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はじめに

　今回の調査は、京都第二外環状道路建設に

先立って実施しました。調査地は、長岡京市

下海印寺西条に所在し、長岡京跡の南西部

(右京七条四坊十一・十二町 )にあたります。

　また、小泉川左岸の段丘上に広がる縄文時

代から中世の集落跡である下海印寺遺跡の南

端にも位置しています。

　Ａ・Ｂ・Ｄ地区については、古墳時代の竪穴

式住居跡や長岡京期の溝跡などを確認したこ

とから、平成 21 年８月に現地説明会を行い

ました。今回は残るＣ・Ｅ地区の調査成果を

報告します。
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第１図　調査地位置図 (国土地理院 1/25,000　京都西南部・淀 )
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第２図　西条地区遺構配置図
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今回の調査成果

①古墳時代後期 (６世紀後半頃 )

　竪穴式住居跡　Ｃ地区からＳＨ127・350・

351、Ｅ地区からＳＨ101 ～ 103 の計６基が見

つかりました。ＳＨ127 の住居北辺中央には、

竈が備えられていました。住居内からは、当

時の生活用品である須恵器杯身・杯蓋・高杯・

土師器壺などの土器類が出土しました。

②奈良～平安時代 (８～ 11 世紀頃 )

　掘立柱建物跡　この時期の建物はＳＢ395

で、中世に築かれた堀ＳＤ111 によって建物

の西半分が壊された形で見つかりました。

③中世 (11 世紀末～ 12 世紀前半頃 )

　堀ＳＤ111・ＳＤ266　Ｃ地区からＬ字に屈

曲する堀が見つかりました。その規模は、南

北方向のＳＤ111が幅約6.5ｍ、深さ約1.5ｍ、

東西方向のＳＤ266 が幅約 5.2ｍ、深さ約

1.7ｍを測ります。ＳＤ111 には、堀を渡るた

めの土橋が築かれ、その下部には水を下流に

流すための石組みの排水施設が幅約 1.3ｍ、

深さ約 0.3ｍの規模で設けられていました。

　また、堀の内側には塀が巡らされています

が、土橋のある地点には門があった可能性も

あります。

　掘立柱建物跡　堀に伴う建物としては、２

棟の掘立柱建物があります。ＳＢ414 は、東

西２間 × 南北５間の南北棟であり、ＳＢ378

は東西２間以上×南北３間の建物です。

　中世墓ＳＫ34　Ｅ地区の北東隅において長

さ 2.3ｍ、幅 0.7ｍ、深さ 0.3ｍを測る土坑

が見つかりました。土師器皿・鍋、白磁椀が

出土し、墓跡と考えられます。

④近世 (17 世紀前半～ 18 世紀中頃 )

　近世には、堀ＳＤ111 は再利用されたよう

で、中から多くの陶磁器類が出土しました。

　土器類のなかには、寺院の関連遺物 (17 世

紀前半頃の花瓶・香炉など ) も多く見られま

す。

まとめ

①大規模な堀によって方形に区画された施設

の一画を検出しました。区画内部の施設とし

ては、２棟の建物跡があります。11 世紀末

から 12 世紀初頭頃に築かれた在地領主層の

屋敷地であった可能性があります。

②12 世紀前半ころの掘立柱建物跡５棟や柵

列も見つかりました。堀に比べて大きく方向

の異なるものです。

③古墳時代後期の竪穴式住居跡６基を新たに

確認し、今年度の調査地全体では、古墳時代

前期の竪穴式住居跡１基・古墳時代後期の竪

穴式住居跡７基となりました。
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 遺構番号 規   模 

竪 ＳＨ101 6.6×6.6ｍ 

穴 ＳＨ102 6.6×5.8ｍ 

式 ＳＨ103 6.0×4.0ｍ以上 

住 ＳＨ127 4.4×3.8ｍ 

居 ＳＨ350 7.2×7.6ｍ 

跡 ＳＨ351 5.0×3.2ｍ以上 

 ＳＢ12 １間(2.2ｍ)×２間(5.6ｍ) 

掘 ＳＢ15 １間(2.2ｍ)×２間(4.6ｍ) 

立 ＳＢ30 ３間(4.6ｍ)×４間(7.0ｍ) 

柱 ＳＢ46 ２間(5.6ｍ)×３間(10.0ｍ) 

建 ＳＢ378 ３間(4.5ｍ)×２間(3.4ｍ)以上 

物 ＳＢ385 ２間(3.6ｍ)×３間(6.0ｍ) 

跡 ＳＢ395 ２間(4.5ｍ)×１間(2.1ｍ)以上 

 ＳＢ414 ２間(4.6ｍ)×５間(9.0ｍ) 

竪穴式住居跡ＳＨ127 近景

遺物出土状況
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