
発掘調査一覧 1

番号 遺跡名 発掘年月日 発掘・調査地 発掘担当者 調査報告
1 勧学院跡（左

京三条一坊五
町）

1957.11.2～12.21 中京区西ノ京勧学院
町（姉坊城児童公園）

角田文衛・藤原光輝・
上田早苗

｢勧学院址の発掘調査｣(『古代文化』第１
巻第５号、1957)、山田邦和「平安京勧学
院跡出土の土器・陶磁器」(『古代學研究
所研究報告』第４輯「平安京出土土器の
研究」、1994)

2 大極殿跡 1959.10.9～12.31 上京区千本通丸太町
上ル小山町（内野児童
公園内及びその周辺
〈喫茶井上北側空地、
山内勇氏宅土間、徳
岡工業奥の土間とそ
の西側〉）

西田直二郎・角田文
衛・小林文二・安井良
三・堅田修

｢平安宮大極院址の発掘｣(『古代文化』第
３巻第10号、1959)、安井良三「平安宮朝
堂院址の発掘」(『古代文化』第３巻第11
号、1959)、安井良三「平安宮朝堂院址の
発掘」(『古代文化』第３巻第12号、1959)

3 大極殿跡 1960/6/14 中京区聚楽廻東町（児
童公園～丸太町間道
路）

4 大極殿跡 1960.7.17～11.11 上京区千本通丸太町
上ル小山町（内野児童
公園）、中京区聚楽廻
東町・同中町

安井良三・堅田修・大
石良材

｢平安宮址の発掘調査｣(『古代文化』第５
巻第５号、1960)

5 羅城門跡 1960.8.20～9.2 下京区羅城門町（羅城
門児童公園）

小林文次・小倉洲二 ｢平安宮址の発掘調査｣(『古代文化』第５
巻第５号、1960)、小林文次｢平安宮羅城
門の調査研究｣(『日本学術振興会研究報
告集録』工学編Ⅱ、1962)

6 内裏跡 1960.8.23～8.24 上京区千本通出水下
ル東入ル十四軒町
413-51

大石良材「平安宮内裏址の調査」（『古代
文化』第13巻第１号、1964）（後、『平安博
物館研究紀要』第3輯に再録）

7 羅城門跡 1961.3.20～4.10 下京区千本通唐橋附
近の道路工事現場

小倉洲二

8 羅城門跡 1961.9.10～11.10 南区唐橋羅城門町、
九条四ッ塚町道路中
央

小倉洲二 「平安京羅城門址の発掘調査」(『古代文
化』第７巻第３号、1961)、小倉洲二「平安
宮羅城門址の発掘調査（2）」（『古代文
化』第７巻第４号、1961）

9 大極殿跡 1962.6.19～6.20 中京区聚楽廻東町３
（喫茶井上）

鮎沢寿・杉生慶道 鮎沢寿｢平安宮大極殿の北端―喫茶店｢
井上｣における調査予報－｣（『古代文化』
第11巻第１号、1963）

10 左兵衛府跡 1962.6.19～6.20 上京区下立売通智恵
光院東入ル（表採）

大石良材・杉生慶道

11 朝堂院跡 1962/12/1 中京区千本通丸太町
角（マンホール近辺）

大石良材

12 朝堂院跡 1962.12.7～12.9 中京区丸太町通千本
西南角（中野眼科敷地
内南側・北側）（立会調
査）

鮎沢寿・藤田純子・長
照代・山副洋治・西井
芳子

鮎沢寿｢朝堂院址に関する新知見｣（『古
代文化』第10巻第２号、1963）

13 朝堂院跡 1963/2/2 中京区千本通丸太町
西南（電々公社寮）

鮎沢寿・藤田純子

14 朝堂院跡 1963.6.19～6.20 中京区丸太町通千本
西入ル（喫茶井上北
側）

鮎沢寿

15 朝堂院跡 1963/7/1 中京区丸太町通千本
西入ル（サワ美容室）

鮎沢寿・杉生慶道

16 豊楽院跡 1963.8.2～8.3 中京区聚楽廻西町70
（喫茶みどり）

鮎沢寿

17 内裏跡 1963.9 上京区下立売通土屋
町西入ル(緊急立会調
査)

大石良材・角田文衛・
西井芳子・鮎沢寿

大石良材「平安宮内裏址の調査」（『古代
文化』第13巻第１号、1964）

18 中和院跡 1963.9.24～10.1 上京区千本通下立売
東入ル（文具店前）

大石良材・鮎沢寿

19 朝堂院跡 1963.9.11～9.20 中京区聚楽廻東町10-
6・7・8（ブラザーミシン
建設用地）

大石良材・鮎沢寿

20 土御門烏丸内
裏跡（左京一
条三坊九町）

1963.10.12～
10.16

上京区烏丸通り下長
者町上ル竜前町（私学
会館)

大石良材・堤圭三郎

21 西院跡 1963.10.18～
10.25

上京区智恵光院通丸
太町下ル（ＮＨＫ京都
放送局）

大石良材・鮎沢寿

22 朝堂院跡 1963/10/24 中京区千本通丸太町
東北周辺

大石良材・鮎沢寿

23 朝堂院跡 1963/11/15 中京区千本通丸太町
下ル一筋目東入ル（龍
宮温泉）

大石良材・鮎沢寿

24 太政官跡 1963.12.13～
12.14

上京区竹屋町通千本
東入ル主税町

大石良材

―平安京跡―
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25 内裏跡 1964/3/3 上京区新出水通浄福

寺西入ル（映画館前）
（立会調査）

大石良材 大石良材「平安宮内裏址の調査」（『古代
文化』第13巻第１号、1964）

26 朝堂院跡 1964.6～8 上京区千本通丸太町
下ル主税町1140

大石良材

27 朝堂院跡 1964.9.1～9.10 中京区西ノ京内畑町
（京阪練炭工場）

大石良材・鮎沢寿・中
谷雅冶

28 朝堂院跡 1964.11.12～
11.24

中京区聚楽廻東町（二
条保育園前道路）

大石良材・鮎沢寿

29 三条東殿跡
（左京三条三
坊十三町）

1965.5.17～6.10 中京区三条通東洞院
西入ル梅忠町34（日本
電信電話公社用地）

大石良材・鮎沢寿 大石良材・鮎沢寿「平安京三条東殿跡の
発掘調査」（『古代文化』第15巻第１号、
1965）

30 朝堂院跡 1965.6.3～6.5 上京区千本通丸太町
下ル主税町1140（大和
銀行千本支店）

大石良材・鮎沢寿

31 朝堂院跡 1965.11.16～
11.22

中京区聚楽廻東町（二
条保育園前）

大石良材・鮎沢寿・中
谷雅冶

32 押小路殿跡
（左京三条三
坊十町）

1966.5.17～6.8 中京区烏丸通御池上
ル虎屋町（明治生命保
険相互会社）

鮎沢寿・中谷雅冶・片
桐正夫

鮎沢寿他「押小路殿跡の発掘調査」(『古
代文化』第16巻第６号、1966)、鮎沢寿・中
谷雅冶「押小路殿跡の研究」(『平安博物
館研究紀要』第２輯、1971)、山田邦和「平
安京跡出土の輸入陶磁器」(『古代學研究
所研究報告』第４輯「平安京出土土器の
研究」、1994)

33 朝堂院跡 1966/12/16 上条区千本通丸太町
上ル一筋目東入ル（鈴
木内科）

鮎沢寿

34 内裏内郭回廊
跡(第１次)

1969.2.10～2.22 上京区下立売千本東
入ル田中町467（永田
時計店）

伊藤玄三・白石太一
郎・近藤喬一

伊藤玄三「平安宮内裏跡西南部の発掘
調査」(『古代文化』第21巻第２号、1969)、
伊藤玄三・白石太一郎・近藤喬一「平安
宮内裏内郭回廊推定地の調査」(『平安博
物館研究紀要』第３輯、1971)

35 三条西殿跡
（左京三条三
坊十二町）(第
１次)

1969.5.15～6.2 中京区三条烏丸場之
町608・612・613、御倉
町85・87・89（千吉㈱）

伊藤玄三・白石太一
郎・近藤喬一

白石太一郎「平安京三条西殿跡の発掘
調査」(『古代文化』第21巻第６号、1969)、
白石太一郎「平安京三条西殿跡発掘調
査」(『古代文化』第21巻第７号、1969)、白
石太一郎・伊藤玄三・近藤喬一「平安京
三条西殿跡発掘調査報告（『平安博物館
研究紀要』第３輯、1971)、伊藤玄三・白石
太一郎・近藤喬一「平安京三条西殿跡の
調査」(『考古学ジャーナル』第41号、
1970)

36 豊楽院跡東部 1969.8.11～8.25 中京区聚楽廻中町45
（聖三一教会）

近藤喬一・伊藤玄三 近藤喬一「聚楽廻中町(推定豊楽院跡東
部)調査概要」」(『古代文化』第21第７号、
1969)、近藤喬一・伊藤玄三・寺島孝一
「平安宮豊楽院推定地(聚楽廻中町)の調
査』（『平安博物館研究紀要』第３輯、
1971)

37 広隆寺(第１次) 1970.2.2～3.7 右京区太秦蜂岡町(バ
イパス道路予定地)

伊藤玄三・近藤喬一・
渡辺誠・寺島孝一・片
岡肇

近藤喬一「太秦広隆寺の調査」」(『古代文
化』第22巻第３号、1970)、山田邦和「広隆
寺旧境内出土の土器・陶磁器」(『古代學
研究所研究報告』第４輯「平安京出土土
器の研究」、1994)

38 西賀茂角社東
群瓦窯跡(第１
次)

1970.3.5～3.13 北区西賀茂角社町37 伊藤玄三・近藤喬一 近藤喬一編「西賀茂瓦窯跡」(『平安京跡
研究調査報告』第４輯、1978)

39 広隆寺（第２
次）

1970.4～8.31 右京区太秦蜂岡町（広
隆寺境内）

伊藤玄三・近藤喬一・
寺島孝一

山田邦和「広隆寺旧境内出土の土器・陶
磁器」(『古代學研究所研究報告』第４輯
「平安京出土土器の研究」、1994)

40 西寺跡（第１
次）

1970.7.14～8.5 南区唐橋西寺65（唐橋
小学校）

伊藤玄三・近藤喬一・
寺島孝一

寺島孝一「西寺跡発掘調査」(『古代文化』
第22巻６号、1970)、寺島孝一「平安京出
土の緑釉陶器」(『考古学雑誌』第61巻第
３号、1976)、寺升初代「平安京西寺跡出
土の土器・陶磁器」(『古代學研究所研究
報告』第４輯「平安京出土土器の研究」、
1994)

41 西寺跡（第２
次）

1970.9.10～9.16 南区唐橋西寺65（唐橋
小学校）

伊藤玄三・近藤喬一・
寺島孝一

寺島孝一「西寺跡出土の白磁・青磁」」
(『古代文化』第23巻第１号、1971)、寺升
初代「平安京西寺跡出土の土器・陶磁
器」(『古代學研究所研究報告』第４輯「平
安京出土土器の研究」、1994)

42 朝堂院跡 1970/11/2 中京区千本通丸太町
西南角
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43 朝堂院跡 1970.11.24～

1971.2.27
中京区丸太町通千本
～御前間(上水道工事
に伴う立会調査)

伊藤玄三・近藤喬一・
朧谷寿・寺島孝一・中
谷雅冶

44 中務厨・御井
跡

1971.2.16～3.6 中京区西ノ京車坂町
15（朱雀第６小学校ﾌﾟｰ
ﾙ建設予定地）

近藤喬一・寺島孝一

45 朝堂院跡（延
禄堂・修式堂
等）・豊楽院跡

1971.3.1～8.27 中京区聚楽廻、下立
売通、椹木町通、丸太
町通、二条保育園前、
西ノ京（下水道敷設工
事に伴う立会調査）

伊藤玄三・近藤喬一・
寺島孝一・田中勝弘・
峰魏・松前健・大石良
材・朧谷寿・渡辺誠・片
岡肇・鈴木忠司

46 西賀茂角社東
群瓦窯跡(第２
次)

1971.3.23～4.7 北区西賀茂角社町37 伊藤玄三・田中勝弘 近藤喬一編「西賀茂瓦窯跡」(『平安京跡
研究調査報告』第４輯、1978）

47 平安宮西半部 1971.8.28～
1972.3.31

上京区及び中京区御
前通以東千本通以
西、一条通以南、山陰
線以北（下水道敷設工
事に伴う立会調査）

伊藤玄三・近藤喬一・
寺島孝一・田中勝弘・
峰魏・松前健・大石良
材・朧谷寿・渡辺誠・片
岡肇・鈴木忠司

48 西賀茂角社西
群瓦窯跡

1971.11.20.～
12.20

北区西賀茂角社町45 寺島孝一・田中勝弘 寺島孝一「西賀茂瓦窯跡の第３次発掘調
査」(『古代文化』第23巻11号、1971)、近
藤喬一編「西賀茂瓦窯跡」(『平安京跡研
究調査報告』第４輯、1978）

49 東寺 1972.1.24～2.8 南区九条町339 上野佳也・田中勝弘 上野佳也他「東寺東側築地外発掘調査
報告」(『古代文化』第27巻第１号、1975)

50 朝堂院跡 1972.1.24～1.26 中京区聚楽廻東町３
（山内勇氏宅）

近藤喬一

51 大膳職跡 1972.2 上京区丸太町通智恵
光院東南角（江間市太
郎氏宅）

伊藤玄三・近藤喬一・
寺島孝一

52 主水司・醤院
跡(第1次)

1972.2.11～3.11 上京区丸太町通智恵
光院下ル主税町1120
（京都市水道局）

近藤喬一・寺島孝一・
田中勝弘

山田邦和「平安宮主水司・醤院跡出土の
土器・陶磁器」(『古代學研究所研究報告』
第４輯「平安京出土土器の研究」、1994)

53 朝堂院跡 1972.3.15～3.28 中京区聚楽廻東町７
（二条保育園）

上野佳也・寺島孝一 寺島孝一「二条保育園敷地内出土の軒
瓦」」(『古代文化』第24巻第７号、1972)

54 少将井跡（左
京二条三坊十
四町）

1972.5.1～5.31 中京区烏丸通夷川上
ル少将井町239（京都
新聞社社屋）

大石良材・甲元真之・
片岡肇・鈴木忠司

大石良材他「少将井遺跡発掘調査報告
―京都新聞社社屋増改築に伴う調査』
1972）

55 朝堂院跡 1972.7.4～7.24 上京区千本通下立売
下ル小山町908-92（菊
池歯科）

近藤喬一・峰魏

56 朝堂院跡 1972.7.18～7.24 上京区千本通二条通
上ル聚楽町848・849
（岩崎信太郎氏宅）

伊藤玄三・田中勝弘・
寺島孝一

57 左馬寮跡 1972.7.21～8.3 中京区西ノ京左馬寮
町3-1（朱雀第２小学
校）

上野佳也・甲元真之

58 正親司跡 1972.10.1～10.31 上京区御前通一条下
ル東堅町132-1（仁和
寺小学校）

近藤喬一・寺島孝一

59 竹三条殿跡
（左京三条四
坊二町）

1972.10.6～10.26 中京区御池通高倉西
入ル高宮町206（東邦
生命保険相互会社）

上野佳也・田中勝弘

60 内膳司跡 1972.11.6～11.17 上京区千本通出水下
ル十四軒町396-1（㈱
サカエ）

上野佳也・渡辺誠・片
岡肇・鈴木忠司

上野佳也他「推定平安宮内膳司地域内
発掘調査報告」(『平安博物館研究紀要』
第５輯、1974)

61 図書寮跡 1972.12.23～
12.30

上京区下長者町通七
本松西入ル鳳瑞町

寺島孝一・田中勝弘

62 東五条第跡
（左京五条四
坊一町）

1972.12.15～
12.22

下京区四条高倉西入
ル立売西町82（大和銀
行京都支店）

伊藤玄三・甲元真之

63 広隆寺旧境内
（第３次）

1973.1.16～2.12 右京区太秦蜂岡町36
（広隆寺境内）

上野佳也・寺島孝一・
田中勝弘

「蜂岡寺跡の発掘調査」」(『古代文化』第
25巻第３号、1973)、山田邦和「広隆寺旧
境内出土の土器・陶磁器」(『古代學研究
所研究報告』第４輯「平安京出土土器の
研究」、1994)

64 采女町跡 1973.2.24～3.2 上京区千本通下立売
上ル十四軒町406（若
松電気工事用地）

三上貞二

65 豊楽院顕陽堂
跡

1973.2.10～2.26 中京区聚楽廻西町48
（赤塚弘明氏・三上次
郎氏）

近藤喬一・甲元真之 「豊楽院顕陽堂址の発掘」(『古代文化』第
25第2・3号、1973)



発掘調査一覧 4

番号 遺跡名 発掘年月日 発掘・調査地 発掘担当者 調査報告
66 朝堂院会昌門

跡
1973.2.27～3.5 中京区聚楽廻東町24-

3・24-4（山田乙吉氏
宅）

近藤喬一・寺島孝一

67 三条西殿跡
（左京三条三
坊十二町）(第
２次)

1973.3.5～3.26 中京区烏丸姉小路上
ル場之町592（㈱岩田
敷地）

伊藤玄三・甲元真之

68 三条西殿跡
（左京三条三
坊十二町）(第
３次)

1973.4.2～4.16 中京区両替町姉小路
下ル柿本町412（細尾
商店敷地）

上野佳也・寺島孝一

69 神祇官町跡 1973.4.9～4.11 上京区竹屋町通黒門
東入ル藁屋町53-5

寺島孝一、田中勝弘 寺島孝一他「平安宮神祇官町推定地の
立合調査」『古代文化』第26巻５号、1974)

70 豊楽院跡 1973.4.17～4.25 中京区聚楽廻西町90 戸田秀典・大石良材・
寺島孝一

寺島孝一「平安宮推定豊楽院跡の調査」
(『古代文化』第26巻第６号、1974)

71 采女町跡 173.5.11～5.13 上京区千本下立売上
ル東入ル十四軒町
413-40・（梅本角蔵氏
宅）

甲元真之

72 太政官跡 1973.5.24～6.8 上京区竹屋町通千本
東入ル主税町910-25
（京都市児童院）

近藤喬一・寺島孝一 近藤喬一・寺島孝一・植山茂『平安宮推
定太政官跡の調査』(1974)

73 朝堂院跡 1973.8.6～8.13 中京区聚楽廻東町３
（山根冶三郎氏敷地）

戸田秀典・上野佳也・
寺島孝一

74 内裏内郭回廊
跡(第２次)

1973.8.6～9.3 上京区下立売通土屋
町西入ル田中町467

伊藤玄三・甲元真之 伊藤玄三「内裏内郭回廊の調査」(『古代
文化』第25巻第７・８号、1973)、伊藤玄三
「平安宮内裏内郭回廊の基壇」(『古代文
化』第65巻第１号、1974)、甲元真之他「平
安宮内裏内郭回廊跡第２次調査」(『平安
博物館研究紀要』第６輯、1976)

75 朝堂院跡 1973.8.27～9.2 上京区丸太町通千本
東入ル小山町（洛陽テ
ント）

朧谷寿

76 主水司・醤院
跡(第２次)

1973.9.11～10.8 上京区智恵光院通丸
太町下ル主税町936
（京都市下水道局）

近藤喬一

77 朝堂院跡 1973.9.3～9.14 中京区聚楽廻中町34 上野佳也・寺島孝一
78 民部省跡 1973.9.11～10.25 上京区竹屋町通千本

東入ル主税町911（二
条中学校）

戸田秀典・寺島孝一・
片岡肇・鈴木忠司

戸田秀典「民部省の発掘調査」(『古代文
化』第25巻第11号、1973)、戸田秀典他
「平安宮推定民部省跡の発掘調査」(『平
安博物館研究紀要』第６輯、1976)

79 西賀茂醍醐の
森窯跡

1973.12.3～12.14 北区西賀茂川上町３
（道路敷）

上野佳也・寺島孝一・
松井忠春

近藤喬一編「西賀茂瓦窯跡」(『平安京跡
研究調査報告』第４輯、1978）

80 在原業平邸跡
（左京三条四
坊三町）

1973.12.11～
12.14

中京区高倉御池下ル
亀甲屋町・チョーギン
㈱所有地

戸田秀典・寺島孝一・
松井忠春

81 内裏跡(第３次) 1974.2.19～3.17 上京区下立売通智恵
光院西入ル下丸屋町
499（三洋土地）

伊藤玄三・寺島孝一 寺島孝一「平安宮推定内裏出土土器の
古瓦」(『古代文化』第26巻第６号、1974)

82 一条大路・室
町小路跡（左
京北辺三坊五
町）

1974.2.20～3.22 上京区一条通室町下
ル薬屋町419

甲元真之・松井忠春

83 朝堂院跡 1974.3.19～4.1 上京区竹屋町通千本
東入ル主税町910（旧
京都市衛生研究所敷
地）

上野佳也・松井忠春 松井忠春「平安宮推定朝堂院東廻廊跡
発掘調査の概要　附　朝堂院承光堂跡の
立合調査」(『古代文化』第28巻第11号、
1976)

84 大膳職跡 1974.6.28～7.3 中京区丸太町通智恵
院東南角

寺島孝一・佐々木英夫

85 酒殿跡 1974.6.28～7.3 上京区新出水通智恵
光院東入ル分銅町
569-1

甲元真之・松井忠春

86 主水司・醤院
跡(第３次)

1974.8.7～8.10 上京区丸太町智恵光
院下ル主税町（京都市
水道局）

近藤喬一

87 内裏蘭林坊跡 1974.7.25～9.10 上京区土屋町通出水
上ル弁天町309・310

寺島孝一・佐々木英
夫、松井忠春

寺島孝一他「平安宮推定蘭林坊東南隅
の調査」(『古代文化』第26巻第10号、
1974)、寺島孝一他「平安宮推定蘭林坊
跡発掘調査の概要」(『古代文化』第27巻
第11号、1975)、松井忠春・山田邦和「平
安宮内裏蘭林坊跡出土の土器・陶磁器」
(「平安京出土土器の研究」『古代學研究
所研究報告』第４輯、1994)
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番号 遺跡名 発掘年月日 発掘・調査地 発掘担当者 調査報告
88 大蔵跡 1974.9.3～10.1 上京区千本通中立売

上ル玉屋町37
近藤喬一

89 左兵衛町跡 1974.9.20～10.6 上京区東堀川通上長
者町上ル１丁目20

甲元真之・佐々木英夫 甲元真之・佐々木英夫「平安京左兵衛町
跡の発掘調査」(『古代文化』第28巻第７
号、1976)

90 太政官跡 1974.10.28～
10.31

上京区竹屋町通千本
東入ﾙ主税町1046-1

近藤喬一

91 六角堂（左京
四条三坊十六
町）(第１次)

1974.11.10～
1975.6.10

中京区六角東洞院西
入ル堂之前町（六角堂
敷地）

甲元真之・佐々木英夫 「頂法寺六角堂の発掘調査」(『古代文化』
第27巻第４号、1975)、甲元真之他「平安
京六角堂址の発掘調査」(『華道」第37巻
第３号～６号、1975)、甲元真之編「平安
京六角堂の発掘調査」(『平安京跡研究調
査報告』第２輯、1977)

92 枇杷殿跡（左
京一条三坊十
五町）

1975.2.3～2.6 上京区京都御苑（皇宮
警察京都警備所）(立
会調査）

寺島孝一

93 一条大路跡
（左京北辺四
坊八町）（第１
次）

1975.1.27～3.7 上京区京都御苑 近藤喬一・松井忠春 「京都御苑内の発掘調査」(『古代文化』第
27巻第４号、1975)、近藤喬一他「平安京
東北隅一条大路・東京極大路の調査」
(『古代文化』第27巻第６号、1975)

94 朝堂院跡 1975.2.17～2.25 中京区丸太町通千本
西入ル聚楽廻東町3-3
（協和銀行千本支店駐
車場）

朧谷寿・加納重文 「大極殿付近の発掘調査」(『古代文化』第
27巻第４号、1975)

95 枇杷殿跡（左
京一条三坊十
五町）

1975/3/11 上京区京都御苑（皇宮
警察京都警備所）(立
会調査）

植山茂

96 東洞院大路跡
（左京三条四
坊四町）(第１
次)（高倉宮・曇
華院跡第１a
次）

1975.3.12～12.10 中京区三条通東洞院
東入ル菱屋町30（中京
郵便局）

寺島孝一・乗安和二三 「中京郵便局新築敷地の発掘調査」(『古
代文化』第27巻第７号、1975)、「中京郵便
局新築敷地内発掘調査」(『古代文化』第
27巻第10号、1975)、「中京郵便局新築敷
地第２次調査」(『古代文化』第27巻第11
号、1975)、寺島孝一・乗安和二三・飯島
武次「東洞院大路・曼華院跡発掘調査報
告書」(『平安京跡研究調査報告』第３輯、
1977)

97 朝堂院跡 1975.6.5～7.22 上京区千本通下立売
下ル小山町908-8・93

大石良材・朧谷寿・鈴
木忠司

「大極殿址推定地の発掘」(『古代文化』第
27巻第9号、1975)

98 小安殿跡 1975.7.26～8.9 上京区千本丸太町上
ﾙ南小山町

甲元真之・佐々木英
夫・松井忠春

「朝堂院小安殿址推定地の発掘」(『古代
文化』第27巻第７号、1975)

99 内裏蘭林坊跡 1975.8.5～8.7 上京区土屋出水上ル
弁天町109・110(立会
調査）

佐々木英夫・植山茂 佐々木英夫・植山茂「平安宮推定内裏蘭
林坊跡立合調査」(『古代文化』第27巻第
12号、1975)、松井忠春・山田邦和「平安
宮内裏蘭林坊跡出土の土器・陶磁器」
(「平安京出土土器の研究」『古代學研究
所研究報告』第４輯、1994)

100 朝堂院跡 1975.10.20～
12.23

中京区聚楽廻東町3-
3・（協和銀行千本支
店）

片岡肇・鈴木忠司・加
納重文

「平安宮内裏朝堂院跡の発掘調査」(『古
代文化』第27巻第11号、1975)、片岡肇編
「平安宮大極殿跡の発掘調査」(『平安京
跡発掘調査報告』第１輯、1976)

101 一条大路跡
（左京北辺四
坊四町）（第２
次）

1975.11.11～
12.20

上京区京都御苑（京都
御所内）

甲元真之・佐々木英
夫・松井忠春

松井忠春・佐々木英夫「平安京推定一条
大路跡第二次調査概要」(『古代文化』第
28巻第９号、1976)

102 東洞院大路跡
（左京三条四
坊四町）(第２
次)（高倉宮・曇
華院跡第１b
次）

1976.2.16～3.10 中京区三条通東洞院
東入ル菱屋町30（中京
郵便局）

甲元真之・佐々木英
夫・松井忠春

寺島孝一・乗安和二三・飯島武次「東洞
院大路・曇華院跡発掘調査報告書」（『平
安京跡調査研究報告』第３輯、1977)

103 朝堂院永寧堂
跡

1976.5.10～6.5 中京区聚楽廻東町23-
3・22-5

甲元真之・佐々木英
夫・松井忠春

佐々木英夫『平安宮朝堂院永寧堂跡の
発掘調査』(1977)

104 朝堂院承光堂
跡

1976.5.15～5.20 上京区竹屋町通千本
東入ル（京都保険衛生
学院）

松井忠春 松井忠春「朝堂院承光堂の立合調査」
(『古代文化』第28巻第11号、1976)

105 大極殿跡 1976/7/20 中京区聚楽廻東町３ 甲元真之
106 豊楽院跡 1976.8.20～9.16 中京区西ノ京車坂町９

（丸太町病院）
松井忠春・佐々木英
夫・甲元真之

107 朝堂院永寧堂
跡

1976.9.6～9.20 中京区聚楽廻東町22-
3

佐々木英夫・甲元真
之・松井忠春

佐々木英夫『平安宮朝堂院永寧堂跡の
発掘調査』(1977)

108 中和院跡 1976.9.13～9.18 上京区土屋町千本東
入ル田中町418-1

甲元真之 甲元真之・松井忠春「平安宮中和院の立
会調査」(『古代文化』第30巻第５号、
1978)
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番号 遺跡名 発掘年月日 発掘・調査地 発掘担当者 調査報告
109 高倉宮・曇華

院跡（左京三
条四坊四町）
（第２次）

1977.4.11～7.30 中京区高倉通姉小路
下ル東片町、東洞院
通三条上ル曇華院前
町760-1（平安駐車場）

飯島武次、片岡肇・寺
島孝一

飯島武次編『平安京高倉宮・曇華院跡の
発掘調査』(1980)

110 豊楽院跡 1977.5.16～7.18 中京区聚楽廻中町45 植山茂・近藤喬一 植山茂「平安宮豊楽院の瓦」(『古瓦図
考』、1989)

111 六角堂（左京
四条三坊十六
町）(第２次)

1977.6.20～7.10 中京区六角通東洞院
西入ル堂之前町248
（六角堂）

佐々木英夫・松井忠春 佐々木英夫編『平安京六角堂跡第２次発
掘調査概報』(1980)、甲元真之編「平安京
六角堂の発掘調査」(『平安京跡研究調査
報告』第２輯、1977)

112 押小路殿跡
（左京三条三
坊十町）

1977.7.18～9.21 中京区烏丸通御池上
ル二条殿町（明治生命
保険相互会社）

松井忠春・佐々木英
夫・飯島武次

寺島孝一編「押小路殿跡・平安京左京三
条三坊十一町」(『平安京跡研究調査報
告』第12輯、1983）

113 法住寺殿跡 1978.5.17～11.30 東山区三十三間堂廻
り644-2（パークホテ
ル）

近藤喬一・飯島武二・
片岡肇・鈴木忠司・寺
島孝一・佐々木英夫・
植山茂

飯島武次『法住寺跡発掘調査概報』
(1979)、寺島孝一・片岡肇編「法住寺殿
跡』(『平安京跡研究調査報告』第13輯、
1984)

114 土御門烏丸内
裏跡（左京一
条三坊九町）

1979.1.10～5.31 上京区烏丸一条下ル
竜前町600-1他

渡辺誠・佐々木英夫・
松井忠春

渡辺誠・南博史編「平安京土御門烏丸内
裏跡」(『平安京跡研究調査報告』第10
輯、1983)、山田邦和「平安京土御門烏丸
内裏跡出土の土器・陶磁器」(「平安京出
土土器の研究」『古代學研究所研究報
告』第４輯、1994)

115 大原野小塩遺
跡

1979.3.1～3.20 西京区大原野小塩町 寺島孝一・佐々木英夫

116 左京五条三坊
十五町跡

1979.6.11～10.7 下京区綾小路通烏丸
東入ル竹屋野町266

飯島武次・佐々木英
夫・川西宏幸・寺島孝
一

佐々木英夫・寺島孝一他「平安京左京五
条三坊十五町」(『平安京跡研究調査報
告』第５輯、1981)

117 左京八条三坊
二町跡

1979.11.15～
1980.5.10

下京区塩小路通烏丸
西入ル東塩小路町614

飯島武次・下條信行・
寺島孝一・佐々木英
夫・川西宏幸・植山茂

下條信行・川西宏幸編「平安京左京八条
三坊二町」(『平安京跡研究調査報告』第
６輯、1983)

118 大原野石作窯
跡

1979.6.4～8.4 西京区大原野石作町
542

寺島孝一 寺島孝一「京都府石作窯跡」(『日本考古
学年報』32、1979)

119 押小路殿跡
（左京三条三
坊十町）

1980.7.21～10.31 中京区烏丸通御池上
ル二条殿町552

佐々木英夫・寺島孝一 寺島孝一編「押小路殿跡・平安京左京三
条三坊十一町」(『平安京跡研究調査報
告』第12輯、1983)、山田邦和「平安京跡
出土の輸入陶磁器」(『古代學研究所研究
報告』第４輯「平安京出土土器の研究」、
1994)

120 左京三条三坊
十一町跡（第１
次）

1981.11.28～
1982.1.13

中京区烏丸通姉小路
上ル虎屋町572

寺島孝一 寺島孝一編「押小路殿跡・平安京左京三
条三坊十一町」(『平安京跡調査研究報
告』第12輯、1983）

121 三条西殿跡
（左京三条三
坊十二町）(第
４次)

1981.2.20～5.19 中京区烏丸通三条上
ル場之町608-1・千吉
㈱敷地内

下條信行・定森秀夫・
植山茂

下條信行・植山茂・定森秀夫編「三条西
殿跡」(『平安京跡研究調査報告』第７輯、
1983)

122 高倉宮・曇華
院跡（左京三
条四坊四町）
（第３次）

1981.3.17～5.17 中京区三条通東洞院
東入ル菱屋町44、東
洞院通三条上ル曇華
院前之町706-2

片岡肇・南博史 片岡肇・南博史編「平安京高倉宮・曇華
院跡」(『平安京跡研究調査報告』第８輯、
1983)

123 朝堂院跡 1981.10.26～
12.15

上京区千本通丸太町
下ル北主税町1140

植山茂 植山茂編「平安宮朝堂院跡」(『平安京跡
研究調査報告』第９輯、1983)

124 左京四条三坊
十三町跡

1982.4.15～8.31 中京区烏丸通四条上
ル箏町695､下京区四
条通烏丸東入ル長刀
鉾町８・19（三井銀行
京都支店）

寺島孝一 寺島孝一編「平安京左京四条三坊十三
町」（『平安京跡研究調査報告』第11輯、
1983)

125 左京三条三坊
十一町跡（第２
次）

1983.9.19～
1984.2.6

中京区烏丸通御池下
ル虎屋町565-1・568・
570・572、同区御池通
烏丸西入ル龍池町31・
426・424-2・424-3（日
本リクルートセンター、
明治生命保険相互会
社）

寺島孝一・山下秀樹・
藤本孝一

寺島孝一編「平安京左京三条三坊十一
町」（『平安京跡研究調査報告』第14輯、
1984)

126 左京七条三坊
五町跡

1984.4.15～6.30 下京区烏丸通七条上
ル常葉町754（東本願
寺）

寺島孝一・水口薫 寺島孝一編「平安京左京七条三坊五町」
（『平安京跡研究調査報告』第15輯、
1985)

127 左京八条三坊
二町跡

1984.7.20～11.30 下京区塩小路通烏丸
西入ル東塩小路町608

定森秀夫・片岡肇・朧
谷寿

定森秀夫編「平安京左京八条三坊二町
―第２次調査」(『平安京跡研究調査報
告』第16輯、1985)

128 左京六条二坊
六町跡

1985.1.18～4.8 下京区五条堀川柿本
町579

植山茂・藤本孝一 植山茂編「平安京左京六条二坊六町」
(『平安京跡研究調査報告』第17輯、1986)
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番号 遺跡名 発掘年月日 発掘・調査地 発掘担当者 調査報告
129 高倉宮・曇華

院跡（左京三
条四坊四町）
（第４次）

1986.6.25～10.18 中京区高倉通姉小路
下ル東片町623・623-
2、同区東洞院通姉小
路下ル曇華前町706・
706-1（京都文化博物
館）

片岡肇・植山茂・山田
邦和

植山茂・山田邦和編「高倉宮・曇華院跡
第4次調査｣（『平安京跡研究調査報告』
第18輯、1978）、山田邦和「平安京跡出土
の輸入陶磁器」(『古代學研究所研究報
告』第４輯「平安京出土土器の研究」、
1994)

130 左京四条三坊
十三町跡

1992.10.1〜
1993.2.27

中京区烏丸通四条上
ル笋町691（あさひ銀
行京都支店敷地）

江谷寛 江谷寛編｢平安京左京内５遺跡｣(『平安
京跡研究調査報告』第22輯、20※)

131 六角堂(左京四
条三坊十六
町）（第3次）

1994.5.10～9.16 中京区六角通東洞院
西入ル堂之前町（六角
堂）

江谷寛・西田泰民 江谷寛編｢六角堂第3次・4次調査」（『平
安京跡研究調査報告』第21輯、2006）

132 左京五条三坊
八町跡

1995.1.5～ 3.7 中京区室町四条下ル
鶏鉾町491（池坊学園）

江谷寛・辻村純代 辻村純代編｢平安京左京五条三坊八町」
（『平安京跡研究調査報告』第19輯、
1997）

133 六角堂(左京四
条三坊十六
町）（第4次）

1996.1.16～3.2 中京区六角通東洞院
西入ル堂之前町（旧藍
染院）

江谷寛・桐山秀穂 江谷寛編｢六角堂第3次・4次調査」（『平
安京跡研究調査報告』第21輯、2006）

134 右京四条二坊
八町跡

1997.2.12～4.19 中京区壬生井大竹町
13（京都両洋高校）

堀内明博 江谷寛編｢平安京右京内５遺跡｣(『平安
京跡研究調査報告』第23輯、2009)

135 左京六条二坊
二町跡

1998.4.14～6.6 下京区猪熊通五条上
ル柿本町590-4（馬淵
診療所）

堀内明博 江谷寛編｢平安京左京内５遺跡｣(『平安
京跡研究調査報告』第22輯、20※)

136 左京九条三坊
一町跡、烏丸
町遺跡

2000.9.28～11.6 南区西九条院町21(三
越ユニティ)

堀内明博 江谷寛編｢平安京左京内５遺跡｣(『平安
京跡研究調査報告』第22輯、2009)

137 右京六条三坊
七・八・九・十
町跡、西院遺
跡

2000.11.6～
2001.11.15、
2002.9.14～11.8	

右京区西院追分町25-
1（島津製作所五条工
場跡地)

堀内明博・桐山秀穂・
坂本範基

堀内明博編「平安京右京六条三坊（『平
安京跡研究調査報告』第20輯、2004）

138 右京三条二坊
十四町跡

2001.10.2～11.11 中京区西京下合町11
（島津プラザ診療所）

堀内明博 江谷寛編｢平安京右京内５遺跡｣(『平安
京跡研究調査報告』第23輯、2009)

139 左京六条四坊
六町跡

2003.5.6～7.9 下京区堺町通五条上
ル俵屋町203他（京都
府民共済組合）

堀内明博 江谷寛編｢平安京左京内５遺跡｣(『平安
京跡研究調査報告』第22輯、20※)

140 右京三条三坊
九町跡

2003.10.27～
12.21

中京区西ノ京徳大寺
町1他(島津製作所本
社N8号館）

堀内明博 江谷寛編｢平安京右京内５遺跡｣(『平安
京跡研究調査報告』第23輯、2009)

141
右京七条二坊
十一町跡

2004.10.22～12.3 下京区西七条比輸田
町37（七条マンション）

堀内明博
江谷寛編｢平安京右京内５遺跡｣(『平安
京跡研究調査報告』第23輯、2009)

142 右京六条四坊
七町跡、西京
極遺跡

2005.3.1～5.13 右京区西院月双町119
（西院マンション）

堀内明博 江谷寛編｢平安京右京内５遺跡｣(『平安
京跡研究調査報告』第23輯、2009)

143 左京五条三坊
十六町跡

2005.7.4～12.7 下京区四条通烏丸東
入長刀鉾町10（東京三
菱銀行）

堀内明博 江谷寛編｢平安京左京内５遺跡｣(『平安
京跡研究調査報告』第22輯、20※)

番号 遺跡名 発掘年月日 発掘・調査地 発掘担当者 調査報告

144 糞置荘跡（二
上遺跡）

1953.1 福井県足羽郡足羽村
大字二上

角田文衞・藤原光輝・
大西郁男

山本亮、竹内亮「糞置荘・二遺跡の調査
研究」（古代学協会研究報告第11輯、
2015）

145 法華寺山 1961.4.24～4.28 京都市東山区清閑寺
霊山町字法華寺山

146 春木八幡山遺
跡

1961.7.28～8.11 大阪府岸和田市春木
町779-780

堅田直 堅田直『岸和田市春木八幡山遺跡の研
究』(岸和田教育委員会、1965)

147 丹生遺跡(第１
次)

1962.10.5～11.3 大分県大分市坂ノ市
大字丹生

角田文衞・小林知生・
他

日本舊石器文化研究委員會編『大分県
丹生遺跡第１次・第２次発掘調査概報』
（1964）、鈴木忠司編「大分県丹生遺跡群
の研究」(『古代学研究所研究報告』第３
輯、1992)

148 宇治木幡遺跡 1963.5.22～5.29
、1963.7.10.～
7.15

京都府宇治市木幡南
山7

山田邦和「京都府宇治市木幡古墳群の
意義」（角田文衛先生傘寿記念『古代世
界の諸相』所収、晃洋書房、1993）

149 丹生遺跡(第２
次)

1963.10.8～10.21 大分県大分市坂ノ市
大字丹生

角田文衞・小林知生・
他

日本舊石器文化研究委員會編『大分県
丹生遺跡第１次・第２次発掘調査概報』
（1964）、鈴木忠司編「大分県丹生遺跡群
の研究」(『古代学研究所研究報告』第３
輯、1992)

150 早水台遺跡 1964.3.10～3.22 大分県速水郡日出町
大字川崎

角田文衛・藤原光輝・
他

―平安京跡以外の諸遺跡―
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番号 遺跡名 発掘年月日 発掘・調査地 発掘担当者 調査報告
151 黒山遺跡 1964.4.1～4.9 大分県大分郡野津原

町黒山
三上貞二・片岡肇 片岡肇「大分県大分郡野津原町黒山遺

跡調査報告」(『古代學』第14巻第１号、
1965)

152 丹生遺跡(第３
次)

1964.10.4～10.24 大分県大分市坂ノ市
大字丹生

角田文衛他 日本舊石器文化研究委員會編『大分県
丹生遺跡第３次発掘調査概報』（1965）、
鈴木忠司編「大分県丹生遺跡群の研究」
(『古代学研究所研究報告』第３輯、1992)

153 丹生遺跡(第４
次)

1965.10.13～11.2 大分県大分市坂ノ市
大字丹生

角田文衛他 日本舊石器文化研究委員會編『大分県
丹生遺跡第４次発掘調査概報』（1966）、
鈴木忠司編「大分県丹生遺跡群の研究」
(『古代学研究所研究報告』第３輯、1992)

154 岩谷口遺跡群 1966.3.22～4.2 長崎県北松浦郡世知
原岩谷口

角田文衞・小林知生・
他

片岡肇「長崎県北松浦郡世知原町岩谷
口遺跡群の発掘調査」(『平安博物館紀
要』第６輯、1966)

155 丹生遺跡(第５
次)

1966.9.27～10.12 大分県大分市坂ノ市
大字丹生

角田文衞・他 日本舊石器文化研究委員會編『丹生遺
跡掘調査概報 総括編』（1968）、鈴木忠
司編「大分県丹生遺跡群の研究」(『古代
学研究所研究報告』第３輯、1992)

156 丹生遺跡(第６
次)

1967.8 大分県大分市坂ノ市
大字丹生

三上貞二・早川正一・
磯崎正彦､渡辺誠

鈴木忠司編「大分県丹生遺跡群の研究」
(『古代学研究所研究報告』第３輯、1992)

157 常全遺跡 1969.8.7～10.9 兵庫県揖保郡太子町
常全

磯崎正彦・渡辺誠・片
岡肇､中谷雅冶

兵庫県教育委員会編「山陽新幹線建設
地内・兵庫県埋蔵文化財調査報告書」
(『兵庫県文化財調査報告書』第４冊、
1971)

158 中尾古墳 1969.11.28～
12.11

兵庫県明石市藤江字
中尾

磯崎正彦､中谷雅治・
田中勝弘

兵庫県教育委員会編「山陽新幹線建設
地内・兵庫県埋蔵文化財調査報告書」
(『兵庫県文化財調査報告書』第４冊、
1971)

159 時友遺跡 1970.5.7～5.31 兵庫県尼崎市時友宮
北・友行

磯崎正彦､田中勝弘 兵庫県教育委員会編「山陽新幹線建設
地内・兵庫県埋蔵文化財調査報告書」
(『兵庫県文化財調査報告書』第４冊、
1971)

160 堀池遺跡 1970.4.2～4.27 兵庫県伊丹市堀池 磯崎正彦､田中勝弘 兵庫県教育委員会編「山陽新幹線建設
地内・兵庫県埋蔵文化財調査報告書」
(『兵庫県文化財調査報告書』第４冊、
1971)

161 大曲り遺跡（第
１次）

196911.20～
12.20

福岡県筑紫郡筑紫野
町

伊藤玄三・近藤喬一・
寺島孝一

福岡県教育委員会編『福岡南バイパス関
係埋蔵文化財調査報告書』第１集(1970)

162 大曲り遺跡（第
２次）

1970.3.14～3.27 福岡県筑紫郡筑紫野
町

伊藤玄三・近藤喬一・
寺島孝一

福岡県教育委員会編『福岡南バイパス関
係埋蔵文化財調査報告書』第１集(1970)

163 王城山古墳群
（１・２・５号墳)

1970.12.1～12.27 福岡県大野城市石金 伊藤玄三・近藤喬一・
寺島孝一

福岡県教育委員会編『九州縦貫自動車
道関係報告書Ⅸ』(1971)

164 石亀遺跡（第１
次）

1971.4.5～4.19 青森県三戸郡田子町
大字石亀字石亀

渡辺誠・片岡肇・鈴木
忠司・寺島孝一

渡辺誠・片岡肇編『石亀遺跡第１次発掘
調査概報』(1971)

165 石亀遺跡（第２
次）

1971.8.21～9.5 青森県三戸郡田子町
大字石亀字石亀

渡辺誠・片岡肇 渡辺誠・片岡肇編『石亀遺跡第２次・３次
発掘調査概報』(1975)渡辺誠他､南博編
「青森県石亀遺跡における亀ケ岡文化の
研究」(『古代学研究所研究報告』第５輯、
1997)

166 福田貝塚 1971.11.20～12.5 茨城県稲敷郡東村福
田

渡辺誠・片岡肇・鈴木
忠司

渡辺誠・片岡肇編『福田貝塚発掘調査概
報』(1972)
渡辺誠編「茨城県福田（神明前）貝塚」
(『古代学研究所研究報告』第２輯、1991)

167 中久世遺跡 1971.9.27～10.17 京都市南区久世中久
世2-129

伊藤玄三・田中勝弘

168 桑飼下遺跡(第
１次)

1973.1.29～3.17 京都府舞鶴市字桑飼
下

渡辺誠・片岡肇・鈴木
忠司

渡辺誠編『桑飼下遺跡第1次発掘調査概
報』(1973）

169 桑飼下遺跡(第
２次)

1973.4.22～7.7 京都府舞鶴市字桑飼
下

渡辺誠・片岡肇・鈴木
忠司

渡辺誠編『桑飼下遺跡２次発掘調査概
報』(1974）、渡辺誠『桑飼下遺跡発掘調
査報告書』(1975)

170 宮地前遺跡 1973.3～4 福岡県大野郡大野町
大字片島字宮地前

渡辺誠・片岡肇・鈴木
忠司

渡辺誠編『宮地前遺跡発掘調査概報』
(1973)、鈴木忠司「第8章　平安博物館調
査地点の先土器時代石器群」（橘昌信編
『宮地前遺跡』、別府大学付属博物館、
1988年）

171 門田第２号古
墳

1973.11.5～11.16 福岡県春日市上白水 伊藤玄三・甲元真之 福岡県教育委員会編『山陽新幹線関係
報告書』第1集(1976)

172 石亀遺跡(第３
次)

1974.10.1～10.15 青森県三戸郡田子町
大字石亀字石亀

渡辺誠・片岡肇・鈴木
忠司

渡辺誠編『石亀遺跡第２次・３次発掘調
査概報』(1975)、渡辺誠他､南博史編「青
森県石亀遺跡における亀ケ岡文化の研
究」(『古代学研究所研究報告』第５輯、
1997)
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番号 遺跡名 発掘年月日 発掘・調査地 発掘担当者 調査報告
173 古宮遺跡(第1

次)
1975.3.17～3.31 福井県勝山市村岡町

古宮
渡辺誠・鈴木忠司 渡辺誠編『古宮遺跡発掘調査報告書』

(1976)
174 古宮遺跡(第2

次)
1976.10.20.～
11.11

福井県勝山市村岡町
古宮

渡辺誠・鈴木忠司 渡辺誠編『古宮遺跡発掘調査報告書』
(1978)

175 清水山遺跡群
(第１次)（獅子
穴遺跡）

1976.12.1～12.6 福岡県山門郡瀬戸町
大谷

渡辺誠・鈴木忠司 鈴木忠司編『清水山遺跡群の調査』
（1984）

176 武者ヶ谷遺跡 1976.8.20～9.4 京都府福知山市字堀
3370-5

渡辺誠・鈴木忠司 渡辺誠・鈴木忠司編『武者ヶ谷遺跡発掘
調査報告書』(1977）

177 平尾城山古墳
(第１次）

1976.8.23～10.15 京都府相楽郡山城町
大字平尾小字城山2-
2・2-3・2-4・2-6

近藤喬一・飯島武次・
寺島孝・､乗安和二三・
植山茂

近藤喬一『平尾城山古墳第１次発掘調査
概報』(1977)

178 因幡国分尼寺
跡

1976.10.18～12.4 鳥取県岩美郡国府町
法花寺字寺田

近藤喬一・乗安和二
三・植山茂

鳥取県教育委員会編『因幡国府遺跡発
掘調査報告書』(1977)

179 平尾城山古墳
(第２次）

1977.9.26～11.26 京都府相楽郡山城町
大字平尾小字城山2-
2・2-4

近藤喬一・寺島孝一・
乗安和二三・植山茂

近藤喬一編「京都府平尾城山古墳」(『古
代学研究所研究報告』第１輯、1990)

180 寺谷遺跡 1977.8.10～9.2
11.18～12.7

静岡県磐田市寺谷
2350

鈴木忠司 鈴木忠司編『寺谷遺跡第３次発掘調査概
報』（1978）、鈴木忠司編『寺谷遺跡』
（1980）

181 野沢遺跡 1979.4.16～7.20 富山県上新川郡大沢
野町野沢

鈴木忠司 鈴木忠司編『野沢遺跡A地点発掘調査概
報』(1980)、鈴木忠司編『野沢遺跡』
（1982)

182 清水山遺跡群
(第２次)（前畑
遺跡）

1980.5.6～5.24 福岡県山門郡山川町 岩本義雄・鈴木忠司 鈴木忠司編『清水山遺跡群の調査』
(1984)

183 魚住古窯跡
(第１次)

1980.5.26～7.4 兵庫県明石市魚住町 寺島孝一 寺島孝一編『魚住古窯跡群発掘調査報
告書』（1985)

184 魚住古窯跡
(第２次)

1981.1.20～4.9 兵庫県明石市魚住町 寺島孝一 寺島孝一編『魚住古窯跡群発掘調査報
告書』（1985)

185 舳松南高田遺
跡

1981.9.1～10.15 大阪府堺市陵西通29-
1

岩本義雄 鈴木忠司編『堺市舳松南高田遺跡発掘
調査報告書』(1983)

186 広野遺跡 1982.5.11～12.24 静岡県磐田郡豊田町
広野

山下秀樹・鈴木忠司 山下秀樹編『広野北遺跡発掘調査概報』
（1983)、山下秀樹編『広野北遺跡』
（1985）

187 篠原A遺跡 1983.5.25～9.10 兵庫県神戸市灘区篠
原中町

下條信彦・定森秀夫 下條信行・定森秀夫編『篠原A遺跡』
(1984)

188 宿布古墳群 1983.7.11～10.3 福井県福井市宿布町 川西宏幸・水口薫 川西宏幸編『宿布古墳群』(1985)
189 小池古墳群 1983.9.1～12.20 京都府中郡大宮町大

字口大野小字余部
他、同町大字善王寺
小字赤坂

鈴木忠司・植山茂 鈴木忠司他・植山茂編『小池古墳群』
(1984)

190 本山遺跡 1983.10.6～12.13 兵庫県神戸市東灘区
本山中町４

南博史・下條信行 南博史編『本山遺跡発掘調査報告書』
(1984)

191 重留Ａ群１号
墳

1983.11.25～
12.22

福岡県福岡市早良区
大字重留

定森秀夫・下條信行 下條信行・定森秀夫編『重留A群第１号
墳』(1984)

192 太山寺坊院跡 1984.2.1～3.31 兵庫県神戸市西区伊
川谷町前開上

植山茂・下條信行、朧
谷寿・水口薫

植山茂編『太山寺坊院跡発掘調査報告』
(1984)

193 本庄町遺跡 1984.2.1～3.31 兵庫県神戸市東灘区
本庄町1-13

片岡肇・朧谷寿・下條
信行

片岡肇編『本庄町遺跡発掘調査報告書』
(1985)

194 口酒井遺跡(第
１次)

1984.2.15～3.31 兵庫県伊丹市口酒井
字穴森

定森秀夫・南博史・下
條信行

南博史編『口酒井遺跡』（1987）

195 口酒井遺跡(第
２次)

1984.4.1～5.16 兵庫県尼崎市田能字
北向

南博史・定森秀夫・緒
方泉

南博史編『口酒井遺跡』（1987）

196 寺田遺跡(試
掘)

1984.2.1～2.4 兵庫県芦屋市三条南
町57・58

下條信行・南博史 南博史編『寺田遺跡発掘調査報告書』
(1985)

197 寺田遺跡 1984.5.10～8.15 兵庫県芦屋市三条南
町57・59

南博史 南博史編『寺田遺跡発掘調査報告書』
(1985)

198 奈具岡遺跡 1984.4.16～6.20 京都府竹野郡弥栄町
字溝谷小字奈具岡
5096番地外

川西宏幸・藤本孝一・
鈴木忠司

川西宏幸編『奈具岡遺跡発掘調査報告
書』(1985)

199 精華ニュータ
ウン遺跡（畑ノ
前遺跡他）(試
掘)

1984.6.1～11.7 京都府相楽郡精華町
大字植田字畑ノ前・新
田、字高樋・南原・芦
谷池、大字南稲八妻・
平尾谷

鈴木忠司､寺島孝一・
鈴木まどか・山下秀樹

川西宏幸・定森秀夫・植山茂・山田邦和
編『(仮称)精華ニュータウン予定地内遺
跡発掘調査報告書』(1987)

200 小栗栖瓦窯跡 1984.7.4～8.27 京都市伏見区小栗栖
丸山3-5

植山茂 植山茂編『小栗栖瓦窯跡発掘調査報告』
(1985)

201 精華ニュータ
ウン遺跡（畑ノ
前遺跡・煤谷
川窯跡）

1985.4.10～
1986.2.10

京都府相楽郡精華町
大字植田字畑ノ前他

寺島孝一・川西宏幸・
定森秀夫・植山茂・山
田邦和・藤本孝一・南
博史・山下秀樹・水口
薫・片岡肇・鈴木忠司

川西宏幸・定森秀夫・植山茂・山田邦和
編『(仮称)精華ニュータウン予定地内遺
跡発掘調査報告書』(1987)

202 溝口遺跡(試
掘)

1985.3.20～4.23 兵庫県三田市下相野
字殿垣

鈴木忠司・南博史・山
下秀樹・水口薫

山下秀樹・南博史編『溝口遺跡』（1986）
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番号 遺跡名 発掘年月日 発掘・調査地 発掘担当者 調査報告
203 溝口遺跡(試

掘)
1985.6.3～10.17 兵庫県田市下相野字

殿垣
山下秀樹・南博史・鈴
木忠司

山下秀樹・南博史編『溝口遺跡』（1986）

204 小蔦島貝塚 1988.8.4～～8.13 香川県三豊郡仁尾町 四国支部 土車※
205 邑知地溝帯北

辺部一帯(分布
調査)

1989.11.13～
11.20
1989.12.11～
12.19

石川県鹿島郡鹿西町 北陸支部 金沢大学考古学研究室・㈶古代学協会
北陸支部編『石川県鹿島郡鹿西町におけ
る考古学的分布調査概報―1989年―』
(金沢、1990)

206 如意寺跡(第１
次地上調査)

1990.6.12～7.16 京都市左京区粟田口
如意嶽町1-8・1-10、
鹿ヶ谷菖蒲谷町1-7

江谷寛(如意寺跡調査
会への協力)

江谷寛編『平安時代山岳伽藍の調査研
究―如意寺跡を中心として―』（『古代學
協會研究報告』第１輯、2007)

207 如意寺跡(第２
次地上調査)

1991.8.20～9.22 京都市左京区粟田口
如意嶽町1-8・1-10、
鹿ヶ谷菖蒲谷町1-8

江谷寛(如意寺跡調査
会への協力)

江谷寛編『平安時代山岳伽藍の調査研
究―如意寺跡を中心として―』（『古代學
協會研究報告』第１輯、2007)

208 青蓮院境内遺
跡(試掘)

1992.6.2～11 京都市東山区粟田口
三条坊69

江谷寛

209 如意寺跡(第１
次)

1993.2.13～4.18 京都市左京区粟田口
如意嶽町1-8・1-10、
鹿ヶ谷菖蒲谷町1-7

江谷寛(如意寺跡調査
会への協力)

江谷寛編『平安時代山岳伽藍の調査研
究―如意寺跡を中心として―』（『古代學
協會研究報告』第１輯、2007)

210 如意寺跡(第２
次)

1993.6.4～8.1 京都市左京区粟田口
如意嶽町1-8・1-10、
鹿ヶ谷菖蒲谷町1-7

江谷寛(如意寺跡調査
会への協力)

江谷寛編『平安時代山岳伽藍の調査研
究―如意寺跡を中心として―』（『古代學
協會研究報告』第１輯、2007)

211 如意寺跡(第３
次)

1994.3.13～5.14 京都市左京区粟田口
如意嶽町1-9、鹿ヶ谷
菖蒲谷町1-3・1-56

江谷寛・宮崎幹也・前
川佳代(如意寺跡調査
会への協力)

江谷寛編『平安時代山岳伽藍の調査研
究―如意寺跡を中心として―』（『古代學
協會研究報告』第１輯、2007)

212 如意寺跡(第４
次)

1995.5.30～
1996.2.18

京都市左京区鹿ヶ谷
大黒町

江谷寛・桐山秀穂・宮
崎幹也(如意寺跡調査
会への協力)

江谷寛編『平安時代山岳伽藍の調査研
究―如意寺跡を中心として―』（『古代學
協會研究報告』第１輯、2007)

213 経田遺跡 1996.4.12～9.16 滋賀県守山市今宿町
ホロノキ

江谷寛・桐山秀穂 江谷寛・桐山秀穂編『滋賀県守山市経田
遺跡発掘調査報告書』(2000)

214 長岡京左京六
条二坊五・六・
十一・十二町
跡、雲の宮遺
跡

1997.7.10～
1998.2.28

京都府長岡京市神足
寺田・麦生地内

江谷寛・堀内明博・桐
山秀穂

桐山秀穂編「雲宮遺跡・長岡京左京六条
二坊跡発掘調査報告書」（『古代学協会
研究報告第10輯、2013）、桐山秀穂編「雲
宮遺跡発掘調査報告書（補遺編）」（『古
代学協会研究報告第13輯、2017）

215 東山道武蔵路
古道跡
(第１次)

1998.7～
1999.3.31

東京都東村山・小平・
国分寺・府中・多摩・町
田各市

坂誥秀一・持田友宏・
関俊彦・松原典明

古代学研究所東京支所編「東山道武蔵
路の調査研究」(『古代学研究所研究報
告』第６輯、2001)

216 東山道武蔵路
古道跡
(第２次)

1999.4.1～
2000.3.31

東京都東村山・小平・
国分寺・府中・多摩・町
田各市

坂誥秀一・持田友宏・
関俊彦・松原典明

古代学研究所東京支所編「東山道武蔵
路の調査研究」(『古代学研究所研究報
告』第６輯、2001)

217 長岡京左京北
一条三坊二・
三町跡

1999.9.27～
2000.3.18

京都市南区久世殿城
町338・日本電産㈱敷
地内

堀内明博・桐山秀穂 堀内明博編「長岡京左京東院跡正殿地
区の調査研究」(『古代学研究所研究報
告』第７輯、2002)

218 勝部西浦遺跡 2001.3.26～4.11 滋賀県守山市勝部町
1-17-23

江谷寛・桐山秀穂 江谷寛編『滋賀県守山市勝部西浦遺跡
発掘調査報告書』(2002)

219 林寺跡
（第１次）

2001.6.4～8.1 京都府久世郡久御山
町林字高黒地内・日産
車体㈱敷地内

江谷寛・桐山秀穂 江谷寛編『京都府久御山町林寺跡試掘
調査報告書』(2002)

220 林寺跡
（第２・３次）

2003.2.5～6.30 京都府久世郡久御山
町林字高黒地内・日産
車体㈱敷地内

江谷寛・堀内明博・桐
山秀穂

㈶古代学協会・古代学研究所編「林寺跡
第３次発掘調査報告書」(『久御山町文化
財調査報告書』第１集、久御山町教育委
員会、2004)、江谷寛・桐山秀穂編『京都
府久御山町林寺跡第２次発掘調査報告
書』(2004)

番号 遺跡名 発掘年月日 発掘・調査地 発掘担当者 調査報告

221 エジプト・アコリ
ス遺跡(第１次)

1981.9.14～12.5 エジプト共和国ミニア
県テヘネ村

鈴木まどか・川西宏
幸・南博史・高橋宏幸

鈴木まどか・川西宏幸・南博史・高橋宏幸
エジプト・アコリス遺跡発掘調査概報
(1981年度)（1982）、The Paleological
Association of Japan,Inc. Egyptian

Committee ，AKORIS－Report of The
Excavations at Akoris in Middle

Egypt,1981～1992
222 エジプト・アコリ

ス遺跡(第２次)
1982.10.15～12.1 エジプト共和国ミニア

県テヘネ村
鈴木まどか・川西宏
幸・鈴木忠司・浜島一
成

鈴木まどか・川西宏幸・鈴木忠司・浜島一
成エジプト・アコリス遺跡発掘調査概報
(1982年度)（1983）、The Paleological
Association of Japan,Inc. Egyptian
Committee ，AKORIS－Report of The
Excavations at Akoris in Middle
Egypt,1981～1992

―海外の遺跡―
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番号 遺跡名 発掘年月日 発掘・調査地 発掘担当者 調査報告
223 エジプト・アコリ

ス遺跡(第３次)
1983.9.26～
1984.2.27

エジプト共和国ミニア
県テヘネ村

鈴木まどか・川西宏
幸・辻村純代・山田邦
和

鈴木まどか・川西宏幸・辻村純代・山田邦
和エジプト・アコリス遺跡発掘調査概報
(1983年度)（1984）、The Paleological
Association of Japan,Inc. Egyptian
Committee ，AKORIS－Report of The
Excavations at Akoris in Middle
Egypt,1981～1992

224 エジプト・アコリ
ス遺跡(第４次)

1984.10.5～
1985.1.10

エジプト共和国ミニア
県テヘネ村

鈴木まどか・川西宏
幸・辻村純代・周藤芳
幸・宮本純二、望月
芳・早乙女雅博

鈴木まどか・川西宏幸・辻村純代・周藤芳
幸・宮本純二、望月芳・早乙女雅博エジプ
ト・アコリス遺跡発掘調査概報(1984年度)
（1985）、The Paleological Association of
Japan,Inc. Egyptian Committee ，
AKORIS－Report of The Excavations at
Akoris in Middle Egypt,1981～1992

225 エジプト・アコリ
ス遺跡(第５次)

1985.10.4～12.27 エジプト共和国ミニア
県テヘネ村

鈴木まどか・川西宏
幸・辻村純代・山田邦
和・望月芳

川西宏幸・辻村純代・山田邦和・望月芳
エジプト・アコリス遺跡発掘調査概報
(1985年度)（1986）、The Paleological
Association of Japan,Inc. Egyptian
Committee ，AKORIS－Report of The
Excavations at Akoris in Middle
Egypt,1981～1992

226 エジプト・アコリ
ス遺跡(第６次)

1986.10.25～
12.19

エジプト共和国ミニア
県テヘネ村

川西宏幸・辻村純代・
宮本純二、内田杉彦

Hiroyuki Kawanishi，Sumiyo Ｔｓｕｊｉｍｕｒａ，
ｅｄ．，Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ Ｒｅｐｏｒｔ．Ｓｉｘｔｈ Ｓｅａ
ｓｏｎ of  the Ｅｘｃａｖａｔｉｏｎｓ ａｔ the Ｓｉｔｅ of
Ａｋｏｒｉｓ，Ｅｇｙｐｔ 1986(Ｋｙｏｔｏ，1988）、
The Paleological Association of
Japan,Inc. Egyptian Committee ，
AKORIS－Report of The Excavations at
Akoris in Middle Egypt,1981～1992

227 エジプト・アコリ
ス遺跡(第７次)

1987.9.25～12.31 エジプト共和国ミニア
県テヘネ村

川西宏幸・辻村純代・
千喜良淳

Hiroyuki Kawanishi，Sumiyo Ｔｓｕｊｉｍｕｒａ，
ｅｄ．，Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ Ｒｅｐｏｒｔ．Ｓｅｖｅｎｔｈ Ｓ
ｅａｓｏｎ of  the Ｅｘｃａｖａｔｉｏｎｓ ａｔ the Ｓｉｔｅ
of Ａｋｏｒｉｓ，Ｅｇｙｐｔ 1987(Ｋｙｏｔｏ，1988）、
The Paleological Association of
Japan,Inc. Egyptian Committee ，
AKORIS－Report of The Excavations at
Akoris in Middle Egypt,1981～1992

228 エジプト・アコリ
ス遺跡(第８次)

1988.10.2～
1989.1.1

エジプト共和国ミニア
県テヘネ村

川西宏幸・辻村純代・
宮本純二、黒川哲朗、
白石典之

Hiroyuki Kawanishi，Sumiyo Ｔｓｕｊｉｍｕｒａ，
ｅｄ．，Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ Ｒｅｐｏｒｔ．Ｅｉｇｈｔｈ Ｓｅ
ａｓｏｎ of  the Ｅｘｃａｖａｔｉｏｎｓ ａｔ the Ｓｉｔｅ
of Ａｋｏｒｉｓ，Ｅｇｙｐｔ 1988(Ｋｙｏｔｏ，1989）、
The Paleological Association of
Japan,Inc. Egyptian Committee ，
AKORIS－Report of The Excavations at
Akoris in Middle Egypt,1981～1992

229 エジプト・アコリ
ス遺跡(第９次)

1989.9.30～11.28 エジプト共和国ミニア
県テヘネ村

川西宏幸・辻村純代・
宮本純二

Hiroyuki Kawanishi，Sumiyo Ｔｓｕｊｉｍｕｒａ，
ｅｄ．，Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ Ｒｅｐｏｒｔ．Ｎｉｎｔｈ Ｓｅａ
ｓｏｎ of  the Ｅｘｃａｖａｔｉｏｎｓ ａｔ the Ｓｉｔｅ of
Ａｋｏｒｉｓ，Ｅｇｙｐｔ 1989(Ｋｙｏｔｏ，1990）、
The Paleological Association of
Japan,Inc. Egyptian Committee ，
AKORIS－Report of The Excavations at
Akoris in Middle Egypt,1981～1992

230 ポンペイ遺跡
（予備調査）

1989.12.5～
1990.1.27

イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

川西宏幸・辻村純代・
坂井聰・室岡克孝・力
丸厚

231 ポンペイ遺跡
(第１次地上
査）

1990.10.31～
12.24

イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

川西宏幸・辻村純代・
坂井聰・西田泰民・室
岡克孝・力丸厚

Tadashi Ａｓａka et ａｌ，Ｏｐｕｓｃｕｌａ Ｐｏｍｐ
ｅｉａｎａ，Ⅰ(Ｋｙｏｔｏ，1991)

232 エジプト・アコリ
ス遺跡(第10
次)

1990.12.24～
1991.1.15

エジプト共和国ミニア
県テヘネ村

川西宏幸・辻村純代・
橋本清一・龍野征代

Hiroyuki Kawanishi，Sumiyo Ｔｓｕｊｉｍｕｒａ，
ｅｄ．，Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ Ｒｅｐｏｒｔ．Ｔｅｎｔｈ Ｓｅａ
ｓｏｎ of  the Investing ａｔ the Ｓｉｔｅ of Ａｋ
ｏｒｉｓ，Ｅｇｙｐｔ 1990(Ｋｙｏｔｏ，1991）、The
Paleological Association of Japan,Inc.
Egyptian Committee ，AKORIS－Report
of The Excavations at Akoris in Middle
Egypt,1981～1992
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番号 遺跡名 発掘年月日 発掘・調査地 発掘担当者 調査報告
233 エジプト・アコリ

ス遺跡(第11
次)

1990.12.24～
1991.1.15

エジプト共和国ミニア
県テヘネ村

川西宏幸・辻村純代・
橋本清一・龍野征代

Hiroyuki Kawanishi，Sumiyo Ｔｓｕｊｉｍｕｒａ，
ｅｄ．，Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ Ｒｅｐｏｒｔ．Ｔｅｎｔｈ Ｓｅａ
ｓｏｎ of  the Investing ａｔ the Ｓｉｔｅ of Ａｋ
ｏｒｉｓ，Ｅｇｙｐｔ 1990(Ｋｙｏｔｏ，1991）、The
Paleological Association of Japan,Inc.
Egyptian Committee ，AKORIS－Report
of The Excavations at Akoris in Middle
Egypt,1981～1992

234 ポンペイ遺跡
(第２次地上調
査）

1991.10.2～
1991.12.3

イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

川西宏幸・辻村純代・
坂井聰・西田泰民・浅
香正

Tadashi Ａｓａka ｅt ａｌ，Ｏｐｕｓｃｕｌａ Ｐｏｍｐ
ｅｉａｎａ，Ⅱ(Ｋｙｏｔｏ，1992).POMPEI Report
of the Excavations at Porta CAPUA
1993-2005

235 エジプト・アコリ
ス遺跡(第12
次)

1991.11.22～
1992.1.20

エジプト共和国ミニア
県テヘネ村

川西宏幸・辻村純代・
宮本純二・橋本清一

The Paleological Association of
Japan,Inc. Egyptian Committee ，
AKORIS－Report of The Excavations at
Akoris in Middle Egypt,1981～1992

236 ポンペイ遺跡
(第３次地上調
査）

1992.10.1～12.3 イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

川西宏幸・辻村純代・
坂井聰・西田泰民・浅
香正・堀賀貴

Tadashi Ａｓａka ｅt ａｌ.，Ｏｐｕｓｃｕｌａ Ｐｏｍｐ
ｅｉａｎａ，Ⅲ(Ｋｙｏｔｏ，1994) POMPEI
Report of the Excavations at Porta
CAPUA 1993-2005

237 エジプト・アコリ
ス遺跡(第13
次)

1992.11.22～
12.31

エジプト共和国ミニア
県テヘネ村

川西宏幸・辻村純代・
宮本純二

Ｅｇｙｐｔｉａｎ，Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅｔ，ｅｄ.,AKORIS－
Ｒｅｐｒｔ ｏf Ｒｅｐｏｒｔ the Ｅｘｃａｖａｔｉｏｎｓ ａｔ
Ａｋｏｒｉｓ in Middle Ｅｇｙｐｔ，1981～1992(Ｋ
ｙｏｔｏ，1995）、The Paleological
Association of Japan,Inc. Egyptian
Committee ，AKORIS－Report of The
Excavations at Akoris in Middle
Egypt,1981～1992

238 ポンペイ遺跡
(第1次発掘調
査）

1993.9.15～12.24 イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

角田文衞・浅香正・江
谷寛・丹羽祐一・坂井
聰・西田泰民・岩井経
男・横山卓雄・堀賀貴・
V．イオリオ

Bun-ei Tsunoda.et al,
Opuscula Pompeiana．Ⅳ(Kyoto、   1994)
Bun-ei Tsunoda.et al.,
Opuscula Pompeiana．Ⅺ(Kyoto、   2002)
POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2005

239 ポンペイ遺跡
(第2次発掘調
査）

1994.9.1～12.9 イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

角田文衞・浅香正・江
谷寛・丹羽祐一・坂井
聰・力丸厚・岩井経男・
横山卓雄・V．イオリオ

Bun-ei Tsunoda.et al.,
Opuscula Pompeiana．Ⅴ(Kyoto,   1995)
Bun-ei Tsunoda.et al.,
Opuscula Pompeiana．Ⅺ(Kyoto,   2002)
POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2005

240 ポンペイ遺跡
(第3次発掘調
査）

1995.9.21～11.24
1996.3.4～3.26

イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

角田文衞・浅香正・江
谷寛・丹羽祐一・岩井
経男・平田隆一・横山
卓雄・渡辺誠・坂井聰・
上野恵司・堀賀貴・中
山一夫・V．イオリオ

Bun-ei Tsunoda.et al.,
Opuscula Pompeiana．Ⅵ(Kyoto,   1996)
Bun-ei Tsunoda.et al.,
Opuscula Pompeiana．Ⅺ(Kyoto,   2002)
POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2005

241 ポンペイ遺跡
(遺物整理）

1996.3.4～3.26 イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

江谷寛・坂井聰・桐山
秀穂・西光慎冶

POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2005

242 ポンペイ遺跡
(第４次発掘調
査）

1996.10.7～12.13 イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

角田文衞・浅香正・江
谷寛・丹羽佑一・横山
卓雄、渡辺誠・坂井
聰・上野恵司・堀賀貴・
中山一夫・V．イオリオ

Bun-ei Tsunoda.et al.,
Opuscula Pompeiana．Ⅶ(Kyoto,   1997)
Bun-ei Tsunoda.et al.,
Opuscula Pompeiana．Ⅺ(Kyoto,   2002)
POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2005

243 ポンペイ遺跡
(第５次発掘調
査）

1997.10.6～
1998.1.30

イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

角田文衞・浅香正・江
谷寛・丹羽佑一・岩井
経男・坂井聰・上野恵
司・堀賀貴・中山一夫・
V．イオリオ

Bun-ei Tsunoda.et al.,
Opuscula Pompeiana．Ⅷ(Kyoto,   1998)
Bun-ei Tsunoda.et al.,
Opuscula Pompeiana．Ⅺ(Kyoto,   2002)
POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2005

244 ポンペイ遺跡
(第６次前期調
査―整理ー）

1998.5.18～6.12 イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

江谷寛・坂井聰・藤藪
克則・山田あかり・宮
崎雅充

Bun-ei Tsunoda.et al.,
Opuscula Pompeiana．Ⅺ(Kyoto,   2002)
POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2005

245 ポンペイ遺跡
(第６次後期調
査―補足調
査，整理ー）

1998.10.27～
12.17

イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

角田文衞・浅香正・江
谷寛・丹羽佑一・坂井
聰・V．イオリオ・大城
道則・山崎頼人・関広
尚世・牟田華代子・塩
田祥子

Bun-ei Tsunoda.et al.,
Opuscula Pompeiana．Ⅸ(Kyoto,   1999)
Bun-ei Tsunoda.et al.,
Opuscula Pompeiana．Ⅺ(Kyoto,   2002)
POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2005
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246 ポンペイ遺跡

(第７次前期調
査―整理ー）

1999.5.25～6.29 イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

江谷寛・坂井聰・大川
明子・松田朝由・塩田
祥子

POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2005

247 ポンペイ遺跡
(第７後前期調
査―補足発
掘，整理ー）

1999.10.7～12.21 イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

江谷寛・坂井聰・大川
明子・岸見泰宏・青木
政幸・成合景子・Ｖ．イ
オリオ

POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2006

248 サルノ遺跡(第
１次調査)

1999.12.1～12.21 イタリア，カンパニア州
サルノ市

江谷寛・坂井聰・堀賀
貴・Ｖ．イオリオ・生田
光晴

POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2007

249 ポンペイ遺跡
(第８次調査―
整理―）

2000.10.20～
12.18

イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

江谷寛・坂井聰・宮崎
幹也・Ｖ．イオリオ・繁
松泰成・村田昌也

Bun-ei Tsunoda.et al.,
Opuscula Pompeiana．Ⅹ(Kyoto,   2002)
POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2007

250 ポンペイ遺跡
(第９次調査―
整理―）

2001.9.5～11.21 イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

江谷寛・坂井聰・宮崎
幹也・Ｖ．イオリオ・繁
松泰成

POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2007

251 ポンペイ遺跡
(第10次補足発
掘調査)

2002.9.19～
　2003.2.14

イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

浅香正・江谷寛・丹羽
祐一・坂井聰・横山卓
雄・能登健・関俊明・杉
山真二・繁松泰成・千
葉太郎・宮武直人

Bun-ei Tsunoda.et al.,
Opuscula Pompeiana．Ⅻ(Kyoto,   2005)
POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2007

252 ポンペイ遺跡
(第11次調査－
整理－)

2003.10.22～
　2004.1.14

イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

浅香正・江谷寛・坂井
聰・繁松泰成・Ｖ.イオリ
オ

POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2007

253 ポンペイ遺跡
(第12次調査－
整理－)

2004.9.23～
　　　11.2

イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

浅香正・江谷寛・坂井
聰・片山一道・繁松泰
成

POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2008

254 ポンペイ遺跡
(第13次補足発
掘調査－整理
－)

2005.9.3～
　　　9.25

イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

浅香正・江谷寛・丹羽
祐一・坂井聰

POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2009

255 ポンペイ遺跡
(第14次調査－
整理－)

2006.12.22～
　　2007.1.7

イタリア，カンパニア州
ポンペイ市

江谷寛・坂井聰 POMPEI Report of the Excavations at
Porta CAPUA 1993-2010


