で東西に分断されていた。そこに橋が架けられ、渡りきると段丘崖がせまり、少しのぼればすぐに宮

城の正面に至る。大極殿院から三条大路までの南北約 900 ｍの範囲が宮城中枢部として機能したと考え

られる。

　ところで、京の条坊施工が宮城と併行しながら造営当初から始まっていたのか、調査の成果からは明

らかにし難い。しかし、『続日本紀』には延暦三（784）年六月二十三日の段階で新京の邸宅を造営する

ために右大臣以下参議以上の官人や内親王、夫人、内侍らへの援助が勅により出されており、これを見

過ごすことはできない。一町以上を占有する邸宅や離宮は二条大路から一条大路までの範囲に造営され

る傾向が強く、条坊の施工がとくに宮城に東面する街区を優先していた可能性が想定できる。

　また、四条大路以南については南北の割付が既述の規範から外れるため、別の施工基準が設定されて

いたと考えるべきである。これを東西市の設置にかかわらせて理解することも可能であ
（文献54）

る。というのも、

延暦五（786）年五月三日には、移り住んだばかりの左右京域の住人と東西の市人に物品の下賜が勅に

より行われている（『続日本紀』）からである。東西市の造営とその周辺道路の施工もまた優先されてい

たことが知られる。

　ただし、長岡京は未完のまま造営開始から８年半ほどで廃都が決められ平安京へ遷都しており、京域

の縁辺ほど条坊道路や街区内部に造営の手が及ばなかったと考えられる。とくに東縁付近になると桂川
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の流路によって北東と南東は隅を欠く格好となり施工できない制約があった。京の南東隅に池がつくら

れた長安城の曲江池や平城京の超田池になぞらえれば、桂川の流路帯はこれに比定することも可能であ

る。また、北西と南西の隅についても平坦面のない丘陵地形や段丘崖および小畑川・小泉川の氾濫原が

ひろがる地域となり造営計画からは外されていたとみて間違いない。

　ようするに、長岡京はその立地からみて丘陵や河川など地形の制約を大きく受けるところが選ばれて

おり、宮城や京域の外郭を矩形につくることは不可能な土地条件下にあったわけである。このことは、

遷都計画の当初から地相の検分をふまえ把握されていたが、それでもこの場所に新京を造営した。

　にもかかわらず、長岡京の造営は宮城・京域が一体となった全体計画はなく、それぞれが別個の計画

性に基づいて施工された「特殊な都城」との見方が示されてい
（文献54）

る。宮城は京域に対して造営がただ先行

するのではなく、配置を含めて優先するのであり、京域の施工が「市」周辺以外にも宮城の東面を中心

に同時多発的に進行していたと考える。また、「向日丘陵の地形に規制されて宮城内の設計プランを計

画的に施工できなかった
（文献55）

」と考えられがちだが、もとより地形に即して現実的な対応がはかられたので

あり、造営プランは計画的に施工されたと理解するべきである。

　大極殿の占地は段丘中位面の最高所であり、これを中心に左右対称に内裏を配置させ、宮城東端を沖

積低地との境界をなす段丘崖に、西端は段丘高位面上に、北端は中位面の突端に、南端は小畑川旧流路

を北進してすぐの段丘崖に設定するなど、宮城の造営計画は地形を巧みに利用したとみて間違いない。

王宮は丘陵の良好な場所を占有し、周囲に展開する京域から高くそびえる位置に計画された。

　長岡京の造営にあたっては、条坊の施工に全体計画が構想されていた立場に本稿は立脚する。今日ま

での検出遺構の評価をふまえると実際の王都は不整形なものであったが、丘陵先端に構えた王宮を条坊

街区のなかに配置させた十条八坊が構想されていたと推測できる。（長岡京型C、図２－（9））。
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元稲荷古墳墳丘盛土堆積物 （第９次第１調査区西壁断面下部） の試料およびＸ線写真

4f-2a 層

4f-2b 層

4f-1 層

墳丘盛土

　 4ｄ層

５ｃｍ

表表紙　写真上段左：元稲荷古墳前方部前面中央部全景（南から）

　　　　　　　　　　(向日町北山、元稲荷古墳第９次）

　　　　　上段右上：長岡宮跡大極殿院登廊基壇西側の地覆石抜取痕跡と礫敷（南から)

　　　　　　　　　　(鶏冠井町大極殿、宮第490次）

　　　　　上段右下：長岡京跡左京三条三坊三町の工房跡（南東から）

　　　　　　　　　　(鶏冠井町極楽寺、左京第552次）

　　　　　　　下段：北京極大路検出地点の最西端（東から）

　　　　　　　　　　(寺戸町向畑、宮第494・496次）

裏表紙　　　　　　　元稲荷古墳墳丘基底盛土の切り取り断面写真とＸ線写真

　　　　　　　　　　(向日町北山、元稲荷古墳第９次）


