
返 健

大阪府

浜 口遺跡 (恒称)[はまぐ剖※ 大 阪 市

<1'1世石塔 1 939~j:: 7月 4 9.~ (4京現存} 大匝市土木師{下水道工事中)

o JII勝政太郎 f資料 大阪浜ロ町発燭石道五鎗略J'1史道左美術Jlt-'){過巻118}) :194.0年

。中 村 " '"笹..襲納通産ー石亙鎗絡を出土した住之江区候ロのー遺跡についてJ'1大阪 1982年

の歴史J6)

総渡官陣 (66次)[なにわのみや】※ 大 阪市

古代都減 74.10-75.2 1点 以 上 大旺市教育書員会 ・媛波富雄顕舵会

。鍵波宮地瓢膨会 : 1鍵政省跡研究調査年領 1914J : 1916写

。読詩文研 『第1回木簡研究集会記録J(各遺跡幽土の木簡 (迎加)の項:1976年

。栄11/.氷i重男 'm大復城周辺出土の木簡J(iQ手門学院綾地学術間資香U会 『大坂娘三の丸 1982年

跡 追手門学院大手前高等学校 中学校の峻命題鍍に伴う発拠囲網輩J)
。泉北勾古館 n，された世界大阪府下出土の墨書土器 文字瓦と木簡鹿J : 1984年

。木簡学会制 『日本古代木簡選』岩波書盾 1990年

。沖織成也 e伎様情編 『上代木簡資料集成』おうふう : 1994年

総遮宮跡(100次)[なにわのみや)※ 大阪市

古代都城 76.10φ77. I 2点 大阪市文化財協会

。大阪市文化財院会 : 1大阪府道高速大阪東大阪絡の通過に伴う鍵篠宮瞬発磁調査限緩J : 1976年

。大阪市文化財鳩会 : r是政省雄の研究第7(錫告編)J : 1岨1'1'

。栄原永遭~現大阪媛周辺幽土の木簡 J ，追手門学院綾地学術網査審員会 f大妓娘三の丸;1982年

: .. ←追手門学院大手前高等学校 中学校の校舎建篠に伴う発組関査J)

総渡宮跡 (NW97-3次)(伝にわのみや} 大阪市

古代都嫁 97.5-98.3 3点 大阪市文化財 協会

。住厳随李崎務 I巨石を周いた前期鍾波宮の石組み1健J，大阪市文化刷協会 『厳火J73) ;1998年

。孝臨機佐級隆 『池状水溜め 水溜め木枠一大阪市中央体育館跡植の調査その2J ，大阪市文 :1開 8年

化財協会 『掌火J74) 

。佐蔵峰 『賂議官の木簡一大阪市中央体育館跡地の調査その3J'大阪市文化財協会 『篭:1998年

火J76) 

。大阪布文化財協会 『銀政省祉の研究第11前期鰻厳宮内裏西方官術他械の周牽J :2000年

。佐語検 「大阪 簿夜宮跡J'1木簡研究J21} :19抽年

。木簡告訴会編 『日本古代木簡集成』東京大学出版会 :20閃年

磁波宮跡 (大阪府警務本都庁禽新祭に伴う調査)[なにわのみや〕 大阪市

古代都拙 99.2-99.11 32点 大阪府文化財調弦研究センター

。大阪府文化附"'''研究:r鑓該宮跡北西の発姻鯛褒 大阪府管窮本節新庁舎新第工事に伴う大飯峻跡 20曲年

センター その6)姥鍋調査速線』

。大阪府文化財調査研究:1大原城lJln大妓蟻跡努幅四査報告書 E一大阪府瞥税局ド飾新庁舎新築工事に 2002年

センター j伴う発短調査線告書 {本文編)，図版繍)(f寸図縦)J ，大阪府文化財調査研究 1

:センター調査線告書74)

。江縄，.大阪選槍宮跡J'1木簡研究J22) 初回年

。木簡学会儒 : 1 日本古代木簡集成』東京大学幽阪会 :2003年

大S直線陣 {第一合同庁舎予定地)[おおさかじよう】 大阪市

近世擁邪 53.10 I点 大阪市立大学大匝媛祉研究会

。大阪線維研究会 : 1大阪峻の研究研究予禽線密tl : 19~年
。索願朱趨男 現大綾織周辺出土の木簡J，選手門竿院陵地学術調査後険会 『大妓棟三の丸:1982年

(勝 進手門学院大手前高等学校 中学館の縫合趨集に伴う発姻調査J)
。八木久栄 大阪 大阪械跡 (1)J (r木簡研究J13) : 1991年

大板減陣 (32次 )[おおさかじよう ) 大 阪市

近 世拙朝嫁下町 68.10-69.2 26点 大 阪 市 教 育 昏 員 会 鍵 波 宮 地 嗣 彫 会

。大阪市教養 : r昭和叫年度(第31次第32次第J3~) 建訟宮跡"を.5.J : 1969竿

。栄11/.永;J!!Il現大飯峻周辺凶土の木簡J，追手門学院俊絶学術調査省民会 『大塚線三の丸 :1岨 2写

:跡 追手門学院大手前高等学校 。中学校の校舎建策に伴う発楓調査J)
。八木久栄 大阪 大原犠跡 (2)j (r木簡研究J13) : 1991年
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大阪府

大緩織跡 (与カ厘歎陣) [おおさか じよう]※ 大阪市

近世減郭 71.7-71.8 !I 点 難波宮祉顕影会

。雄被宮祉顕彫会 『議ノ宮ランプクェー工事に伴う予備調楚慎重要J :1971年
。大阪市文化財協会 『媛議官跡研究調査年線 1971J : 1972年

。栄煽永;J!男 f現大仮峨刷辺倒土の木簡J(ii!.手門司排除俊地学術調査書良会 I大坂娘三の丸:1982年
l跡 迎手門学院大手前高等学校 中学授の校舎組集に伴う発繊細査J)

大綾城跡 (62次) [おおさかじよう〕※ 大 阪 市

近世城郭 74.9-74. 12 I点 質量波宮祉顕彰会

。大阪市文化財悔会 『纏厳宮跡研究調査竿oi1914J : 1976年
。集係永遠男 。『現大妓峻凪辺幽土の木簡J(迫平門学院綬地学術調査委員会 『大型E様三の丸:19目年

:勝一迫手門学院大手前高等学校 中学伎の俊舎建築に伴う発組調査J)

大坂緩跡(1叩次) [おおさかじよう]終 大阪市

近世減軒 76.10ー77.1 2.~ 大阪市文化財協会

。大阪市文化財協会 : I大阪府道高連大阪東大阪線の通;I!Jに伴う鰻波宮跡発短調査顕微J : 1976年

。大阪市文化財協会 : r媛議官雄の研究第7(線告編)J : 1981年
。栄原永遣労 現大援峻周辺出土の木簡J(退学門学院校3色学術調査筆員会 『大妓域三の丸i9回年

勝-i(l手門学院大手前高等学校 中学僚の綬舎組策に伴う鐙銀調蓑J)

大1&.-跡(I!行厘数跡) (122次 )(おおさかじよう】※ 大阪市

近世嬢朝77.7-77.10 11点 大阪市文化財協会

。大阪刊行文化財憾会 : r鍵故宮跡窃究細筆年鍬 1975-1979. 6J 
。大阪制作文化財脇会 : r鍵政省枇の研究第叫

大寝減跡(171次)(おおさかじよう]※ 大阪市

近世城郭 80.2-80.3 I点 大阪市文化財協会

1981年

: 1984年

。大阪市教委 大阪市文:r附ロ"年度鎗該宮跡緊急発鍋調査線告別 : 1984年

化財協会 i 
。象阪永遠男 rg!大妓線網辺倒土の木簡J( i{!手門学院陵地学術調査委員会 『大毎駿三の丸:1982年

:跡一週手門司排除大手前高等学校 中掌伎の俊舎..築に伴う楚鍋調liJ)

:i<坂嫌跡 (NW82-24次 ) [おおさかじよう] 大阪市

近世城郭 82.7-82.12 19点 大阪市文化財協会

。大阪市1<化財協会 『大妓峻跡VIJ
。略，J丞1f1;台 中川{書作 f大阪 大鉱脇島本J(1木簡研究J5) 

大坂城跡(OS86-20次) [おおさかじよ う) 大阪市

近世扱軒 86.8-86.10 314点 大阪市 文化財協会

。道援般 rr船渇』道修町の発纏調査J(大阪市文化財協会 『竃火J5) 
。中尾芳治 大阪 大底抜跡J仰木簡研究19)

大垣城跡 (江戸期) (AZ87 -5次 )[おおさかじよう〕 大阪市

近世都市 87.6-87.9 約3000点 大阪市文化財協会

。議殿 「大阪 大阪繊跡 (2)J (r木簡研究J¥0) 

大板減跡 (豊臣嗣城下町) (OS87 -78次) [おおさかじよう] 大阪市

近世城郡 。都市 87.8-87.11 37点 大阪市文化酎協会

。大阪市文化財協会 『大板嫌跡¥U
。悶<j>/荷'"大阪 大板減跡 (I)J (r木簡研究J¥0) 

大S直線跡 (豊臣民大1&減陣)(OS88 -8次) [おおさかじよ う〕 大阪市

近世捕邪都市 88.4-88.5 13点大阪市文化財協会

。吉本佐知子 南秀峰 大阪大家織り)J (r木簡研究J12) 

鳳図慶一 議般 鈴木努j
輿伊雌純伝尾t富裕 j
中川憎作 鳥賠償子

大塩機跡〈江戸時代綴代家臣置数跡) (NW88 -1次 ) [おおさかじよう) 大阪市

近世埴郭 ・都市 88.4-88.105点 大阪市文化財協会
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近 鰻

。大阪市文化財協会 : r難波宮祉の研究第U :，-年
o議毅 江戸時代城代家臣屋敷出土の盤書木製品J(大阪市文化財協会 fl医火J20) : 1989年

。宮本佐知子 南秀雄 大阪大坂峻 (3)J <r木簡研究J12) : 1990年

限飼慶ー 議窓鈴木秀:

典伊藤純松尾(!修 I

中川信作鳥居信子

大坂城跡 (豊臣民大板場跡) (OS88.113次) (おおさかじ よう〕

近世埴郭 ・都市 89.2-89.3 1点 大阪市文化財協会

。大阪市文化財協会 『大飯城跡'>1

0'吉本佐知子 南秀雄 『大阪 大妓峻 (3)J <f木簡研究J12) 

黒岡E堅 議運愛鈴木秀;

奥伊藤純怯尾'"修

中川備作烏"'慣平

大犠瞳跡(豊臣氏大坂城跡) (OS88-121次)(おおさかじ よう]

近世措郭 ・都市 89.3-89.4 1京 大阪市文化財協会

。大板市文化財脇会 『大坂減跡V11
。宮本佐知子 商秀雄 f大阪大妓峻 (3)J <W木簡研究.n12) 

保田鹿ー 議綾鈴木秀

典伊厳純怯 尼僧硲 。

中川慣作鳥居情子

大阪市

大阪市

大綾城跡 (徳 川氏大板城下町畳跡)(OS89 -19次)(おおさかじよう ] 大阪市

近世城郭 ー都市 89.5 -89. 7 3長 大阪市文化財協会

2003年

1990年

"ω年

1990年

。鈴木秀典 rr生豆大明神』と盤..された木箱J(大板市文化財協会 『驚火J25) ~I開。年

。大阪市文化財協会 : r大板減跡、官J : 2叩 3年

。宮本佐知子 商秀鐘 大阪 大型反械 (3)J <11'木簡研究.JI12) : I目。年

黒酒慶一 議設鈴木秀j
典 伊藤純 怯尾{書俗 :

中川{曾作 鳥居{君子 ; 

大坂城蹄 {徳 川氏大綴織下町E陣) (0589 -41次) (おおさかじょっ} 大阪市

近世械軒 ・都市 89.6 -89.8 1点 大阪市文化肘協会

。大阪市文化財協会 『大奴械跡"1
。宮本佐知子 商秀雄 f大阪 大家 械 (3)J (f木簡研究J12) 

瓜図'" 議鍍鈴木秀

奥伊展事純伝尼僧俗

中川{省作鳥居冊子

大綾織跡(江戸時代与力同心屋敷跡) (OS89 -89次) (おおさかじ よう〕 大阪市

近世地郭都市 89.10 1点大阪市文 化財協会

。宮本佐知子 南秀緩 大阪大阪城 (3)J (f木簡研究J12) 

黒岡慶ー 森鍛鈴木秀j
典 伊 薩 純 必尼僧裕 j
<f'J!l18作鳥居信子 : 

大綴織跡 (豊臣氏大坂城跡) (OS89 -90次) (おおさかじよう } 大阪市

近世被郭都市 89.10 3点 大板市文化肘協会

。宮本佐知子 補秀雄 f大阪大度減 (3)J <r木簡研究J12) 

黒悶慶ー 蕊集委鈴木舞 l

典伊藤純松尾慣俗

中川信作 鳥居信子

大議機蹄 (豊臣民:>;l!i城跡) (OS90-20次)(おお さかじ よう} 大阪市

近世域事B 城下街T 90.4 -90. 5 5点 大阪市士化財協会

。伊藤純 西成郡美努郷の一隅J(大阪市文化防脇会 『董火J30) 

0大阪市文化財協会 : r大坂嫌跡、叫

0'"尼僧俗 伊様純鳳大阪大坂峻跡J(1木簡研究J13) 
関慶- . <t/j博 司 勉 居:
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'"子
大坂城跡{笹川氏大坂緩下町跡) (OS90 -50次) [おおさかじよう } 大阪市

近 世機 郭減下町 90.7. 90. 11 6長 大阪市文化財協会

。伊様純 『西成郡美努郷の 隅J [犬阪市文化附協会 『筆火J30) 

。大阪市文化財協会 『大板峻跡河』

。'"尼僧俗伊綴純黒 f大阪大復械跡J(f木簡研究.1113) 

図陵 中村博司鳥居 i

情子 : 

大板城跡(重量臣氏大坂城跡) (OS90 -58次 )[おおさかじよフ】 大阪市

近 世城 郭揖下町 90.8-90. 11 2点 大阪市文化財協会

。大阪市文化財脇会 『大絞被跡1'11
o絵尼僧俗 伊雌純然 f大阪大割反核跡J(r木簡研究J13) 

図慶 中村博司烏届

情子

大坂城跡 {佐賀藩大坂蔵屋敷跡船入遺構) [OS90 -75次) [おおさかじよう }

近世 機郭 械下町 90.9-90.11 3点 大阪市文化財協会

。大阪市文化財協会 : r旧佐賀語大型反旗座敷船入遺割問潤宏保告S
。鈴尼僧俗 伊藤縄#1:大阪大坂城跡J(1木簡研究J13) 

図陵 中村怖司鳥居j
{宵子 : 

大級嫌跡(OS91-34次) [おおさかじよう〕 大阪市

近世減郭 91.7-91.8 点 大阪市文化財協会

。大阪市文化財協会 : r大坂城跡、吋

。崎山洋 黒凶!l!-. I荷大阪大版械跡J(r木簡研究J15) 

水和鳥居信子 豆谷市:

之 :

大坂城跡 (OS91.32次)[おおさかじよう] 大阪市

近世 減郭 城下町 91.7-91.10 1点大阪市文化財惚会

o大阪市文化財協会 : 1大夜城跡vnJ
。 値 木 久 伊 藤 純大r&.:r大阪大坂犠跡J仰木簡研究J14) 
可乃 t 

大緩滅酔 (OS92.12次)[おおさかじよう] 大阪市

近世塘郭 92.6-92.73点 大阪市文化財協会

o大阪市文化財協会 『大板城跡vnJ
o ff!lJ洋思悶慶ー消 f大阪大飯峨跡J，[木簡研究J15) 

水 和鳥居信子豆谷清

之

大2直線跡 [OS92-16次)[おおさかじよう] 大阪市

近世揖下町 92.6-92.7 1点 大阪市文化財協会

。大阪市文化財協会 『大坂場跡¥U
。繍山洋無関俊一 清 f大阪大板減跡J([木簡研究J15) 

水和烏底{虚子豆谷橋

之

大2直線跡 (OS92-74次) [おおさかじよう] 大阪市

近世 被郭 城下町 92.2-92. 5 23点 大阪市文化財協会

大阪市

。細管済 f森ノ宮の絶下に埋もれた遺跡J(大阪市文化財協会 r掌火..1148) 

。河村健史 f大坂機跡凶土の蒔絵の香道具J(大阪市文化財協会 『葦火.049) 

o大阪市文化財協会 『大家械跡VlJ
。趨留済訟尼僧絡佐「大阪大阪峻跡 (2)J <r木簡研究J(6) 

藤海鳥居{富子豆谷浩

之
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1991年

1991年

J9例年
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2003年
1993年

2003年

1993年

1994年
1994{手

20024'-
1994年



近 .. 

大l&滅跡 (0594-33次) [おおさかじよう 〕 大阪市

近世措 抑制 10-94.121点大阪市文化財協会

0'恥図慶一 'ft臣氏大坂織の1ヒ外廓J，大阪市文化財協会 『筆火J55) 

。大阪市文化財協会 : 1大家娘跡V11
。黒限度一 : ，大阪大坂峨跡J"木簡研究J11) 

大坂城跡 (NW94-20次 )[おおさかじよう〕 大阪市

近世城郭 95.4-95.53点 大阪市文化財協会

。淑図陵大坂嫌跡の 『てつはう』木簡J (大阪市文化財協会 『到底火J58) 

。黒岡lI!- 繭秀雄鳥大寂大反核跡J(1木簡研究J18) 

居信子亙谷裕之 : 

大坂城跡(0595-26次)[おおさかじよう ) 大阪市

近世措抑 95.9 2点 大阪市文化財協会

。大阪市教委 大阪市文:1平成7年度大阪市内埋蔵文化財包蔵地発熔調査線告書』

化財協会 i 
。胤閥復ー 南秀雄 鳥大阪 e大療機跡J'1木簡研究J18) 

居{君子豆谷浩之 : 

大2直線臨 (OS96-32次) [おおさかじよう) 大臣市

近世城朝 96.9-96.10 2点 大阪市文化財協会

。大阪市文化財協会 : 1大阪市哩蔵文化財発掘調査線告 '9同年度』

。線開腹ー 大阪 大坂核跡J'1木簡研究J19) 

大板減跡 (0597-1次)[おおさかじよう ] 大阪市

近世城郭 97.4-97.10 点 大阪市文化財協会

。大阪市文化財協会 : 1大原織跡IVI
。平図洋司 犬阪大妓織跡J(!木簡研究J20) 

大坂城陣 (0599-48次)[おおさかじよう ] 大阪市

近世城下町 99.10-99.12 3点 大阪市文化財協会

。大阪市文化財協会 : I大阪市狸厳文化財発掘調査報告円四 印刷年度』

。累図後 辻美紀 大阪大反核跡J'1木簡研究J23) 

大板城跡 (OS99-59次)[おおさかじよう〕 大阪市

近世滅下町 99.12 2点 大阪市文化財協会

。大阪市文化財防会 。『大阪市埋蔵文化財発綱調査線告 1999. 2000年度』

。風岡慶ー 辻美紀 「大阪。大坂織跡J"木簡研究J23) 

大坂城跡 (NW99-23次)[おおさかじ よう] 大阪市

近t量級下町 00.2-00. 4 1点 大阪市文化酎協会

。黒回旋ー 辻美紀 大阪大坂減跡J(1木簡研究J23) 

大坂減跡(0500-52，欠) [おおさかじよう 〕 大阪市

近世城下町 01.I 3点 大阪市文化財協会

。大飯布教露 大阪市文:1近後興衆株式会社による建殴工事に伴う大原織発担臨調査 (0500-52)綴告書』

化財協会 j 
。大阪市教委 大阪市文:r平成<2年度大阪市内埋蔵文化財包陵地発抱調査銀各省』

化財協会 ! 

。佐繕隆 大阪 大販機跡J'1木簡研究J24) 

大坂塙跡(大手前高等学桂桂舎改築に伴う調査) [1次)(2次)[おおさかじよう]

近世核抑都市 86.9-87. 3， 88.8-89.2 78点大匝府教育委員会

。佐久間賞士 大阪 大妓機跡J'1木簡研究J1I) 

大坂城跡 (大匝府警家本部の施設相設に伴う調査)[おおさかじよう } 大阪市

近世城郭都市 89.4-89. 6 4点大阪府教育委員会

。大阪府教委 : 1大絞織跡発楓調査概要E一大阪府望書窺本部施股憎築予定地』

。佐久間賞士 大阪 大復織 (1)J <r木簡研究J12) 

大阪市
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大板城跡 (府立婦人総合セ ンタ 建位に伴う調査 ) (おおさかじよう〕

近世嫌軒都市 89.7-90.514点大阪府教育委員会

。佐久間貸土 大阪 大復減 (2)J <r木簡研究J12) 

大級織跡 (90年度調査、 lA調査1&)(おおさかじよう } 大阪市

近世 減航 機下町 90.4-91.31点 大阪文イヒ財センター

大阪府

大飯市

1990年

。大阪文化財センタ : 1図録大原験跡の調査は(大坂被跡発鋼臨調1i.概要J) : 1991年

。大阪府文化財セ J ター 『大娠犠跡発短調査領告 l 大阪府庁舎 周辺鐘備車業に伴う埋磁文化附短編 2002年
調釜組告書 (本文編) ("然将学 考織編) (写真図版編)J(大阪府文化財セ ン:

ター調査.&"78)o.柄俊夫 大阪大板域勝れ)J <r木簡研究J16} : 1994年

大lli繊陣 (9)年度調査、 20調査 1&)(おおさかじよう] 大阪市

近世 城締 措下町 91.4-92.3 14点 大版文化財センター

。大版文化財センター : r図録大飯城跡の調査21(大旗城跡発御調査概要4) : 1992年

。大阪文化防センタ : 1大嫁械勝の発御調査21(大続減跡発縦綱査概要3) :1992年
。大阪府文化財セJ ター:r大坂械跡発倒調査細管 I 大阪府庁舎 湖沼鐙悔事実に伴う穆蔵文化財提偲 2002年

綱1i.錫e・{本文樹) (自然将学 考積網目) (写真図版餌)J(大阪府文化削セン i

ター周釜鰍告書78)

。鋤柄俊夫 大阪大複線跡(I)J (r木簡研究J16) : 1帥4年

*-板滅陣 (92年度調査、3A. 3B調査1&)(おおさかじよう} 大匝市

近 世 揖 朝 嫁下町 92.4-93.6 11点大匝文化財センター

。大阪文化財センター : r留保 大坂械鱗の綱査'J(大躯城跡鐙綴調査概要6) ; I蜘年

。大阪府文化財セrタ : 1大販機跡宛姐調査報告 l 大阪府庁舎 州辺整備本集に伴う唄蔵文化財発姻;2002年

(別交ta.'&11 (本文繍) (自然料学 湾機偏) (写真図版稲川(大阪府文化財セ =--;

:タ}調査鰍告鎗78)

。鋤桝俊夫 大阪 大原城跡(I)J <r木簡研究J16) : 1994~ 

大2直線跡 (93年度調査 .4A飼 査 区)(おおさかじよう 〕※ 大阪市

近代都市 93.7-94.6 I点 大阪文化財センター

。大阪文化財センター :1大鉱物食跡の兎鋼調査4J(大飯峻跡発鋸間豪概要7) : 19例年

。大阪府文化財センタ :1大智圧倒鹿跡発緬調査線告 1 大阪府庁舎 周辺鑑備事業に伴う埋蔵文化例発緬;2002年
j調査線...(本文編)(自然将学 考務縮)(写真図版編)J(大阪府文化附セ ンi
:ター田査..告書78)

大坂擁跡 {大匝府聾喫本都庁舎新績に伴う圃査) (おおさかじよう] 大阪市

近世峻下町 ・捕軒 99.2-99.11 67占 大阪府文化財閥査研究センター

。大阪府文化財調査研究:1層厳宮跡北西の発楓調査一大阪府答務本郎続庁舎新築工事に伴う大坂擁跡 :2000年

センター その的第矧綱査速緑』

。大阪府文化財調査研究:r大坂敏雄 E 大坂犠跡発鍋調1UlI.i!f.l]-大阪府警禽本郷続庁舎続築工事に;2002年

センター :伴う発掘関釜領告書{本文編)(図版編) (付図編)J (大阪府文化財綱査研究:

センター調査線告書7<)

。本岡京徳子 ;)，#和美 『大阪 大原媛M:J(r木簡研究J22) 20同年

大板減三の丸遺跡 {おおさかじよ うさんのまる〕 大阪市

近世城軒 80.2 -80. 4 6点 追手門学院位地学術調査書且会

。迎手門学院枝地学術調:1大絞娘三の丸跡ー追手門学院大手前高等学校 中学校の校舎..篠に伴 う発焔:1同 2'ド

造審民会 j調査』

。藤井直正 栄阪永通男大阪大鉱減三の丸(京繍ロ}遺跡J(1木簡研究J2) :1980年

。栄豚永澄男 現大坂減畑辺出土の木簡J(迫平門学院校旭学術調査袋貝会 『大坂城三の丸 1同 2年

:勝一週平門学院大手前高等学陵 中学僚の佼舎建築に伴う楚鳳調査J)

大額縁三の丸遺跡 {おおさかじよ うさんのまる} 大阪市

近世減郭 81.4-81.10 12点 大手前女子大学史学研究所

。大複線三の丸跡調査研:1大辛口J : 1982年

究会 i 
。大手前女子大学史学研:1大板減三の丸跡E一大手前女子短期大掌の校舎吻績に伴う売却臨調査報告・J: 19田年

究所繍 大手前女子学部j
発行
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近 健

。蕗井"iE 大阪 大型巨犠三の丸{大手口}遺跡J<1木簡研究J.) 

;l;:lli雛下町陣 (OJ91.2次 )(おおさかじょうかまら〕 大匝市

近世減下町 91.10-92.43点 大臣市文化間協会

。"，尾f宮硲 楠山洋 精大阪大坂峻下町跡J<1木簡研究J15) 

木和伊藤純鳥居帽子 i
箆谷橋之

大lli域下町跡 (OJ91-ll次 )(おおさかじょうかまち} 大阪市

中 世 近世集落媛下町 92卜 92.5 72点大阪市文化財協会

。"，尼僧術 情山裕司宵 『大阪大複媛下町跡J<1木簡窃究J15) 
水利 伊繕純鳥居(8予

豆谷浩之

大坂城下町跡 (OJ92-1次 )(おおさかじ よヲかまち〕 大阪市

近世描下町 92.4.92.7 214占 大阪市文化財協会

。"，尼僧彬 楠山神 f身大阪大販機下町跡J(1木簡研究J15) 
永 和 伊 脱 純 島崎慣子

豆谷前向之

大名直緩下町陣 (OJ92-18次)(おおさかじょうかまち〕 大阪市

近世線下町 92.9-93. 2 27点 大阪市文化酎協会

。滋般豆谷 靖 之 楠 山 大 阪 大 板 媛 下 町 跡J<1木簡研究J16) 
静粛秀鍾鳥居憎子 : 

;1;:額縁下町跡 (OJ92-24次 )(おおさかじよヲかまち} 大阪市

近世械下町 92.11 -93. 2 I点 大阪市文化財協会

。議"'l'l谷浩之 横山大阪 大型反核下町跡J(1木簡研究J16) 
得附秀峰鳥居信子 i 

大2匝城下町跡 (OJ92-33次 )(おおさかじょうかまち] 大匝市

近世拙下町 93.2-93.4 2点 大阪市文化財協会

。議駿豆谷裕之 鳩山 『大阪大鹿峻 FIf跡J(1本術研究J16) 
1車問秀..鳥居信平

大lli城下町跡 (OJ94-15次 )(おおさかじょうかまち] 大臣市

近惟拙下町 95.4-95.53点 大阪市文化財協会

。毘谷裕之 rI1ヲ~.. . Iゐ f大阪大型E嫁下町跡J<1木簡研究J18) 
居帽子

大寂滅下町陣(OJ94・16次 )(おおさかじ主うかまち} 大阪市

近世減下町 95.4-95.1 28点 大阪市文化財協会

。豆谷槍之 rI1秀雄鳥大阪大軍蛾下町跡J<1木簡研究J18) 
思H信子

大lli減下町陣 (OJ97-6次 )(おおさかじよフかまち] 大臣市

近世措下町 97.9・97.12 2点 大阪市文化財協会

。1青木"大阪 大販機下町跡J(1木簡研究J2J) 

住友嗣吹所跡 (J次) (曲90-1次 )(すみともどうふさしょ] 大阪市

近世嗣情鎌所・豪商住宅 90.5 -91.5 13点 大阪市文化財協会

19田年

1993年

1993年

: 1993年

: 1994年

1994年

1994年

1996年

1996年

19開年

。鈴木秀興 滑ホひかる 『江戸時代a最大の精錬遺跡住友銅吹所の捷綱J(大阪市文化附協会 11'火J29) : 1990年
。大阪市文化財協会 : 1住友銅吹所跡発鎚調査線告(本文) (図面 図版}一俊宏般行鰻谷続 yステ:1998年

ムセ Y タ一泊般に伴う発姻調査報告.1
。鈴木劣輿 「大阪 伎友鋼吹所跡J<1木簡研究J13) : 1991年

住友圃耽所跡 (2次) 10891・1次 ) (すみともどうふきしょ ] 大阪市

近陛鋼楠蹄所跡 91.11-92.1 3点 大阪市文化財協会

。大阪市文化財協会 : 1住友鋼吹所跡発掘調査報告(本文) (図箇 図版}ー他友銀行鰻。新ンステ 1凹8年
:ムセンタ-111'に伴う発短調査線@嘗』
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大阪府

。鈴木秀典 大阪 住友銅吹所跡J'1木簡僻究JI4)

。{木簡研究}編集;.民木簡研究ー岡修木簡釈文釘正 大阪伎!i:創吠所跡J'1木簡研究J15) 

1992年

: 1993年

会

勝 山遺跡 {かつやま〕 大 臣 市

中世遺物包属地 90.10・回 " 点 大臣市文化財協会

。低調航百合予 大阪 紛tlJi8_事J何本舗研究J13) : 1991年

山之向遺跡 {やまのうら】 大阪市

中役割;a関係遺跡 91.2-91.3 1点 大阪市文化財協会

。"'，本啓子 山之内遺跡のまじ化い札J，大阪市文化財協会 『修火J33) : 1991字

。紙本暦子 大阪 山之内遺跡J'1木簡研究J13) : 1991if: 

事蓮東遺跡 [されひがし] 大阪市

中世jjH喜 92.3-92. 8 I点 大阪市文化肘協会

。大阪府敬愛 大阪市文:r平成2年度大阪市内埋緩文化財包繊泊宛鰍調査線'&IIFJ : 1991年

化附協会 j 
。位脱腸 悶足跡穂怨民 嘗2警東遺跡の中世集落と中国製磁器J，大阪市文化財協会 『球火J40) : 1992年

久保向上。飯野史 ( 

。悶島禽1"" 般のはなしJ，大阪市文化隙協会 f司聖火J40) : 1992年

。位雌隆久保F目士 大阪事進策遺跡J'1木簡窃究J15) : 1993竿

桑海遺跡 (KW91・8次)【〈わづ】 大阪市

古代集結 91.6-91.8 I点 大匝市文化財協会

。高繍工 『粂樽遺跡から日本債古のまじない札J，大阪市文化附愉会『俵火J35) ・1991年

。大阪市文化財協会 『桑滞遺跡発姐調査旺観告J : 1998年
。高櫛工 『大阪桑湾遺跡J'1木簡研究J14) : 1992年

長原遺跡 {ながはら]

古代集落 92. '1 
。清水利明 鳥居信子

。清水干個別

。木簡学会編

大臣市

i点 大匝市文化財協会

rJ長原星Jの木簡J，大飯市文化財協会 『鉱火J61) 

大阪 畏原遭跡J'1木簡研究J18) 

: 1日本古代木簡集成S東東大学幽阪会

字
信
半
年

M

四

%

凶

9

9

0

 

1

1

2

 

長原遺跡西南地区 (NG95• 49次 )(ながはら〕 大阪市

古代水悶 95.11-96.2 1点 大阪市文化財協会

。大阪市文化別協会 『大阪市平野区役原 瓜舷遺跡発質量調査線告XVJ ;20叩年

。宮本版恰鳥居情乎 『大阪長原遭跡J，r木簡研究J25) :2003年

平野環濠郡市遺跡 (ひらのかんごうとし〕 大 阪市

近世陣邑 92.'i <1点 大阪市文化財協会

。中村樽司 平野小学校の泡下から発見された木簡J，大阪市文化財協会『葦火J37) :199Zq:. 
o中村岡宮大阪 平野環機鶴市J宣跡J'1木術研究』凶 ;1993年

四天王寺旧境向温陣 (5194. 7次 )(してんのう じきゅう』打・だい} 大阪市

近世寺院 。集落 田 卜 95.3 3点大阪市文化財協会

。大阪市文化財絡会 : 1四天ま寺岡境内遺跡受鋸調査緩衝 JJ 
。佐属産峰 大阪 回実主寺田境内遺跡J'1木簡研究J18) 

1996年

1996年

議の宮遭跡 {もりのみや】 大 阪 市

古代集滞、中世水回 95.2 -95. 6 5省 大阪市文化財協会

。大阪府文化附協会 : 1殺の曾遺跡U一中央労働総合庁舎続営工事に伴 う楚編綱変値告書J : 1996盗事
。平町沖司 『大阪 畿の宮遺跡J'1木簡研究J18) : 1996年

加美遺跡 {剛 95-14次 )(かみ]※ 大 阪 市

古代鍛終 96.2-97.1 2点大阪市文化財協会

{文鰍なし}

加美遺跡(附田.51欠)(かみ〕 大 阪 市

古代龍滞 00.5-00. 11 点 大阪市文化財協会
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。事関洋司 鳥居{冨子 ， r大阪加美遺跡J(1木簡研究J23) 

広島藩大坂磁厘 歓 跡 (96年度調査) (ひろしまはんおおさか〈らやしき〕

近世蔵屋敷 96.5-96.10 約300点 大阪市文化財協会

2001年

大阪市

。伊藤純 ド天下の台所働を鱈る広島海蔵屋敷船入の調査J(大阪市文化財協会 『葦:19同年

火』制)

。大阪市文化財脇会 『広島播大坂蔵庫数跡 大阪市北区中之島田丁目における発姻調査』

。伊雌純鳥賠償子 豆 「大阪広島湾大坂蔵座数跡J(1木簡研究J19) 

谷清之 ! 

広島藩大坂蔵屋敷陣 (99年度調査)[ひろしまはんおおさか〈らやしき〕 大阪市

近世城下町 99.6 -00. 1 (200点 以 上 00年度調査とあわせて) 大阪市文化財協会

1997年

1997年

。岡村勝行 鳥居慣子 『大阪広島湾大坂厳虚像跡J(1木簡研究J23) :2001年

広島藩大坂蔵置数跡 (00年度調査)[ひろしまはんおおさかくらやしき〕 大阪市

近世城下町 01. 1 -01. 3 (200点 以 上 99年度調査とあわせて) 大阪市文化肘協会

。岡村勝行鳥居畑子 大阪広島湾大複蔵屋敷跡J(1木簡研究J23) 四例年

広島藩犬繁iit屋 敷 跡 (01年産調査) [ひろしまはんおおさかくらやしき] 大阪市

近世蔵屋敷 01.6-02.27点 大師市文化財協会

。宮本俊治 鳥居信子 大阪 広島再審大坂蔵屋敏跡J(1木術研究.B24) :2002年

細工谷遺跡 {さL、く出こ〕 大阪市

古代都塘 寺院 96.10-97.9 5点大阪市文化財協会

。富市晃 f細工谷遺跡出土の木簡J(大阪市文化財協会 『掌火J72) :¥998年

。大阪市文化財協会 r大阪市天王寺区細工谷遺跡宛鱈腐査報告 IJ : 19四年

。古市晃 大阪細工谷遺跡J(1木術研究.n20) : 1998年

。木簡学会編 : r岡本古代木簡集成』東京大学出版会 2003年

。大阪市文化財協会 : r奪火J12 :1998隼

天満本圃寺跡(TN97-1次)[てんまほんがんじ】 大阪市

近 世 寺院線下町 97.1-97.8 10点 大阪市文化財協会

。大阪市文化財協会 r天満本願寺跡発掴調査報告wJ ~19同年

。豆谷浩之 烏居{書子 大阪天満本願寺跡J(1木簡研究J20) : 1998年

中之島三丁目所在遺跡 (鳥取藩蔵屋敷跡)[なかのしまさんちょうめしょざい〕 大阪市

近世線下町 99.11 -00. 2 1県 大阪市文化財協会

。小倉徹也 鳥居慣子 「大阪 中之島三丁巨所在遺跡(島敗藩厳屋愈跡)J仰木簡研究J23) 田01年

東心斎権一丁目所在遺跡 [ひがししんさいばしいつらょうめしよぎb、〕 大阪市

近世都市 ol. 9 I点 大阪市文化財協会

。大阪市教委 大阪市文:r平成L3年度大阪市内埋蔵文化財包蔵地発倒網査報告書J :2帥 3牢

化協会

。小倉徹也 鳥居信子 大阪東心斎繍ー了目所在遺跡J[1木術研究J24) :2帥2年

。大阪市文化財憐会 : r到底火J98 :2002年

高松藩麗屋敷[TKOl-1) [たかまつはんくらやしき〕※ 大阪市

近世捕下町 02.1-02.2 10数点 大阪市文化財協会

。小図木富窓'"中之島5丁目所在遺跡(高怯藩磁屋敷勝}J [大阪市文化財脇会 『‘火』岨 :2同2年

。大阪市教委 大阪市文:I平成13年度大阪市内埋蔵文化財包蔵旭発磁調査線告寄J :2003等
化財協会

中之島六丁目所在遺跡{旧、大!i城下町)[なかのしまるくらょうめしよぎい)

近世蔵屋敷 02.8-02.10 1点 大阪市文化財協会

。大阪市文化財協会 : I大阪市埋蔵文化財発綱調査線告却01. 2002年度』

o小倉徹也 鳥居信子 中之島六丁目所在遺跡J(1木簡研究J25) 

堺環濠都市遺跡 [SKT19地点)[さ治時、かんごうとし] 堺市

中世都市 82. 7 -82. 11 2点 塀市教育委員会

01界市教委 : r幌市文化財調査線告)20
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: 2003年

2003年

1984年



大阪府

。堺市教委

。泉北宥古館

。野岡芳E

: r堺'"話帳笥3市遺跡発掘調査概要 1J 
: r配された世界 大阪府下出土の墨書土器文字瓦と木簡展』

大阪甥環濠都市遺跡JIr木簡僻究11) 

年

年

年

M
例

制

国

9

9

9

 

堺環漉都市遺跡 (SK口44地点)(きかb、かんご ヲとし] 塀市

中世都市 90.9 -90. 1I 点 場市教育委員会

。堺市教'" : r甥市文化財調査慨嬰報告)29

。噌図遺志 大阪 堺環濠繍3市遺跡J(1木簡研究J14) 

甥 環濠都市遭陣 (SKT428地点) (さかL、かんごヲとし〕 埼摩市

中世都市 94. I -94.4 2点 埼摩市教育委員 会

。甥市立腹文センター縮、:r幌市文化財調査鰻要領告167
場市教養発行

。十何良利 「大阪 場環務都市遺跡J(1木簡研究J20) 

堺環湾都市遭跡 (SKTl42地点) (さかu、かんごヲとし〕 堺市

近世都市 98.9-98.11 3点 堺市立湿蔵文化財センター

。堺市立哩文センタ 編、 『堺市文化財調査概要躯倉185
幌市教委発行

。永井正槽愉谷和彦 f大阪甥環濠郎市遺跡J'1木簡研究J23) 

堺環i蚕都市遺跡 {SKT123地点)【さかL、かんご うとし〕※

中世都市 85.1-85.25点以上 堺市教育委員会

。甥布教委 『幌市文化財繍査報告130

4界環濠都市遺跡 (SKT185地点) (さかL、かんごうとし〕※

中世都市 90.(月不詳 '4点 堺市教育委員会

。堺市教条 『幌市文化財調査線告146 

堺 環湾都市遺跡 (SKT261地点)(さかいかんごうとし〕※

中世都市 88.11 6点塀市教育委員会

。場市教香 『堺市文化財測査概要緑告19

堺市

堺市

. 1986年

場事市

. 1990年

， 1990年

1992年

1992年

19971手

， ¥998年

2000年

2001年

4界環湾都市遺跡 (叫T755地点)(さかし、かんごうとし〕 堺市

近世都市 98.11-99.11点 塀 市 立 埋 蔵 文化財センタ-

o場市立埋文セνター縦、 r..市文化財調査概要報告186
明刊行教'"発行

。永井正常 亀谷和居者 『大阪 堺環謙信事市遺跡JII木簡研究J23) 

北 花園口遺跡 (KHG2地点) [きたはなたぐち〕※ 堺市

近世集落 86.1-86.3 2点 堺市教育委員会

。場市教委 p"市文化財調査概要銀告J5

2000年

2001i:手

1990年

日置荘遭陣 (89年度調査)(ひきしよう ] 甥市

中世集落 89.9 -90. 3 3点 大阪府教育委員会・大阪文化財センタ ー

o大阪府教餐 大阪文化:r日置荘遺跡調査の概要ーその2-2 その~ ~ 1 9明年
財センタ

。大阪府教司盛 大阪文化:[日置lE遺跡 (本文編1(図版編) (分続 考翁編) ，付表) ，付図)ー近儀自 1995年

財センタ (動車道松原すさみ線および府道必原衆大津線組般に伴う発栂調査線告書』

。入江正削 大阪 日置在遺跡J([木簡研究J12) : 1990年

新金問更池遺跡 {しんかなおかさらいけ〕 堺市

中世集落 89.11-89.12 1占 堺市教育委員会

o堺市教委 : r新金陶更地遭跡努楓調査復要線告一川.8 防火水嶋砲点の調査J，堺市文化 1991年

j財調査慨要線告20)

。"関芳正崎谷和彦 大阪新金岡更池遺跡J([木簡研究J13) : ¥991年

長曽根適時 [々がそね] 堺市

中世銀務 93.1-93.3 I点 明市立温蔵文化財センター

。堺市立哩文センター編:r畏曽根遺跡発組調査院要銀各(本文) ，図版編) ，付図} 幌市長的機土絶:1996年
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近.

明市敏'Ii発行

。崎谷拘彦

:区画愛想事実に伴う発楓調査2J(明市文化財調査概要練習!i58)

大阪 展的問趨跡J([木簡研究J18) 

東日侵害山遺跡 {ひがしあさかやま〕 堺市

中世集落 96.6-97.3 7点堺市教育委員会

。幌市立糧文センタ】鋼、 『塀市文化財舗道概要報告J78
甥市教鐘発行

。池準雌" 嶋谷向摩 f大阪 東浅香山遺跡J(1木簡研究J20) 
。嶋亀谷'"彦 大阪 東議香山遺跡(第二0..) 釈文の釘歪と 追加J(1木簡研究J21) 

犬同盤崩隆寺 {いぬかいど う'"'、じ〕 岸和国市

古代 中世寺院 74.3-14.51点 岸和国遺僻調査会

。泉北母音節 『包された世界大阪府下幽土の墨書土器 文字克と水鱗属』

。近雌利幽 f大阪 犬飼蛍廃寺J'1木術研究J8)

吉弁遺跡 [よい、】 洋和岡市

古代終格 99.9. 00. 3 I点 大阪府教育委員会

。大阪府教委 『大阪府敏育委員会文化財調査事務所年鰍J4 

0上体史郎 「大阪 吉芥遮跡J(1木術研究J22) 

，)、.繍遺跡 (7，欠) (おぞね] 重量中市

中位集落 81.10-81.11 点 豊中市教育番目会

。!I中市教書 : 1小曽根遺跡第7次提楓調査lI:i!rJ(畳中市文化財調遂事a告52)
。柳本照男 大阪 4岨恨遺跡J(1木簡研究J<l

，(、I視遺跡((5次)(おぞね〕 豊中市

中世集落 89.1-89.6 3点豊中布教育委員会

。z築事三 「大阪.'J僧恨遺跡s仰木簡研究J12) 

穂積遺跡 (5次 )(ほづみ】 豊中市

中世線路 85.7-85.8 1長隻中市教育委員会

。岡上擁則 大阪 徳橋遭跡J([木簡研究J8)

上海島遺跡 目次 )(こうづしま〕 豊中市

中世集落 93. 3 -93. 6 l.~ 上海島遺跡調査団 ・豊中市教背番且会

。上海鳥遺跡欄筆閲 !I: r上津島遺跡第，>':受銅剣査報告J(盤中市文化財調査緩衝41)

中市教'Ii

。鳳偲聡，，& 『大阪 上海島遺跡J(1木簡研究J24) 

豊崎郡条里遺跡 {て しま ぐんじ ようり ) 吹岡市

中世条里 82.12 -83. 4 2.R. '!大図市教脊委員会

。西本安秀 大阪 壁嶋郡粂塁iI:跡J(1木簡研究J13) 

五反島遺跡 (下水処理藩鉱幅金属調査)(ごたんじま】 世間市

中世荷道 86.7-87.3 5点吹田市教育委員会

""年

1998年

: 1998年

: 1999年

¥984年

; 1986年

2001年

2000年

2003年
。1982年

1990年

1986年

1997年

2002年

1991年

。吹岡市教'Ii : 1吹図市五反島遺跡棚網釜緑".(第2分冊。桝柑}明3分冊写真 l醐年

i図短縮}←南吹岡下水処理渇建鎗に伴う発姐調査"".J
。吹関市立問物館領、吹:1吹岡市五反島温度勝受鍋調査報告書{遺物繍)一雨吹関下水処理渇建砲に伴四回年

図市教書発行 jう発銅調査鰻告書』

。西本女秀 大阪玄反島遺跡J(1木簡研究J13) : 1991年

地上 .彼遺跡 (57. 8区)(1、けがみ そね〕 泉大治市

中世集落 82.11 -82. 12 1点 大阪府教育祭員会

。大阪府教書 : 1池上 鎗根遺跡発繍縄査観要XVJ
。緑井奥鎌 大阪地上値根遺跡J(1木簡研究j6)

上回観過酷 [かみたペ] 高岡市

古代水悶 ・集格 69.5 13点 高岡市教 育委員会

。高槻市教舎 『上回都遺跡調査慨婆1969J

。満開市 『高槻市史J6 
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1983年

， 1984年

1969年

1973年



大阪府

o東北考古館 『犯された惟界大阪府下幽土の墨書土援 文字瓦と木簡廃』

r第 1閏木簡研究集会記録J(各遺跡出土の木簡(迫加)の項)

r日本古代木簡選S岩波書官

『大阪 上回部遺跡J(1木簡研究J14) 

年
信
平
年
年

制

時

酬

明

。z罪文研

。木簡学会編

。鷺森浩司書

郡 家今城遺跡【ぐん6打、ましろ〕 商 岡 市

古代集落田 (月不詳 2.~ 大駈府教育委員会

。高開市 : 1高槻市叫 6
。It森務事 ， r大阪 郎家今被遺跡J([木簡研究J14) 

1973年

1992年

郡家今城遺跡 (92-2) (ぐんげu、ましろ)※ 高槻市

古代官間 92.1-93. 3 I 最 高槻市教育書員会

。高欄布教委 『高拠市文化財調蒼鏡婆珊 嶋上遺跡鱒171 1993年

郡家川西遺酔 (嶋上郡街跡) (ぐんげかわにし〕 高岡市

古代官簡 70.10-70.11 1点 大阪府教育委員会

。大阪府教釜 : r嶋上部情跡発組調査慨要一高槻市郡家本町 清福寺町 川西町所在J(大阪 1971年

[府文化財調査概婆1970-1) 

: [高槻市史j6

: r記された世界大阪府下出土の墨書土器 文字瓦と木簡履』

。「大阪 郡家川西遺跡J(1木簡研究J14) 

。高槻布

。泉北考古館

。It，経治幸

1973年

1984寧

1992~ 

鴫上郡衛跡 (17-p、 18M)(しまがみぐんが】※ 高岡市

近世集落 79.5 -80. 3 l.~ 高岡市教育委員会

。高槻市教委 : 1嶋上部{奇跡発協調査概要4一高槻市郎家本町 郎家新町 消極寺町川西町:1時O年
( 今域町所在J(高縄市文化財調査概要

o高縄市教委 : r高槻市文化財句F線昭和53-54，55年度J : 1981年

富田遺酔 {みやた)※ 高岡市

中世集落 71.6-72.43点 前概市教育委員会

。高槻市 : r商関市史j6 1973年

大蔵司遺跡(だいぞうじ〕 高岡市

古代集落 80.6. 80. 9 3 ，~京 大阪府教育委員会 高岡市教育委員会

。大阪府教委 : 1大蔵詞遺跡発協調査概要一滴盆地区C地点の調査J(大阪府文化財調査慨要:1981年

: ¥981) 

。高槻市教委 : r高槻市文化財年鰍昭和53. 54 日竿度.JI : 1981年

。泉北考古舘 : r配された世界大阪府下出土の墨書土器 文字瓦と木簡展J : 1984年

。会図克行 大阪 大蔵司遺跡J([木簡研究J3) : ¥981年

健原南通跡 (3次)(かじわらみなみ〕 高 岡 市

古代集務 87.4-88.3 1点 梶原遺跡調査会

。梶原温跡調査会 : r梶原南遺跡発組調査報告書J : I開8年

。宮崎康綾 大阪 院原南遺跡J(1木簡研究J10) : 1988年

百長縄線跡〈三ノ丸北郭武家厘歎 地 織)(たかっさじよう ] 高岡市

近世揖郭 89.10-90.351点 高岡市教育書且会0"機市教委 : r高関市文化財年銀昭利回 平成元年度J : 1帥 i年

。鐘ケ江ー朗 高微減跡出土の将俄駒J([高槻市文化財年報昭和田 平成元年度J) : L剛年

。鐘ケ江ー朗 : r大阪 高槻場跡J([木簡研究.D14) : 1凹2年

高槻城跡(厩郭地域)(たかっきじよう] 高 岡市

近世城事Tl 91.8-91.11 20点 高岡市教育委員会

。鐘ケ江-M 大阪高槻様跡J(1木簡研究.JI14) :1的 2年

高槻城跡 (舟入川跡) (たかっきじよう 】※ 高岡市

近世城郭 92.4-92. 6 2点以上 高岡市教育委員会

。高槻市教委 『高機市文化財年綴平成4年度J : 1994年
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大庭北遺跡 [おおばさた〕 守 口 市

中世集落 83.11 -84.2 1点 大阪府教育委員会

。大阪府教委 I1岨S年度府営庇極大鹿北住宅建股エ事に伴う大路北遺跡発楓剣道概要 rrl
。西ロ陽 大阪 大庭北遺跡j (l木簡研究17) 

i傘田ト ッパナ過 酷 {つだとっ ぽな] 枚 方市

中i並集落田 8-86.3 1点 枚方市教育委且会

。伎方市文化財研究調査:1紋方文化財年報咽』

会

。字治関和生 大阪 雄図トァパナ遺跡j 仰木術研究19) 

楠葉野図西遺跡 (53次)(くずはのだにし〕 枚方市

中世集落田 7-96.83点枚 方市 文化財研究調査会

。牧方市文化財研究調査 :r伎方市文化財年線18(1996年度分)J

会:
。谷川憎史 西村健司 大阪 。楠薬野関西遺跡j (1木簡研究J19) 

玉櫛遺跡 (95年度調査)(たま〈し〕 正木市

古代水回、中世河川 ・集落 95.4 -96. 3 6.g 大阪府文化財閥査研究センター

1 986~ 

1985年

: 1987年

1987年

1997年

1997年

。大阪府文化財調査研究 『玉儲遺跡1(大阪府文化財調査セ〆タ 調査線告書31l .1998年

センター

。川瀬貴子 「大阪 支栂遺跡j (1木簡研究.Jl21) : 1999年

玉櫛遺跡 (01年度調査) (たまくし〕※ 夜木市

中世集落 01.4-02.3 2点 大臣府文化財センター

。大阪府文化財センター:1玉樹海跡 E一大破府営茨木玉櫛住宅(建て答え)新築工事に伴う樫厳文化財[回同年

:発銅調査報告書1(大阪府文化財センタ 調査線告書拘

i萄昨遺跡 【みぞく L、] 置 木 市

中世集落 95.3-96.2 1点 大阪府文化財調査研究センター

。大阪府文化財調査研究:r溝咋遺跡(その I. 2) (本文編) (図版編)ー茨木 学閥町地区埋蔵文化財:20明年

センター j発姻調査1次 2次綴告101(大阪府文化財調査研究センター調盗綴告書49)

。合図奈美 大阪 1.昨遭跡j (1木簡明究J21) : 1999年

依堂遺跡 [さど う] 八 尾 市 ・東大阪市

古代流路 81.3-84.3 1点 大阪府教育委員会 大阪文化財センタ ー

。大阪府教委 大阪文化:r佐盆{そのil近後自動車道天理、吹悶線建股に伴う埋厳文化財発栂調査概:1984年

財セ〆タ (要線告書1
。泉北考古館 : r記された世界大阪府下出土の墨書土器 。文字瓦と木簡展J : 1984年

。三宅友情 大阪 佐堂遺跡j (1木簡研究J4) :1982年

。木簡学会編 : r日本古代木簡迫撃』岩波書唐 : 1990隼

萱撮A遺跡(1次)(かやふり 〕 八 尾 市

中世集落 84. 11 -84. 12 1点 八尾市文化財調査研究会

。八尾市文化財調査研究:，八尾市埋厳文化財完銅調査続要昭和61年度J(八尾市文化財調査研究会銀 1987年

会 :i!r 13) 
。脈問自則 大阪 lf緩 A遺跡Jir木術研究J9) :1987年

東園遺跡 (28次 )(とうごう 〕 八 尾 市

古代集落田ト 88.8 1点 八尾市文化財調査研究会

。八尾市文化財調査研究:，八尾市文化財調査研究会年線昭和63年度1(八尾市文化財調査研究会報告251 1989年
会

。西村公助 「大阪 東郷遺跡J(1木簡研究.iIll) 1989年

ヨU'寺跡 (2次 )(りゅうげじ] 八尾市

中世寺院 91.10 2点 八尾市文化財調貧研究会

。八尾市文化財調査僻究:，八尾市湿蔵文化財売網調査線告J(八尾市文化財調査研究会線告34) ; 1992年

会

。高萩千秋 f大阪 竜箪寺跡J(1木簡研究J14) 1992年
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久宝寺遭跡 (29次 ) (きゅうほうじ〕※ 八 尾 市

古代集落 99.10-01.11 1点 八尾市文化財調査研究会

。八尾市文化財測を研究:r久宝寺遺跡第四次発姻調査線告書一大阪電通医都市槌点地区竜通産東西線4工区 l油田年

会 :に伴う J(八尾市文化財調査研究会線信14)

上町遺跡 {うえまち〕 泉佐野市

中世集落 89. 9 ~ 90.3 1点 大 阪 府jJ!蔵文化財協会

。大阪府寝文惚会 : r上町遺跡発縮調査鰻告書ー泉佐野駅上西他区作欄発事業に伴う 1(大阪府埋 l拍 0年

(厳文化財協会調査線告書57)

。重金銭 『大阪上町遺跡，(1木簡研究J12) : 1990年

上町東遺跡 [うえまちひがし〕 娘俊野市

近世集落 98.3-98.5 1点 泉佐野市教育委員会

。泉佐野市教委 『上町東遺跡97-3区の調査J(泉佐野市埋厳文化財発姻調査組告54) : 1999年

。中間勝 『大阪上町東遺跡，(1木簡研究J24) :20()2年

高宮遺跡 {たかみや〕 寝屋川市

古代集落 83.11 -84.3 1 転 寝 屋 川 市 教 脊委員会

。寝屋川市教委 『高官遺跡発瑚調査概要銀告j(機屋川市文化財資料9) : 1叫6年

"'"山則之 「大阪 高宮遺跡，CI木簡研究J6) : 1田4年

長保寺遺跡 (92年度調査)(ちょうぽじ〕 寝屋川市

中世銭高 92.12-93.31点 寝屋川市教育委員会

。横悶遜充 大阪 長傑寺遺跡，(1木簡研究J21) .1帥9年

摘良郡条里遺跡 {さらぐん じよう り〕 寝屋川市

古代集落 02.3-02.11 2点 大阪府文化財センター

。大阪府文化財センター:r大阪文化財研究J23 : 2凹 3年

。黒須益希子 大阪 讃良郡粂皇遺跡，(1木術研究J25) :2帥3年

観音寺遺跡 (2次) (かんのんじ〕 怯 原 市

古代 .'1'1佐集落 85.4-85.10 2点 大阪府教育委員会 大版文化財センター

。大阪府教委 大阪文化:r怯原市鰻脅寺遺跡第2次発姻調査慨要 近後自動車道和歌山線泡霞に伴う埋 l同6年

財センター j厳文化財発栂調査概要鰻告書』

o大阪府文化財調査研究:r大阪府絵原市所在観音考遺跡ー近後8動車道訟原邪智勝浦線建慢に伴 う発 ，1998年

セ〆ター i掘調査報告書J(大阪府文化財調査研究センター調査緑告書34)

。高橋雅子 大阪 観音寺遺跡J ぽ木簡研究J8) :1986年

池田寺遺跡 {いけだでら} 和 泉 市

中世寺院集落 78.10 -80. I 点 大阪府教育委員会

。大阪府教委 『泉北丘陵内遺跡発繍調査概要 。

。広瀬狗雄 「大阪 地闘争遺跡，([木簡研究J7) 

万町北遺跡 (2次) (まんちょうきた〕 和 泉 市

古代集落 83.5-84. 2 1点和泉丘腔内遺肺調査会

。和見込丘陵内遺跡調査会 『和決丘陵内遺跡発担臨調査概要皿』

。手町泉丘陵内遺跡調査会 『和泉丘陵内遺跡発娘調査概要IVJ
。奈茂 大阪 万町北辺監跡，(1木簡研究]6)

o木簡学会編 : r日本古代木備選』岩波密底

王手山遺跡 (2次) (たまてやま]※ 袷原市

古代 ・中世複合遺跡 84.3 -剖 ， 1点 絡原市教育委員会

1982年

1985年

1984年

1985年

1984'f-

1990年

。柏原市教委 : 1支手山遺跡 玉手中学使用組内埋蔵文化財調査J(柏原市文化財発熔調査概 1985年

i報i9噂4-8) 

。泉北宥古館 : r記された世界大阪府下出土の屡魯土器 文字克と木簡展J : 1984年

円明遺跡{えんみよう 〕※ 柏 原 市

古代官街 69. (月不詳)点 帝塚山考古学研究所

。古代を考える会 『古代を考える7支手山遺跡の検肘推定河内国安宿戸部郡情遺跡J : 1976年
。東北考古館 『配された世界大阪府 F削土の墨書土器 文字瓦と木簡展J : 1984年
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安室遺跡 {あんどう】 総原市

古代集結 85.12-86.2 6占 相原市教育委員会

。柏'"市教'1> : r安食遺跡 t咽6年度J(柏原市文化財発姻調牽概観l岨6-8) 

。桑 野泰 大阪安'"遺跡J(1木簡研究)9)

。木簡学会綴 : r岡本古代木簡選』岩督賞寄宿

睦里遺跡 {かるさと〕 羽曳野市

中世土取地 77.8-78.3 1保 大阪府教育委員会

。大阪府教委 『検山遺跡 綬里遺跡発燭調査慨要』

。尾上実 f大阪鰻里遺跡I(1木簡研究J7) 

普賢寺遺跡((次 )(ふげんじ} 門 真 市

中世集落 84.7-84. 8 1点 大阪府教育委員会

。郎防策人 大阪 !普賢寺遺跡J(，木簡研究J7l 

普賢寺遺跡 (3次 市2次) (ふげんじ〕※ 門真市

中世鋭機 86.5-86.7 25点 門真市教育祭員会

。門真司『教養 : r嘗賢寺遺跡発姻綱査慨要 "J

はさみ山遺跡 {はさみやま]※ 踊井寺市

古代 中目陸自合直酔 76. (月不詳点 大阪府教育委員会

。泉北考古館 : r配された世界大阪府下出土の鍾嘗土硲 文字瓦と木簡属』

困層守遺跡 (A調査区)(2次 )(こフ】 藤井寺市

古代官簡 78.11-79.5 5点 大阪府教育書員会

。大阪府敏'1> : r国府遺跡多量砲調査段要x-g:井寺市国府惣枕北条 大井所在』

。取"考古舘 『配された世界大阪府下出土の1Il'・土岩 文字瓦と木簡展』

。佐久間貧土 t大阪 国 府 遺 跡J(1木簡研究J2) 

;寧童過酷 [つどう] 緑井寺市

古代集落田 12-83.6 4阜大阪府教育委員会

。大阪府教察 『大阪府文化財調査概要 1983年度』

。大阪府教'1> : r埠堂遺跡J(大阪府文化財調査線告2・43)

。泉北考古舘 『記された世界大阪府下出土の農嘗土留 文字文と木簡局』

o世崎二郎 『大阪 "堂遺跡J(1木簡研究)6)

酉治図過酷 (Iこしいわた〕※ 東大阪市

近世集子容 79.3-81.9 1点 大阪文化財センター

: 1987年

1987年

i同心年

: 1978年
: 1985写

1985年

1991年

1984年

1980年
J9剖年

1980年

1984隼
1992年

1984盗事

1984~ 

。大阪府敏舎 大阪文化 :r商岩悶ー近畿自動車道天理~吹悶線漣阪に伴う岨厳文化財発制測査概要鰍街 1983年

財セ ンター :-(本文編) (図版編){/.t図)J
。泉北湾首館 : r配された世界大阪府下出土の鍾書土経 文字瓦と木簡展J : 1984年

若江遺障 (20，次)(わかえ〕 東大阪市

近世娘抑制 10-81.2 1点 東大阪市教育委員会東大匝市文化財協会

。木下盛運 若江峻法幽士大般若径伝銃の木札J(r銅賞会:，ースJNQ.20) : 1981年

。京大飯市文化'1協会 : r若江遺跡第四次発擁調査領告J : 1989字
。呆北考古館 : r配された世界大阪府下闘士の握・土鑑 文字瓦と木簡展J : 1咽，'"
。阿部銅治 大阪若江遺跡J(r木簡研究J4) :1982年

若江週陣 (32次) (わかえ} 東大阪市

中世娘師 85.10-86.1 3点 東大阪市文化財協会

。東大阪市文化財協会 : r若江遺跡第32. 33次受姻調査.~J :1990年

。福永(RI量 管陳謝陸太 大阪 若江遺跡J (1木簡研究J16) : 1994年

若江適陣 (38次 )(わかえ〕 東大阪市

中世嫁聞 88.10 -同 2 4点 東大阪市文化財協会

。東大阪市文化財協会 : r若江遺跡第38次多量銅調査報告J : 1993年

。編余情雄 官旅章太 大阪若江遺跡J'"木簡府究J16) : 1凹 4年
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鬼虎川遺跡 (15;)<)[さとらがわ〕 東大 阪 市

中世近世集落 81.7-81.101点 国道308号組関係遺跡調査会(現東大阪市文化財協会)

。東大阪市文化財協会 r勘定川遺跡一東大阪都市高速鉄道東大阪線軒画に伴う第15次発砲調査慨要11 ;!悼3字

。菅原京太 : r大阪 鬼戊)11i宣跡J'1本筒研究.JI24) : 2002{F 

鬼虎Hli量蹄 (26次) (さとらがわ} 東大阪市

中世近世集怒 8'1.5-85.10 2点 大町府教宵委員会

。大阪府教委 『神並 西ノ辻 鬼虎川遺跡発偲調貧慨要日 一東大阪市東石切町 西石切町所:¥986年

伝』

o大阪府教委 『神並 酋ノ辻 鬼".川遺跡発姻調査慨製III一東大阪市東石切町西石切町所:1985年
:夜』

o大阪府教委 東大阪市 『地虎川遺跡26次 函ノ辻遺跡18-20/'K調査概要報告 東大阪市東石切町西:1995字

文化財協会 石切町所伝J
。西口陽一 「大阪商ノ辻遺跡J"木簡研究J8) :1_年

鬼虎川温跡 (52次 )(きと らがわJ 東大阪市

中世近世築様 00.5-01.5 2占 東 大 阪市教育委員会

。東大阪市教書 : r鬼虎川遺跡第52次発砲調交線街ー}般国道170号函石切立体交差司解禁に伴 フJ: 2002年

。菅原彰太 f大阪 鬼I}f.川遺跡J'1木簡研究J24) : 2刀02年

鬼鹿川遺跡 (53次) (さとらがわ} 京大阪市

中世JI!落 02.4-02.12 2点東大阪市教育委員会

。東大阪市教委 : r鬼虎川遺跡 策53次発路網査報告』

。菅原躍太 大阪 鬼虎1"遺跡J(f木簡研究j25) 

2004年

四回年

水走遺跡 (3次) [みずはし、】 東大阪市

rl1枇集落 83.1 -83. 12 2.e: 東大阪市教育委員会 東大阪市文化財協会

。東大阪市文化財協会 : I水走遺跡第3次 鬼虎川遺跡第21次発阪調査報告』

。泉北考古館 : r記された世界 大阪府下山1の島容土器 文才瓦と木簡屍』

o阿部嗣的 大阪水'"湿跡J仰木簡僻究16) 

: 1凹7年

:1捌年

: 1984年

水走遺跡 (7次) (みずはu、} 東大阪市

中世集落 削 1-84.12 I点大阪府教育委員会

。東大阪市教委 東大阪 『水走遺跡第4次発御調査被告』

市文化財協会 ( 

。渡辺白右 側冒阿{幸男 f大飯 水走遺跡』仰木簡研究J1) 

2叩 0年

1985~手

西ノ辻遭跡 (9次 )(にしのつ 口 東大阪市

中世集落 83.12-84.55点 東大阪市文化財協会

o東大阪市教委 東大阪:r西ノ辻遺跡第""発姻調査級官』 199凶年

市文化財協会

0東大阪市文化財協会 : r電器る何内の謹史J，周辺30S.Jま線関係遺跡発掘調査中間傾告爆図録)

。福永!富雄 池崎智日 大阪商ノ辻遺跡J'1木簡研究J16) 
菅原章太 ! 

; 1984年

1994年

西ノ辻遺跡 (10次 ) [にしのつ じ] 東大阪市

中世ff討議 83.9-81.31点 東大臨時守文化財協会

。東大阪市文化財協会 『神並遺跡抗4次 西ノ辻遺跡第10次 16'"楚観調査報告書(遭備編)J 
。東大阪市文化財協会 『酉ノ辻遺跡第JO次発婚縮交綴告書(遺物編)J
。校図順一郎 f大阪 商ノ辻車跡(2)J (r木簡研究J7) 

年

年

年

2

2

5

 

m
別

刷

西ノ 辻遺跡 ()1次)(にしのつじ】※ 東大阪市

中世袋詰 83.4-83.8 I転 大阪府教育書員会

。大阪府教委 : r神並 商ノ辻 鬼虎川遺跡発制調査慨菱 自一東大阪市東石切町西石切町所:1986年

i復』

酉 ノ辻遺跡 (13次 )IJこしのつ じ}※ 東大阪市

中世近世集落 84卜 85.9 1点 大阪府教育委員会

。大阪府教委 : I伸放 酉ノ辻 鬼虎川遺跡発御調査観嬰皿一東大阪市東布切町 西石切J町所:1986年

(在J
o大阪府教委 東大阪市:r商ノ辻遺勝目-15次調査慨要鰍告一東大阪市東石切 歯石切町所在J : 2001年
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近.

文化財協会

西 ノ辻遺陣 (14次} 【iこしのつじ】 東大匝市

中世集稽 84.3-84.6 1点大阪府教育委員会

。大阪府教'" : 1伸並 西ノ辻 鬼創刊遺跡発姻調査概要ロ 東大阪市東省切町西石切町所:1986年

i在』
。大阪府教書 東大阪市 『西ノ辻遺跡 L2-15l!k調査概要線告東大阪市東石切町西省切町所在J :20例年

文化財凶会

。西口附ー 大阪 商ノ辻遺跡(J)J <r木簡研究17) 1985年

酋ノ辻遺跡(19次 )(にしのつじ〕 東大阪 市

中世集務 84.12 -85.2 I点 大 阪 府教育委員会

。大阪府教魯 : 1神並 西ノi土 鬼梶川遺跡発楓関宏観饗皿 東大阪市東石切町西石切町所 l開昨

(在』
。大阪府教'" : 1神並 西ノ辻 鬼命川遺跡発御調査機要[V-，医大阪市東石切町。西石切町所;1開7字

在』

o大阪府教復 調医大阪市 『鬼府川遺跡26'" 酉ノ辻遺跡18-201:1;:開宣伝慨要録告 東大阪前東石切町 西 1995年

文化財協会 i布切町所在』

。西口陽一 f大阪 商ノ辻遭跡(!)J <f木簡研究J7) :1985年

Eノ辻遺跡 (33次 )(にしのつ山 東大阪市

中世集繕 92.5-93.11点東大阪市文化財協会

。R巨大阪市文化財協会 : 1西ノ辻遺跡第四次宛鍋調査線告』

。福永情緒 池崎智嗣 大阪商ノ辻遺跡J(1木簡研究J16) 
菅原章求 。

酉ノ辻遺跡 (43次)(にしのつU 東大阪市

古代集落 00.5-00.10.1点 東大阪市教育委員会

。東大阪市敏'" : 1東大阪市下水道事業栂係....調査観要.."平成12年度』

。菅原a健太 大阪 商ノ辻遺跡J(1木簡研究J25) 

縛並遺師団次)(こうなみ]※ 東大阪市

中世 ・近世銀務 84.4-85.5 1点 大阪府教育書員会

1995年
1994年

2001年

2003~ 

。大阪附歓'" ' 1神並 酋ノ辻 鬼虎川遺跡発煽調査概要町一東大阪市東石切町西石切町所， 1986年

在J

舗附遺跡 (2次 )(うえつけ] 東大阪市

中世集椛 87.2-87.3 4点 東 大阪市文化財協会

。東大阪市敬答 値附遺跡J(1東大阪市の歴史と文化財J2) 

o東大阪市文化財協会 : 1東大阪市文化財協会概報集 1996年度(1)J
。中西克宏 管原重注文 大阪 値鮒遺跡J(1木術研究J15) 

客幼山遺跡お (2次 )(さや〈ぼうやま] 東大阪市

中世泉水 88.5-88.10 2点 東 大匝市文化財協会

。東大阪市文化財協会 :1客幼山遺勝群第2次楚樋調査縁日

。才原金弘 菅原掌太 大阪客吻山遺跡鈴J何本側研究J17) 

迫 l!'福万寺遺跡(1FJ97• 2区 その7調 査区)(Hずじま ふくまんじ)巨大阪市

中世水図 97. 5 -99. 3 1点 大阪府文化財調査研究センター

1990年

1997年

1993年

1998年

1995年

。大阪府文化財調査研究 『池島 温万寺遺跡発楓調査複要国-91・2網護区(1997、'''9年度}の観要J:2002年

センタ 地島 緬万寺遺跡費量顕調査概要26)

。市村慎太郎 中庖智行 『大阪 地島 酒万竜寺遺跡J(1木簡研究J22) :20帥写

亀井聡 l 

池島 ー祖万寺遺跡(1FJ97• 3区 その8調 査区)ω、けじまふ〈まんじ] 東大阪市

中世水防 97.5-99.3 6点 大阪府文化財嗣査研究センター

。大阪府文化財別査研究:1池島 福万争遺跡発繍繍蓋慨要国 IF'J97-3調査区峨要J，絶島。福方:2的 l年

センタ ー : ，争遺跡発姻調査概要27)

。市村慎太郎 中Ji!智行 f大 阪 池 島 禍 方 寺遺跡J'1木簡研究J22) :2000年

亀井聡
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大阪府

;也島 ・循万寺遺跡 (lFJ98-1区。その9調査区) [.、けじま ふくまんじ〕 東大阪市

中世水困 98.6-99.103点 大阪府文化財調査研究センター

。大阪府文化財調査研究:1池島 福万寺遺跡発掘調査慨婆国一98-1調査区の調奪概嬰1[池島 価方:2帥2年
センター j寺遺跡努姻調査概要28)

。市村慎太郎 中 尾智行大阪池島福万寺遺跡J(1木術研究J22) ;2000年

亀井聡

i平井遺跡 {つぽb、】 回総昭市

中世集落 75.11 -7fi. 3 在 四線開市教育委員会

。東北考古館 : 1配された世界大阪府下出土の墨書土器 文字瓦と木簡展J : 1剛年

。野島詑 大阪 坪弁遺跡J(1木簡研究J7) :1985年

思ヶ丘駅前遺跡 (1次 )[しのぶがおかえきまえ] 回線昭市

中世集落 76.2-76.4 I点 回線開市教育委員会 回線昭市文化財研究調査会

。四銭畷市教書 : 1忍ヶ丘駅前遺跡発鋼調査機要 11J (四伐際市埋蔵文化財包蔵Jt調室慨綴13) ;1983年

。泉北迫考古館 : 1"された世界大阪府下幽jヒの墨書土禄 文字瓦と木簡展J : 1984年

。野島陰 大阪 忍ヶ丘駅前遺跡J<1木簡研究J7) :1985年

思ケ丘駅前遺跡 (4次) [しのぶがおかえきまえ〕※ 回篠昭市

中世集落 76.2-76. 7 8点 回線曜市教脊委員会 四侠昭市文化財僻究調査会

。四綴畷市教径 四候畷:1因。第畷の古代史秀樹J : 1976年

市文化財研究調査会 [ 

。泉北考古館 : 1寵された世界大阪府下出土の盤密主器 文字瓦と木簡展J : 1984年

上清遭遇跡(2次) [かみさよたき〕 回線昭市

古代~中世集落 88.12-90.3 17点 回線開市教育委員会

o村上始野島陰 大阪 上清滝遺跡J<1木簡研究J12) : 19同年

。木簡学会縞 : r臼本古代木簡集成』東京大学凶阪会 2003年

上清滝遺跡 (4次 )[かみきょたき〕 回線開市

古代~中世集落 88.12-90.3 2点 四候昭市教育委員会

。村上始野島陰 大阪上清滝遺跡J(1木簡研究J12) : 19同年

中野遺跡 (91年度調査)[なかの] 回線昭市

中世集落 91.11-92.1 1点 回線開市教育委員会

。村上始 『大阪 中野遭跡J<I木簡研究J25) :2003年
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兵庫県

吉田商遺跡 (7次) 【よしだみなみ) 神戸市

古代 官 簡集落 76. • 79. 9点 吉凶片山遺跡囲査会

。周辺昭三 兵雌 曹関衛遺跡j <1木簡研究JII 

。木簡学会編 : 1日本古代木簡遭』岩厳S盾

吉田爾遺跡 (87年度調査)(よしだみなみ] 仰戸市 明石市

中世集結 87.12-88.2 I点 兵庫県教育袋且会

。陶鱒正鐘 兵il1 吉岡市遺跡j <1木簡研究J11) 

吉園南遭陣 〈曲年度調査)(よしだみなみ〕 神 戸 市

近世銀稽 90.10-91.3 15点 兵庫県教育餐員会

: 1979年

199ゆ年

19拍年

。兵庫県数番 : 1吉岡南遺跡 (是立地区} 北大子遺跡県立看館大学纏怨に伴ヲ喧磁文化財 ;1凹 5年

;発微調査報告書1(兵庫県文化財測登録告119)

。西日圭介 f兵庫 省阿南遺跡1<1木'''lI究J13) : 1991年

出合遺跡 {であい】 神 戸 市

古代官術 82.2 6点 瀕戸内考古学研究所

。樋木舞白 亀悶修一 兵脱 出合遺跡j <1木簡研究J5) 

。木簡学会儒 : 1日本古代木簡遭』岩波書官

新方遺跡 (高ナギ地点)(しんぼう} 神 戸 市

中世袋署事 84.5-84.10 2点 神戸市教育on会

。神戸市教書 : 1凶拘59年度神戸市埋蔵文化問午線』

。丹治康明 兵雌続方遺跡j (1木簡研究J71

[たまったなか] 神戸 市

84.5 -85. 3 4怠 兵雌県敏育番目会

。19回年

1990年

1987~ 

1985年

玉，.田中遺障 (5次)

古代 中世集落

。兵庫県教書 『玉旅問中遺跡 闘中怜定土地区画整型事業に伴 う狙緩文化財調査線告嘗(第:1995年

4分冊)J(兵員賀県文化財調査線告書135-4) 

。山本三郎 『兵，.. 3!.t.図<j>遺跡j (1木簡研究J8) :1986年

玉湾問中遺跡(14;~ ) (たまったなか】※ 神戸 市

中 世銀務 91.5-91.10 I点 兵庫県教育書員会埋蔵文化財調査事務所

。兵庫県教祖~ : r玄海問中遺跡一回中特定土地区画整理事業に伴う坦磁文化財調査線告書 {第 1995年

:3分冊)1 (兵庫県文化財調驚報告書135-3) 

玉海図中遺跡 (平野地区) 115次 )(たまったなか〕※ 神戸市

近 世銀事事 98. 10一四 3 I点 神戸市教育番且会

。神戸市教書 : r3i畑中遺制御調査織....第8. 10 . 12 • 13 . ¥5a.査官附図怖策遂 2醐年

:工事に伴う糧磁文化財提倒測を』

。神戸市敏'" : 1平成10年度 神戸市寝起文化財年線J : 2001年

遭渇塩田遺跡 {どうじようしおた] 神戸市

年代不昨 ・集落 84.7-85.11 3点 神戸 市教育書員会

。神戸市教委 『昭如59年度神戸市嵯磁文化財年報』

。鳳図様iE兵庫 道場盗図溜跡J(1木簡砺究J7) 

宅陳遺跡 {豊浦地区) (えいばら] 神戸市

中世集落 87.4-88.3 1点 神戸市教育委員会

。伸戸市教'" ' r昭利62年度神戸市埋経文化財年綴』

。安関滋 『兵胤宅原遺跡(豊浦治区)J <r木簡研究J10) 

宅原遺跡 {豊浦地区)(えいばら] 神戸市

中世集務 87.4-88.3 I点 妙見山麓遭瞬間査会

。妙見山随遺跡周査会 『宅原遺跡登補地区のm査(1981年)J

。山仲iJI兵庫 宅原iJI跡{量繍旭区)J (r木簡研究J¥4)
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長図樽社焼肉遺跡(l~次 ) (ながたじんじゃけも、だLサ 神戸市

中位集落 87.2' 87.10 1点 神戸市教'If委員会

。神戸市教委 V昭r062年度神戸市埋蔵文化附年線』

。神戸市教't : [畏伺神社機内遺跡発協調査慨綴』

o IUUI恭iE 兵1M 長回神社境内遺跡J<[木簡研究J10) 

畏図神社境問遭酔 (3次)(ながた じんじゃけいだい〕 神戸市

中栓集落 89.6-90.2 1点 伸戸市教育委員会

。神戸市教委 : [平成元年度神戸市哩磁文化財年縛』

。佐伯二郎 ・「兵隊長阻伸佳境内遺跡J<[木簡研究J14) 

上小名図遭師 {かみおなだ] 神戸市

近世集落 87.8. 89.8 1点 神 戸 市 教 育 委員会

。神戸市教告書 : [平成元年度 神戸市埋蔵文化耐年線』

。背広宏明 兵雌 上小名図遺跡J<[木術研究J13) 

稼北町遺跡 {もりきたまち] 神 戸 市

古代集務 89.3 -89. 7 2点 大手前女子大学内森北町温酢調査会

兵庫県

1(l87年

1990年

: 1988年

1992年

1992'f. 

1992年
1991年

。111口宏梅 『神戸市議北町遺跡附土の呪符木簡J<1いなの』 附 l大手前女子大学史学研:19帥牢

究所文化例刻覧室}

。'"口宏海 細川佳乎 『伸戸市務北町遺跡の調査J<1いなのJNO.2大手前女子大学史学窃究所文化:1990年，j /11牽盤}

。川口安海 『兵 *'l話北町遺跡J<1木簡研究J12) : 1990年

師事凪過酷 (2次) [ぴょ うぶ] 神 戸 市

近世集落 91.5-91.7 I点 神戸市教育委員会

。神戸市教委 : 1平成3年度 神戸市圏蔵文化財年制

。須雌a 兵雌樽風遺跡J<[木術研究J14) 

兵庫'*遺跡 (西出地区) (制定事置調査)[ひょうごっ〕 ※ 神戸 市

近世町屋 94.9 -9'1.11 車 兵庫県教脊委員会漫巌文化財調査事務所

1994年

1992年

。兵1M県教委理文調変事:1兵雌海遺跡 I西出櫓区の調査一ー般国道2号共同様盤備事業に伴う明磁文化:2師2年
務所 !附調査線告書J<兵庫県文化財調査鎌倉.243】 : 

兵庫海遺跡{七宮地区) (98年度調査)(ひょうごっ]※ 神戸市

近世町厘 98.6 1点 兵庫県教育委員会場蔵文化財闇夜事務所

。兵1M県教委思文調査本 :1兵1M.f.i遺跡 II (民麟 七宮櫓区の鋼、宅一ー般国道，.手共問機鍍傷事業に伴うJ:!I;2凹4年
務所 j磁文化財閥釜報告書J<兵信徒県J<化財繍車線告11270)

。兵脳県教委理J<"変事:1司f1:，i.l!:10'手度年線J :19同年

務所 : 

繍 荒 田町遺跡 (旧、拘戸大学医学部附血病院被向遺障)((すのき あらたちょ う] 神戸市

中世聾繕 94.10-94.12 6点 兵庫県教育委員会檀蔵文化財調査事務所

。兵隊以教書岨文調査夢:1補 策関町遺跡ー神戸大学附属病院構内温跡J<兵園陸県文化財調査細管162) :1997年

海所

。水口富失 f兵，. 神戸大学医学部附属病院情内遺跡I<1木簡研究J18) : 1996年

戎町遺跡 (23次) [えびすもよう]※ 神戸 市

中世集移 96.9-96.10 1点 神 戸市教 育委員会

。伸戸市教委 『平成8年度神戸市糧蔵文化財年銀』 1999年

戎町遺跡 <24次 )[えびすらょう]※ 紳 戸 市

中世主築港 96.12 -91. 2 1点 神戸市教育委員会

。伸戸市教委 : 1平雌8年度樽戸市埋蔵文化財修練』 1999年

上況遺跡 (20次) [かみさわ]否認 神戸市

中世集落 98.8-99.3 1点 伸戸市教育書員会

。神戸市教委 : 1平成同年度神戸市埋蔵文化財隼線』 2001""手
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須磨天綿町遺跡 (2次)(すまてんじんちょう}※ 神戸市

中世集落 98.8-99，3 I点神戸市教育書員会

。神戸市教書 r平成同年度神戸市埋蔵文化例年繰』 年

。。
深江北町遺跡 (9次)(ふかえきたまら} 神戸市

古代官術関連 凹 5一回 7 4点 神戸市教育委員会

。神戸市敬愛 : 1深江北町遺跡第晴調査漫磁文化財発綴調査線e・-‘虚腸屋関連遺跡の調印02年

:牽』

。神戸市教書 『平成l2年度神戸市坦磁文化財年鰻J :2003年
。阿部敏生 山本格和 『兵庫 深江北町遺書存，'1木簡研究J23) :2001if-

行拳町遺跡(1次)(みゆきもよ う〕 神戸市

古代集機 00.7-00. 10 I点神戸市教育委員会

。神戸市敬愛 : 1平成12年度 神戸市埋蔵文化財年線』

o商陶 巧"兵離行幸町遺跡， ，[木簡研究J23) 
: 2003年

:2帥 l年

よ原因遺障 (北調査巨)(77年度調査)(かみはらだ]来 姫路市

古代官間 76.7-78.3 1点 兵庫県教育書員会

。兵..県敏'" : 1播偲連絡有料自動車道建留にかかる坦蔵文化u1関室組告書"1

闘策機陣 {ごちゃ〈じよう] 姫路市

中世娘師 77.4-80.3 2点姫路市教育委員会

。姫路市教書 『御著峻発姻調査概観』

。山本開府l秋筏芳 f兵隊 御着媛跡，'1木簡研究J3) 

本町遺跡(1鯛)(ほんまち】※ 姫路市

古代 。中世官簡 81.1-81.3 2点 姫路市教育委員会

。姫路市敏寮 『本町遺跡{本文) ，図版)J

1980年

1981年
¥981年

同制年

-写板本線跡 {しょ しやさかもとじよう】 姫路市

中世核抑聾務 8 1. 1 2 ~82.3 17点姫路市教育委員会

。兵雌県史編集専門書tl;ra写坂本峻跡発楓調査の餓要，(1兵庫県のぼj!J19) 1983年
会III
。兵両区保敏賓 『兵雌県埋蔵文化財調査年報昭和56年度』

。山本怖刺 鉄伎芳 『兵庫嘗写家本城跡，，[木簡研究J10) 
1984年

19岨竿

辻発遺跡 {つじH 姫路市

古代寺院 水岡 82.4・82.12 3点姫路市教脊書且会

。山本博利 !I<技芳 兵雌 辻弁遺跡，<1木簡研究15)

辻芥遺跡 [つじい] 姫路市

古代寺院水悶 85.4-85.93点姫路市教育委員会

。兵庫県教笹 『兵庫県埋蔵文化財調査年報昭和60年度』

。山本情利験校芳 ・f兵同区辻井遭跡，(1木簡研究J.) 

1983年

" .. 年
1986年

前東代遺跡 fまえひがししろ〕 姫路市

古代河川 83. 6・83.9 3点 兵庫県教育委員会

。兵雌県教'" : 1附'"代遺跡 揺但有斜8動車道建般にかかる埋蔵文化財受姻調査領e・mJ: 1985字
兵庫県文化財調査線告・剖

。兵雌県教'" : 1兵庫県坦磁文化財調査年栂昭和58年度J : 1986年

。西口狗彦 兵庫 前東代遺跡，'1木術研究』η : 1985年

姫路減跡 (東飾申蕩)(ひめじじょっ〕 姫路市

近世披抑 86.6 7.s. 姫路市教育委員会

。山窓樗利 !I<筏芳 f兵庫 鮫路犠跡 (東部中海)J <r木簡研究J1I) 

姫路城跡 (武家屋敷跡) (4次)【ひめじじよう} 姫路市

近世近代被郭 87.9-87.12 2点姫路市教育書員会

。山本間利 秋伎芳 兵庫 短絡機跡(武家屋愈跡)J <0'木簡研究J11) 

1989年

1989年
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王手遭陣 {たまで】 短 時 市

中世集落 88.11-89.2 1点 姫路市教育委員会

。姫路市文化財保複協会， r文化財だより第担号J i19同年

。山本問利 兵雌 玉手遺跡J<I木簡研究J11) :1989年

今宿γ田遺跡 [，、まじゅ〈らようだ〕 姫 路 市

古代河道 90.9-90.10 I点 姫路市教育委員会

。大谷錫彦 兵同区 今宿了図遺跡J[r木簡研究J13) i 1991年

姫路眠周辺第四地点適if(恒称)(1次)(98年度調査)[ひめじえさしゅうへんだいよんちてん〕 姫路市

近世線下町 98.8φ99.3 I点姫路市教育 委員会

。姫路市教o: in印刷剛 l平成10年度(1，刊}姫路市埋篇文化財調査略鍬』 却開会F

。中川猛 兵庫 姫路駅周辺第四胞点遺跡{仮綜)J <r木簡研究J21) : 1999年

姫路駅周辺第四地点遺跡 {恒称)[2次) [99年度調査)[ひめじえきしゆっへんだいよんらてん] 姫路市

古代集落 99.5-00.1 点 姫路市教育番員会

。媛路市敏番 nSu酬帥1平成11年度 [1'抽)姫路市哩磁文化財調査略報J i20 1) 1~ 
。中川猛 r"同区 姫路駅周辺第四絶様遺跡(仮称)J (r木簡続究J:?2) :2000~ 

境谷量陣 {さかい出こ] 姫 路 市

古代同道 95.7-95.8 I点 兵雌県教育垂且会狸蔵文化財聞査事務所

。兵庫県教委理文調査本， r平成7年度年報J ; 19蝿年

務所 i 
。兵雌搬敏委埋文調査事， r姫路市境谷遺跡 般国道29号改築布袋に伴う哩縄文化財発姻調査鍬傍嘗J:2003年

務所 兵"県文化財調驚線告251)

。別府洋二 兵'" 境谷遭跡J <1木簡研究J ~ :_隼

首網干遺跡 (98年度聞置) [3次 )[ふるめぼし} 姫路市

古代 中世集落 98.9-99.3 114点姫路市教育昏員会

。姫路市教委 nSUBO!lORI平成10年度(1998)姫路市埋緩文化財調査略報』

。中川猛 『兵庫 盲網干遺跡J(r木簡研究J21) 

古網干遺跡 (99年度調査) (4次 )(ふるあぽし]※ 姫路市

古代 中世集結 98.9-99.3 11点姫路市教育委且会

。疑路市教~ i rrsu刷仰Rl 平成11年度 (1剛)飯路市唖蔵文化財調査略叫

大物遺跡 [だいもつ〕 尼 崎 市

95.4 -95.8 5点 尼崎市教背番且会

四回全F

1999~ 

20例年

中世遺物包吉地

。尼崎市教委

。尼崎市教書

。尼崎市敏委

。陶図務

，r尼崎市埋磁文化財調査年領平成7年度(2)一大物潰跡第，，'調査概要その1J: 2帥』年

，r尼崎市糧厳文化財調査年綴平成7年度(3)一大物遺跡第t次調査観要その2J:2凹 I年
， r尼崎市糧磁文化財調査年報平成7年度(.)ー大物遺跡第1"調査慨要その3J:2凹 3年

兵創巨 大物遺跡J([木簡研究J19) ; 1997写

軍図遺跡 (2次 )[ふかだ} 尼 崎 市

古代集落 96.2-96.10 1点 尼崎市教育委員会

。後関白書 f兵副院 探凶遭崎市J([木簡研究J19) :1997年

猪名匝遭酔 (31次 )[，、なのしよう〕 尼 崎 市

中世遊園 ・集落 97.1-97.62点 尼崎市教育昏且会

。尼崎市教委 『猪名庄遺跡ー第""調査(jR尼崎駅北市街地再開発事業に伴 フ}概襲J(尼 1999年

鮒市文化財調査線告28)

。兵h催県教'1i埋'"調査事 『平成8年度年繰J : 1997年
修所

。兵庫県敬愛埋文調査本『平成9年度年報J : 1998年

誘所
。被辺昇 兵H配 備名F宅盗跡J([木簡研究J20) 1998年

時友遺跡 (7次)(ときとも] 尼 崎 市

中世集落 96.6-96.72点尼崎市教育委員会

。尼崎市教委 ; r尼崎市内遺跡復旧 復興工事に伴う発銅測査平成8年度国雄繍助事鶏概要 1999年
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。大川勝宏

..告書J(尼崎市文化財調査保管省27)

f兵成時'"遺静J(r木簡研究J22) 。2(1)0年

明石城武家屋数跡 (山鳩電鉄連嗣立体立主差事業に伴う調査) [あかしじようぶげやしき] 明石市

近世武家置数 86.3-88. 10， 86.12 -87. 10 2点 兵雌県教育委員会思疎文化財間資事輯所

。兵庫県教委胤文綱査事 『明石城武稼歴象勝 山陽電鉄連観立体立突を事実に伴う発楓調査縄告嘗J(兵 ;1帥 2年

窃所 ..駄文化制調査徹告書1")

。叩墾昭光 『兵隊 明石峻武家屋象跡J(r木簡研究J22) :20曲年

明石緩武家屋数跡 【第3地点‘YM-J) 【あかしじようぷけやしき]渓 明石市

近住武家屋敷 87.9-87.12 I点 明石市教育祭且会

文総l.，cL.) 

明石城武家屋数跡 {第7地点、YM.2) [あかしじようぷげやしき〕 明石市

近世武家畠敷 89. 1 -剖 7 5点 明石市教育書且会

。陥原略嘉 山下俊郎 『兵雌 明石披露史家屋敷跡J(r木簡I)f究J13) 19例年

明石緩武家屋敷陣 (第8地点 .1M. 3) (あかしじようぷげやしき]※ 明石市

近惟武家屋敷 89ト 89.9 I点 明石市教育委員会

{文献なし)

明石緩武家屋敷陣 {第10地点.HO-2)[あかしじようぷけやしき] 明石市

近世武家屋敷 90.5-90. 6 27怠 明石市教育委員会

。陥原昭嘉山下俊郎 兵雌明石城武家屋鍛跡J(r木簡窃究J¥3) : ¥991年

明石城武家畳敷跡 (貿信12地点、OA・4) 【あかしじようぷげやしき]※ 明石市

近世武家屋敷 90.8-90.103点 明石市教育書品会

文猷なし)

明石場武家畳敷跡 (鱗 19地点、011-6) (あかしじようぷけやしき }※ 明石市

近世武家屋敷 91.10-91.129点 明石市教育委員会

。明石市教委 : r明石市型尊厳文化財調査眠縄平成3年度』 1993年

明石緩武家屋敷跡 {第 21地点 OA-7-1) (あかしじようぶけやしき〕 明石市

近世武家屋敷 92 卜 92.3 2.~ 明石市教脊安員会

o明石市立文化問物館筒、:r明石市明石減武家屋敷跡 l一明石駅前広場鐙備事業に伴う発制調査線告書:1994年

明石市教委発行 第l分冊)J
。稲原昭.l< 山 F俊郎 兵成 明石犠武家屋敷跡』仰木簡研究J19) :1991年

明石城武家屋数跡 〈第21地点、OA・7・2)[あかしじようぶけやしき〕 明石市

近陛武家屋敷 92.9-93.3 I点 明石市教育委且会

。明石市立文化情物館縮、:r明石市明石犠武家屋敷跡 1一明石駅前広場笹髄事象に伴う発鋸調査....1降:199も年
明石市敬愛実行 第1分間)J
。稲腺昭蔦 山下俊..兵雌明石峻武家属敏 勝J(r木簡研究J19) : 1997年

明石城武家屋敷跡 (第22地点.倒 的 [あかしじようぷげやしき〕 明石市

近世武家屋敷 92.7. 93.4 4点 明石市立文化情物師

。陥原陥落 山下俊郎 兵.. 明石級武家屋敏跡J([木簡研究J19) 1997年

明石級武家屋敷跨 (第59地点、HN-4宇6) [あかし じようぶけやしき] 明石市

近世城下町 97.10-98.32点 明石市数脊書且会

。兵庫県教委岨文鋼査事 『平成9年度年線J : 1998年
諺所

。明石市立文化偉物館縦、 『明石市明石緩武家屋殿跡E一東仲ノ町胞区市街絶再開発事業に伴う鍵鋼臨調 20曲年

明石市敬司監発行 査015.(第1分冊)(本文繍) (図版細川

。渡辺昇 「兵庫 明石核軍史家庫銀跡J(r木簡研究J20) : 1998年

明石雄武家屋敷陣 {第四他点‘ 剛 -4-7) [あかしじようぶけやしき〕

近世城下町 97.6-97.7 2点 明石市教育委員会

。兵取県教委埋文調資事 Pf.I&:9年度会事線S
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務所

。明石市教書 : r明石市文化財年鰻平成9年度J :19~年
。明石市立文化情物館編、:r明石市明石被武家屋敷跡H 東仲ノ町崎区市街抱再開発事実に伴う売概llII:2000年
明石市教委発行 宜徹告魯(第l分冊) (本文編) (図版編)J

。渡辺界 f兵庫 明石峻武広原般跡)(1木簡研究.020) : 1998年

明石輔武家厘裏史跡(第59地点.HN-4-10) (あかしじようぷ吋やしき}

近世城下町 97.12-98.3 L?主 明石市教育書員会

。兵庫県教委寝文調査事:r平成9年度年綴』

読所 ( 

明石市

: ¥998年

。明石市教書 『明石市文化財年縄平成9生存度J : 1999年

。明石市立文化問物館側、:r明石市明石械武家島敷跡11-*仲ノ."也区市街組再開発事業に伴う発鋼測:2000年

明石市教委発行 :査線告書(第l分冊) (本文編) (図版編)j

o渡辺昇 兵庫 明石峻武家歴鍛跡)<1木簡研究J24) : 2002年

明石城武家理数跡 (第 75地点‘ YM-14)(あかしじ ようぷけやしき]※ 明石市

近位城下町 97.9-97.10 2夜 明石市教脊委員会

文献なし)

明石城武家畳敷跡 (j吉田地点.YM.(5)(あかしじようぶけやしき)※ 明石市

近世城下町 99.10-99. 12 2占 明石市教脊委員会

0'"石市教書 : r明石市文化財年縄平成 10年度』 却 00字

。明石市立文化博物館編‘:I明石市明石織武家騒愈跡Il--JI(仲ノ町地区市街旭再開発事業に伴う発御調 2000年
明石市教委発行 ;査報告書(第l分冊) (本文編) (図版編)J

明石雛武家屋敷跡 (第四地点、剛 4 . 15) (あかしじようぶけやしき〕※ 明石市

近世城下町 99.2-99.4 1点 明石市教育署長員会

。兵庫県教委岨文調査事:r平成11年度年報J :2000f事

務所

明石輔武家厘般跡 ( 第93地点、 YM18) [あかしじよフぷ付やしき]※ 明石市

近i住城下町 01.3-01.4 I点 明石市教育委員会

。兵I~県教委塑文調査第: r平成9年度年報』

読所 : 

明石減跡紳樋 (あかし じようひつじさるやぐら〕 明石市

近世城郭 96.8-96.92点 兵庇県教育委員会埋蔵支化財調査事務所

。兵庫県教委糧文調査事:I平成8年度年級』

務所 j 
。文化財..活物保存伎作~i: r ili:製文化財明石械襲憎樽櫓災害復旧工事徹告書』

協会編兵廠県発行 : 

。渡辺界 兵雌明石城跡均禍) (r木簡研究J19) 

藤江別所遺跡臼じえべっしょ] 明 石 市

中世集落 93.10-94.3 3点 明石市教育委員会

1998年

1997年

2000年

1997年

。明石市立文化t博物館編:r明石市緑江別所遺跡 硲江ポンプ場A主役工事に伴う発栂調査報告喬J(明 1996年

明石市教袋発行 j石市文化財調査係自)

。稲原昭嘉 rj主席 藤江別所遺跡j 仰木簡研究J16) : 1994年

三条九ノ卸遺跡 {さんじようくのつぼ] 芦 屋 市

古代自然杭路 96.9 . 96. 1I 2点 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

。兵庫県教委埋文調査事:r平成8年度年観J : 1997年
務所

。兵"'県教委雌文調査事 『芦屋市所在 三条九ノ坪遺跡一被災マンソョン等再..事業に伴う埋蔵文化財 1997~

g所編 兵庫県教委発行発砲調査線告書J(兵雌県文化財調査報告168)

。高瀬一一嘉 f兵庫 三条九ノ坪遺跡)(r木繍研究.019) : 1997年

六条遭陣 (99年度調査匡 )(ろくじよう〕 芦 屋市

古代 中世集稽 99.10 -99. 12 I.~ 兵庫県教育委且会埋蔵文化財調査事務所

。兵庫県教委埋文調変革:r平成11年度年領J :2000年
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務所

。兵庫県教書哩文調査事 『芦屋市大条遺跡)(兵庫県文化防調査線告256)

窃所

。償辺鼻 兵庫六条遺跡J(1木簡研究J24) 

六条遺障 (A地点) (四年度調査匡)(るく じよう) 芦里市

古代 中世』義務 00.6-00.73点 兵雌県教育委且会埋蔵文化財調査事務所

。兵庫県教倭糧文網査事 『平成12年度年線』

務所

。兵雌県教司信組>"0盗事 『芦屋市六条遺書籍)(兵庫県文化財調査線告25訓
務所

。被辺昇 兵同区 六条遺跡J(1木簡研究J24.) 

北園;a陣 {舎たぞの}※ 伊丹市

中世帯院 87.2-81.3 1点 兵 雌 県教育餐員会湿蔵文化財調査事務所

:2003年

:2002年

2001年

:2刊~03 'f-

"刀02年

。兵雌県教'" : I北園遺跡一都市計画街路尼鱒港川西線道路改良事業に伴う発樋悶査報告書J: 1991年
。{兵庫県文化財調査報告91)

有間報跡・伊丹揖町 [ありおかじよう いたみごうちょう 〕※ 伊丹市

近世高高地 92.7-93.1 点 兵庫県教育委員会担蔵文化財閥査事務所

。兵庫県教笹明文調査本:1有陶峻跡 伊丹郷町田 範市計画道路伊丹飛行場線道路改良筆集に伴う埋厳 20回年

務所縮、兵届厳県敏司監発行;文化財調査線告(2)J(兵庫県文化財網交線告207)

福 成寺遺跡 [ふ〈じようじ〕 豊 岡 市

古代集落 83.6'83.7 3点 費岡市教育委員会

。盛岡市教書 : 1兵庫県筆陶市福成寺遺跡一昭和田年度図鑑憾助事業にかかる概要録告書J;1同4年
: (量岡市文化財調査報告書13)

。兵雌県教'" : 1兵庫県鹿蔵文化財調査年鰻昭向日年度J : 1986年
。綱筒鎌 兵庫 福成幸遺憾J (1木簡研究J6) :1984年

倉見遺跡 (<らみ] 盛 岡 市

年代不昨晶篠 84.8 1点豊岡市教育書員会

。潮崎舷 兵r.倉見遺跡J(1木簡研究)7)

香住ヱノ 田遺 跡 {かすみゑのだ〕 畳岡市

古代銀総 ・祭配iI!跡 95. 10 -96. 3 点 豊岡市教育委品会

。!t岡市ru土文化財符理 『とよおか史編情綴)1 

センター

。縄問鱒蹴

。*'"学会編

『兵庫香住ヱノ岡遺跡J(1木簡研究J18) 

『日本古代木簡集成』東京大学出腹会

豊田城館遺跡 [とよおかじょうかん] 豊岡市

近世織田 96.6-97.7 1長 豊岡市教育委員会 。出土文化酎管理センター

。朝戸谷略吉村良峰 。f兵庫 豊岡織鎗遺跡J(1木簡研究J2J) 

岩弁裕木遍陣総 [いわも、かれき〕 豊 岡 市

古代~中世集落 98.6-98.9 1点 豊岡市教育書員会 出土文化財管理センター

1985年

1996'" 

1996年

2003年

1999年

。.同市教'" 幽土文化 『岩井信木遺跡群ーごみ級銀処分揖建般にかかる唄蔵文化財発観測査鰍告書J:2000年

間帯型セ J ター 豊陶市文化財調査線告書3i】

。瀬戸谷鴨 宮 村 良 . . 兵 雌 岩 井 紘 木 遺 跡J(1木簡研究J21) : 1999年

議之ロ遺陣 {みぞの〈ち〕 加古川市

古代Jl!1客 98. 7・98.11 l.~ま 加古川市教育委員会

。兵庫県教袋樋文調査事:1平成10年度等級』

務所 ( 

。西川英樹 兵庫 1.之口遺跡J(1木簡研究J21) 

iR図宮谷過酷 [さ わだみやたに] 飽 野 市

中世集孫 83.5 1点 龍野市教育委員会

。兵胤県教;0 : r兵rl県埋蔵文化財閥査年線昭和58年度』
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。市村高線 兵庫 沢岡古谷遺跡J(1木簡研究]6) 1984年

福田片岡遺跡 {ふくだかたおか】 龍 野 市

中世集落 ・寺院居匝 84.4 -84. 11 3点 兵庫県教育委員会

。兵庫県教委 : I兵庫県哩磁文化財調査年線昭手同9年度J : 1987年

o兵庫県教委 : I縮問片岡遺跡一太子 竜野バイパス燈鍛工事に伴う発徳調査線告書(本文編) : 19例年

図版編))(兵雌県文化財調査緩衝.94)

。周崎正緯 f兵庫 福開片岡遺跡J<I木簡研究J9) :1987年

小犬丸遺跡 にいぬまる} 龍 野 市

古代官簡 86.1-86.3 3点 兵庫県教育委員会

。兵"'県教委 : r小犬丸遺跡目 一県道竜野何全線道路改良工事に伴う埋蔵文化財発磁調査線告 19田年

[書1(兵庫県文化財調査線告書師}

o山下史朗 r兵庫小犬丸遺跡J"木簡研究~ 11) : 1989年

館野城酔 {たつのじ よ日 間 野 市

近 世地郭 89.9-89.103点 兵li11県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

。兵庫県教委哩文調査事:r宙開城ー神戸地方検鶏庁削F支部庁舎建併えに伴う埋厳文化財発綱調査線告 19叩年

務所編、兵庫県教委発行 j書J(兵"'県文化財調査線告書77)

。井守徳男 兵庫健野被跡J(1木簡研究J22) :2000年

有年原 因中遺跡 [うねはらたなか] 赤 徳 市

中世集落 93.9-93.121点 赤穂市教育委員会

。兵"'県教委 : r有年脈 問中遺跡発綱調査鎌倉富一赤繕市立原小学校新築工事に{判題蔵文 1991年

(化財調査報告書J(兵雌県文化財調査線告嘗81)

。赤l'!l市教委 : 1有年w問中遺跡J : 1四 i年

。膳悶忠彦 兵庫 有年際問中遺跡J(1木簡研究J17) : 1開S年

赤穂域本丸跡 (88年度調査) (あこうじよ 3ほんまる}※ 赤徳市

近世繊郭 88.4-88.91県赤穂市教育委員会

文猷なし)

赤 槍機本丸跡 (89年度調査)(あこうじようほんまる]※ 赤徳市

近世城朝 89.4-89.9 34点 赤稽市教脊委員会

。赤梅雨教寄与 『国史跡赤格様勝本丸第7次発砲調査現地脱明会資料』

赤 穂城下町跡 (0)年度調査) (あこうじょうかまら] ※ 赤穂市

近世措下町 01.4-01.6 15点 赤穂市教育委員会

。赤健市教委 : r赤槽械下町跡発短調査現地鋭明会資料S

赤穂綿跡ニ由丸 [あこうじようにのまる〕 赤 穂市

近世嫁郭 00.4-01.3 2点 赤檀市教育書員会

。赤倦市教委生涯学習課:1赤傍械勝二の丸庭園綿僻池発組側査既婆』

綴 j
。中関宗伯 『兵庫赤繕減勝二の丸J([木簡研究J24) 

安倉南遺跡 (2次確認調査) (あくらみなみ〕 宝原市

中世集落 95，12 -96. 3 2点 兵庫県教育委員会3堅議文化財調査事務所

19明年

2001 年

2002年

2002年

o兵i車県教安纏文調査事:1司区成7年度年綴J : I凹6年

務所 i 

。兵庫県教委理担文掲査事 『安倉南遺跡 県営宝縁安倉南住宅建股事実に伴う埋蔵文化財宛姻調査線告書J: 19同年

務所 兵雌県文化財調査線告書188)

。中村弘 f兵庫安倉南遺跡J([木簡研究J19) : 1997年

対中遺跡 (2次 )(たいなか}※ 三 岡市

古代中世集落 84.8 剖 12 )点 兵庫 県教育委員会

。兵庫県教委 : 1対中J(兵鷹胤文化財調査線告帥} ; 1988年

川除 議ノ木遺跡 {かわよげふじのき〕※ 三関市

古代中世集落 87.5-88.11点 兵庫県教育委且会
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近.

。兵庫県教委 : rHl除 隊ノ木遺跡ー武庫川向川改修に伴う埋磁文化防発矧調査tiW.(第1:1992fF 
1分冊)(第2分冊lJ(兵廠県文化附調査線告104)

屋敷町遺跡 (9次) (やしきまら] 三 悶市

近 世寺院措下町 94.5・剖 7 点 三回 iIi教育書員会

。三図市教司書 : 1屋愈町遺跡一三関市営大池団地改績に伴う虚像町遺跡第9"'''組関驚鍋告書J: 1995年

三国市文化財調査報告書10)

0'青竹向美 兵成康殿町遭勝J(1木簡研究J20) ; 1998年

実縛遺障(12次)(てんじん}※ 三 回 市

近世武家屋敷 01.12-02.91点 三岡市教育書且会

。三図市師 :1三闘の遺跡企面展"叶←三国文化財情縄平成13年度合IliHU :20凹年

初日館跡 (2次) (はつだやかた] 篠 山 市

中世居師 86.9-87.2 !l点 兵庫県教育委員会

。兵庫県教司昼寝文調査事 『初日1館跡 近俊自動車舞舗線関係狙磁文化財調査緩衝望書lIIXJ(兵員依県文化財.1992年

続所 調査線告116)

。同崎正雄 『兵雌初図館跡J(1木簡傍究JM :~U. 

復Sキ寺ヶ谷遺跡 (J、たいてらがたに〕※ 篠山市

中世集落 84.4・84.12 5点 兵庫県教育委員会狸縄文化財調査事傍所

。兵雌県教iZ'甥文調査事:1多紀邸西紀町板井寺ヶ谷遺跡ー縄文時代、中世の調宏近畿自動車道"鶴1If:1992年

E容所絹 兵庫県教袋発行;関係岨磁文化財調査報告書)JI-2J(兵庫県文化財調査線5.96-2) 

山国 源ケl1:i遺跡 (86年度調査) (やま くに げんがさか〕 カ東部社町

中世集落 86.5-86.101点 加東郡教背番且会

。加東部教委 : 1山由 競ヶ坂遺跡 {図版縞)J(加東，，，.蔵文化財網査線告書10) : 1抽 0年

。加東郡敏委 : 1狸縁文化財調査会手銀 1987年度J(加東郎埋磁文化財縄告書9) : 1989年

。線下大舗 兵雌 山国紙ヶ板遺跡J(1木簡研究J12) ; 1990年

木製・北浦遺跡 {きなし きたうら} 加東郎社町

古代集孫 93.6-9<¥. 3 1お加東灘教育委員会

。藤下大舗 兵雌木梨北浦遺跡J(1木簡研究J16) : 1994年

。木簡学会縦 : rH本古代木簡集成』東京大学出版会 : 2003年

上意野・宮ノ前適陣(l次)(かみたきのみやのまえ】 加束郡滝野町

古代官街カ 89. 1 -89.2 3長加東郡教育書且会

。加東郡教委 : r楓磁文化財調査写線 1988年度J :19叫年

。加東郎教委 : r上滝野 宮ノ前遺跡 よ滝野上絶区画鍍理事業に係るm重度J : 19目年

。謙下大舗 f兵庫上滝野 宮ノ前遺跡1(1木簡研究J12) : 1990年

よ遺野 宮ノ前遺跡 (2次 )(かみたきのみやのまえ] 加東邸滝野町

吉代官簡ヵ 89.7 -89.9 3長加東郡教育委員会

。加東町教委 1頃磁文化財鍵査年線~曲年度J ; 1992年
。加東腕教委 : 1上滝野 ."ノ前遺跡一上滝野土港区画整理事実に係る調査J : 1992年
。治下大箱 「兵艦上滝野宮ノ附遺跡J(1木簡研究J12) : 1990年

安犠 輔の堀遺跡 {第6区) (あさか じようのほり] 多可郡中町

中世集落居曲 97.8-97.9 2夜中町教育;;且会

。中町教書 : 1安岐 械の爆遺筋糧蔵文化財発蜘調査成果の概略J(中町文化財鰻告16) : 1997年

。φ町教委 : r...坂 織の場遺跡E 県道山所中線悠般に係る文化財発掴調査{第4区B 第j田町会事
:6' 7区)J(中町文化財領告23)

。宮原文隆 f兵庫安坂織の櫨遺跡J(1木簡研究J20) : 1998年

置制宮町西遺跡 {しげりみやのにし} 多可都中町

中世集落 97. 1 点 兵庫県教育委員会i里蔵文化財調査事務所

。兵庫県教委埋文調牽本:1平成8年度年報』

務所 ( 

。高木芳史 『兵1M 浅利宮の西遺跡」 仰木術研究J20) 
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掴富遺跡 [，、などめ}※ 1m来郡御津町

中世集落 00.7 -00.9 1点 御棒町教脊委員会

。御津町教，; : 1稲富遺跡ー御，.西部地区ほ場西師に伴う埋厳文化財本発短調査線告書J(御j四回年

;諜町哩雌文化財報告書，)

鍋ー城山遺跡 [，、かるが じょうやま〕 鍋保郡太子町

近 世城郭館 80.1 -80.3 1点太子町教育舎員会

。三村修次 兵雌鋪械山遺跡J(1木簡研究J3) : 1981 ~平

長尾沖田遺跡 [83年度調査)[ながおおきた〕 佐用郡佐用町

古代寺院集落 83.12-84.3 1点兵庫県 教脊委員会

。兵廠県教委 『兵庫県哩巌文化財調査会F線路拘担年度J : 1986年

o兵庫県教委埋文調査事 『長尾 神岡遺跡一一般県道下座 佐用線道路改良工事に伴う発御倒査線告ill'J: 1991年

務所 {兵成県文化財調査報告書100}

o西口 ，.'"兵庫長尾沖四遺跡J[1木簡研究J6) :1984if-

畏尾沖田遺跡 (85年度調査)[ながおおきた] 佐用都佐周町

古代寺院集務 85. 5 -85. 8 2.~ 兵庫県教脊委員会

。兵l歳以教委 『兵庫県埋厳文化財調査年線開向60年度J : ¥988字

。兵雌県教委理文調査事 『長尾 沖図遺跡一一般県道下庄 佐用線道路改良工事に伴う発栂調査線告密J:1991年

務所 (兵取県文化財調査報告書100)

。大平筏 『兵白区 長厄神岡遺跡J([木簡僻究J8) :1986年

見蔵岡遺跡 (93年度調査) [みくらおか〕 城崎郡竹野町

中世集柊 93.5-94. 3 1点竹野町教育委 員会

o竹野町教委 : r見蔵陶遺跡J(竹野町文化財線告嘗 10)

"公井敏代 兵雌 "麗陶遺跡J(1木簡研究J16) 

1996年
1991年

見直岡遺跡 [94年度調査)[みくらおか] 城崎郷竹野町

中世屋敷 94.4-94. 12 4長 竹野町教育委員会

。竹野町教委 : 1見歳岡遺跡J[竹野町文化財鍬告書 10)

。位井敏代 兵庫 見蔵間遺跡J(1木簡研究J17)

1996年

: 1995年

但属国分寺跡 (5次)[たじまこくぶんじ]※ 城崎郎日高町

古代寺院 77. 6 -77. 8 36.#: 日高町教脊委員会

。但腐恩分寺跡発短調査:1但馬図分寺木簡1(日高町文化財調査線告書5)

聞編 日高町教委発行 : 

。陶附亙維 但馬闇分寺跡出土の木簡J(諸詩文研 『第3困木簡研究集会"緑J)
o日高町史編集専門委員:r日高町史資料編』

1981年

1979年

1980~ 

会

。木術学会編

。木簡学会

『日本古代木備選』砦政審庖

『木簡学会但府特別研究集会ー古代但馬回と木簡J(線倉レジzメ集)

1990年

2002年

o目前町

( 16次)[た じまこくぶんじ] 城崎郡白布留T
89.11-89.12 6点 目高町教育委員会

: r広線ひだかJ417 

: I偲阿国府と但馬国分寺 発綴調査からその縫に迫る1
兵'" 但馬国分寺跡J[1木簡研究J12) 

: r木簡学会但馬特別研究集会一古代{旦馬留と木簡J(領告レジコメ集)

: r臼本古代木簡集成』東京大学出版会

信
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但馬国分寺跡

古代寺院

o日高町

。加賀見省-

o木簡学会

。木術学会編

川岸遺跡 {かわぎし〕 繊同郡日高町

古代官間 84.12 -85.3 1占 日高町教育委員会

，s高町教委 : r 111降遺跡発鍬調査概観J(白鶴町文化財調査線告書7) : 1986年

o加賀見省一 兵庫 川帰遺跡J(1木簡研究J7) : 1剖 5年

o木簡学会 : r木簡学会但馬特別研究集会一古代偲馬置と木簡1(保管レジ三 メ集 :2002年

津田遺跡 (旧、坦馬国府推定地) (確認調査)[ふかた] 措崎郎日高町

古代官簡 85.10-86.1 3点 兵雌県教脊委員会

。兵'"県教委樋文調査事 『但府国府関連 深悶遺跡 カナゲ闘遺跡 臼高バイパス建段工事に伴う但購:1抑 l年
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近峰

滋所

。吉謙雄t=
。木簡学会編

。木簡学会

;国府推定地内発掘調査報告書J(兵庫県文化財調査線告99)

兵廠 但馬国府権定地J(1木簡研究J8) 

: r日本古代木簡選』岩波書庖

: r木簡学会偲馬特別研究集会一古代位馬冒と木簡J(領命レジュメ集}

1986if. 
1990年

2002年

理 由遺跡(旧‘坦馬園府推定地) (ふかた〕 城崎君事臼両町

古代官簡 86.9-87.1 31点 兵庫県教育委員会

。兵庫県教委埋文調査事 1m馬国府関連深図遺跡 カナゲ図遺跡 日高パイパス建股工事に伴う但鳩山，，'>

務所 国府惟定組内発楓調査報告書J(兵庫燥文化財調査銀各99)

。吉磁雅仁 甲斐昭光 : r兵庫 (R馬国府機定地J(1木簡研究J9) :1987年

。木簡学会編 : 1日本古代木簡遜』岩被害底 : 1990年

。木簡学会 : 1木簡学会但馬特別研究集会 古代但馬固と木簡J(報告レジュ メ集 :2002竿

祢布ヶ議遺跡 (86年度踊董 )(にょうがもり] 織崎郡日高町

古代官街 86.6-86.9 1点 固有町教脊委員会

o B高町 『但馬国府と但馬国分寺 発磁調査からその誌に迫るJ :2002年

。加賀見省一 f兵庫 弥布ヶ奈遺跡J(1木簡研究J9) :1987年

。木簡学会 f木簡学会但馬符")研究集会一古代但馬固と木簡J(線告レジュメ集:2002年

祢布ヶ蒜適臨 (14次)(に ょうがもり 〕 城崎郡日高町

古代官簡 92.10一回 2 5点 目高町教脊委員会

。日高町 : 1但馬国府と但馬国分寺一発抱調査からその謎に迫るJ ;2002年

。加賀見省 「兵鷹 怖布ヶ議遺跡J(1木簡研究J16) ;19叫年

o木簡学会 『木簡学会但罵特別研究集会一古代但寓固と木簡1(銀管レソュメ集 :2002年

祢布ヶ森遺跡

古代官簡

。日高町

。加賀見省

0，"貿見省一

。木簡学会

。木簡学会編

(19次)(によフがもり] 城崎郡日高町

95.5 -95. 6 4点 a高町教育委員会

『但問国府とI.!L~国分寺一発矧調査からその益に迫る』
「兵庫 祢布ヶ議遺跡J(1木簡研究J18) 

f兵庫 祢布ヶ務遺跡第ー九百k調輩出土木簡(続)J <r木簡研究J19号)

『木簡学会但馬符別研究集会一古代(.馬固と木簡J(線告レジュメ集)

『日本古代木簡集成』東京大学出版会

年

年

年

年

年

間

蜘

附

叫

叩

2

1

1

2

2

 
祢布ヶ姦遺跡 (20次)(にょうがもり} 揖崎邪日高町

古代官街 95.12-96.5 I点 目高町教育委員会

。日高町 『但閤国府と但馬図分券 発銅調査からその謎に迫るJ ;2凶 2年

。加賀見省 兵庫 称布ヶ森遺跡J(1木簡研究J18) : 1996年

。木簡学会 『木簡学会但馬特別研究集会 古代但馬固と木簡J(綴告レシユメ集 :2002年

祢布ヶ森遺跡 (31次)(にょうがもり] 描崎郡日高町

古代官補 99.10-00.3 4白 日高町教育委員会

。自高町 : r但馬国府と但馬国分寺一発砲調査からその謎に迫るJ ;2加2年

。加 賀見省兵庫 綿布ケ森遺跡J(1木簡研究J22) ;2000年

。木簡学会 : I木簡学会但馬特別研究集会 古代但馬留と木簡1(緑告レシユメ集 :2002年

砂入遺跡 (1(&)(87年度調査) (すないり} 出石部出石町

古 代阿川跡祭耐遺跡 88.1 -88.3 2点兵庫県教育委員会

。兵庫県教'li : I砂入遺跡 小野川政水路事実に伴う埋蔵文化財発楓調査報告 (1) (本文縦) ; 1997年

(回続編) (写真図版編)J(兵庫県文化財調査織告¥61) 

。西臼釜介 f兵庫砂入遺跡J(1木術研究J¥0) : 1988年

。木簡学会 『木簡学会但馬特別研究集会ー古代但馬窃と木簡J(保管レンュメ集 :2002年

砂入遺蹄 (n(&)(89年度調査) (すないの〕 出右郡出石町

古代祭最e90. 1 -90. 3 2点 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

。兵庫県教委 : 1砂入遺跡 小野川放水路事業に伴う埋蔵文化財発栂調査銀各(t) (本文編 :1凹7年
図飯繍) (写真図版編)J (兵雌県文化財調査線告16J)

兵庫砂入遺跡J(1木簡研究J12) 

: r木簡学会JlL~時特別研究集会 古代偲馬固と木簡J(報告レジュメ集)

。渡辺昇

。木簡学会
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兵庫県

砂入遺跡 (V区 1(93年度調査 1(すないり〕 出石郡出石町

古代然記集落水田 93.10-94.312点 兵庫県教育吾員会虚蔵文化財調査事務所

。兵隊県教委 : r砂入遺跡一小野川放水路事業に伴フ寝厳文化制発姻調登録告(l) (本文編 ;1同7年

図版編) <写真図版編)J(兵庫県文化財閥査領告161)

。酋口幸介 兵雌 砂入遺跡J<[木簡研究Jl5) ; 1帥4年

。木術学会 : [木簡常会但馬特別研究集会一古代m.m閣と木簡J<線告レジュメ集 :2002年

袴狭遺跡(1次1(はかざ〕 出石郡出石町

古代祭配 88.10-89.38点 出石町教脊委員会

。小争被 兵庫 侮後遺跡J<r木簡研究J11) : 19帥年

。仲宗卓也 佐藤信編 : I上代木簡資特集成』おうふう : 1994年

o木簡学会 : r木簡学会但馬特別研究集会ー 古代位罵閣と木簡J(報告レジュメ集:2002写

持狼遺跡 (向図地1&1(3次1(はか<") 出石郡出石町

古代官術 92.11-93.1 7点 出石町教育委員会

。凶石町教安 : r締狭遺跡内閲旭区発繍調盗概線一裕狭遺跡附辺官術関係遺跡の調査.11 : 1995年

。小寺銭 兵i車 袴狭遺跡(内問地区)J (r木術研究.1115) : ¥9同年

。木簡学会 : r木術学会但馬特別研究集会一古代但馬悶と木鮪J(線告レジュメ集:2002年

待狭遺跡 (向園地1&1(4次1(はかぎ] 出石郡出石町

古代官街 94.2. 91.3 1点 出石町教育委員会

。出石町教委 『袴侠遺跡内問他区発磁調査既報 待狭遺跡陶辺官街関係遺跡の調査J : 1995年
。小寺"兵雌 待狭趨跡 (2) (内岡地区)J (r木簡研究J16) : 1994年

。木簡学会 『木簡常会但馬特別研究集会一古代包.~OO と木簡J <鰻告 レジZ メ集 :2002年

待狭遺跡{問団地区1(6次 7次1(はかざ〕 出石郡出石町

古代郡簡 96.4 -96. 11 16.8. 出石町教育書員会

。出石町 f幽石市史第4巻Ii科編皿J : 1993年
o小寺誠 I兵庫 袴狭遺跡J([木簡研究J19) : 1997年

。木術学会 『木簡学会f.!U男符別研究集会一古代但馬固と木簡J(報告レジュメ集:2002年

。木簡学会編 『自本古代木簡集成』東京大学出版会 2003年

待狭遺跡 (下領地区。国分寺一区・向園地区1 (2次確認調査 1[はかぎ〕 出石郡出石町

古代祭配集落水m 90.10-90.11 3点兵雌県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

。兵隊県教委温文舗を事:r袴狭遺跡一小野川政水路事業に伴う坦厳文化財発熔調査線告(本文編1<図 ;2凹 G年
務所編 兵庫県教委発行}版編) (写真図版編)J <兵庫巨県文化財調査報告197)

。渡辺界 「兵班 待狭遺跡J<1木簡研究J13) : 1991年

。鈴木敏ニ 「兵庫待狭遺跡(第ー三ー四 }六 一七 二口号} 釈文の訂正と追加 ;2叫 0年

<[木簡研究J22) 

。木簡学会 『木御前学会他馬特別研究集会 古代但馬固と木簡J<鍬告レジュメ集 :2002年

符狭遺跡(国分寺 区1(はかざ〕 出石都出石町

古代祭配 ・集落 ・水悶 90.10-90.11 5点 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

。兵庫県教委埋文悶査事:r待終週跡ー小野川鉄水路事業に伴う寝磁文化財発鍋調査線告 (本文編) <図 2000年

務所編 兵庫県教委発行)版編1(写真図版編)j(兵ほ県文化財寓盗報告197)

。渡辺界 兵庫 袴狭遺跡J<1木簡研究J13) : 19例年

。鈴木敏二 : r兵成拷狭遺跡(第ー三}四 一六 七 ニO号}釈文の訂正と jsJlIJ: 2000年

<[木簡研究J22) 

。木簡学会 『木簡学会他馬特別研究集会 古代f!!J.s回と木簡J<報告レジュメ集:2002年

。木簡学会編 『日本古代木簡集成』東京大学出版会 200:)年

待控遺跡 (大坪一匹1(確認調査1[はかぎ〕 出石続出石町

古代集溶条里祭配関連水図 89.9 1点兵庫県教育委員会担蔵文化財調査事務所

。兵胤県教委慢文調査本:I締後遺跡一小野川激水路穆業に伴う埋蔵文化財発機調査報告{本文編) (回:2000年

務所編 兵i庫県教笹発行 j版偏) (写真凶版締)J (兵庫県文化財調査報告197)

。大平茂 兵庫 椅狭遺跡(1)J (r木簡研究J14) : 19四年

。鈴木敏二 兵庫袴狭通跡(第ー三 一四 六 七 ニ0停)釈文の訂正と追加J: 21)ω牢

<[木簡窃究.1122) 
。木簡学会 : r木簡学会但鳩特別研究集会一古代但周囲と木簡J<報告レシユメ集:2002;芋
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持狭遺跡 (88年度調査1(2次S奪回1(旧、 i平井遭陣1(はか引 出石郡出石町
古代集落 粂里 ・祭舵関連・水関 88.12-89.3 :;点 兵庫県教育委員会

。兵庫県教委埋文調査事:r袴狭遺跡ー小野川鍬水路事業に伴う唄歳文化財発鋼調査線告{本文繍) (悶 20ω年

務所繍 兵庫県教委発行 j版編1(写真図版編)J(兵直県文化財側査線告1971

。西日圭介 兵陳 情狭遺跡 (2) (1臼坪弁遺跡)J (~木簡研究』 叫 1992年

。鈴木敏二 兵雌格後遭跡(第一三 ー凶 ー六 一七二口号}釈'"の訂正と迎加J:2000年

: (r木簡研究J22) 

。木簡学会 : r木簡学会館属特別研究集会 古代位鱒固と木簡J(報告レジュメ集"凹2年

。木簡学会編 : r日本古代木簡集成』東京大学幽阪会 2003年

待狭通陣 {国分寺二区) (2次)れまかざ} 出石郡出石町
古代集落条盟祭舵関連水図 91.6-91.9 -1点兵雌県教育委員会纏蔵文化財調査事務所

。兵庫県教賓埋文調査事:r裕袋遭勝一小針川鍛水路事業に伴う哩蔵文化防発観測資報告(本文編) (図 2000年

務所領t 兵庫県教養発行 j版偏) (写真図版稲川{兵庫県文化財調査線告197)

。大平筏 兵隊情狭遺跡(I)j 仰木簡研究J14) : 1992年

。鈴木敏ニ 兵雌締狭遣跡(第 三 ー四 一六 ー七 二O号} 釈文のtriEと追加J:2000牢

(r木簡研究J22) 

。木簡学会 : r木簡学会但鴎特別研究集会一古代也周凶と木簡J(鍬告レジ>メ集 :2002年

待狭通跡 (大呼 区) (3次)(はかさ】 出石君事出石町
古代集格 条盟・然記関連 91.12-92.25点 兵雌県敏育委員会組経文化問調筆事務所

。兵雌県教委型要文調査本:r格検遺跡一小野川鎗水路事業に伴う哩麗文化"発銅調査9康管 {本文信) (悶;20ω年

窃新編兵庫県教委舞行 j版稲) (写真図版編)J (兵雌撚文化財網査線告(97)

。大平後 兵，*.~!実遺跡(l)J <r木簡研究J14) : 1992年

。鈴木敏二 兵1M 袴狭通跡(第ー三一四 ー六 ー七 二O'予} 釈文のrriEと追加J; 2000牢

: (r木簡研究J22) 

。木簡学会 : r木簡学会但馬特別研究鍋会一古代'"何回と木簡J(報告レジaメml :2002年

。木簡学会編 『日本古代木簡集成』東京大学(U版会 2003年

待狭遺跡 (下緩地1&) (6次) [はかぎ) 出石郎出石町
古代 中世祭記集落 93.6-93.8 2点兵胤県教育委員会埋蔵文化財調査事務所

。兵庫県教委埋文調査.:r陶製遺跡一小野川敏水路事象に伴う埋蔵文化財発砲調査線告伸文編) (倒 :20同年

務所鋼、兵庫県験餐発行!版繍) (写真図版編)J(兵雌際文化財調釜鰻告¥97)

。兵組催県教委 : rひょ ヲ ごの遺跡J I~ ;1994年

。大平茂 兵雌 袴狭遺跡(t)J<rホ繍研究』同 :19制年

。木簡学会 『木簡学会但馬特別研究集会 古代偲照固と木簡J(報告レンュメ集 :2002年

待狭遺跡(耳目-1&1()次)[はかざ〕 出石郡出石町

古代 中世祭杷集許容 93.6-93.12 2点 兵雌県教育委員会埋蔵文化財調査事暗所

。兵庫県教委理文調棄事:r侮狭遺跡一小野川股水路事業に伴う痩屋文化財努銅調査9幌管(ヌド文編)(図;2帥O年

務所編 兵庫県教袋発行 j阪偏) (写真図版儒)J(兵庫県文化財調奄報告197)

。兵庫県教委 : rひょうごの遺跡JI4 : 1 99~年
。大平茂 兵庫拷狭通跡(1)J (r木簡窃究J16) : 1同4年

。厳悶'*兵庫 袴検遺跡 {濠悶地区)(第ー六停} 釈文の訂正と追加J<1木簡研究J: 1998年
:20) 

。鈴木敏二 兵1M符狭趨跡{第ー三一凶 ープミ 一七 二0号} 釈文の訂正と追加J: 2000年

: (r木簡研究J22) 

。木簡学会 : r木簡学会但馬特別研究集会ー古代阻府固と 木簡J(線告レジュメ 集 :2002年

持狭遺跡 (向田 1&) (9次.=旧8次) (はかざ] 出石!II出石町

古代官街 ・祭記 。水関 94.6 -94.12 13点 兵 ""県歓育委員会埋蔵文化財醐査事務所

。兵1M県教委理文調査事 『持続遺跡 小野川飲水路事実に伴う岨蔵文化財発姻調査，...(本文編) (図;2000角F
Dl所編 兵庫県教鐘発行販制民)(写真図版協)J【兵1M県文化財創釜.5197)
。大事茂 f兵庫 締狭遺跡J仰木簡研究』川 : 1995年

。厳岡持 『兵庫 術後遺跡{第ー七号) 釈文の訂正と追加J(r木簡研究J20) : 1998年

。鈴木敏二 f兵雌狗狭通跡{第一三 ー凶 ー六 ー七二O.多) 釈文の訂正と迎加J:20∞年

(r木繍研究J22) 

。木簡学会 『木簡学会{恩府特別研究集会ー古代他府国と木簡J(報告レジュメ集 :2002年

-[回一



椅狭遭陣 (谷外地区 1 (9次 b~ 1日 9次 1 (はかぎ] 出石l!Il出石町

古 代 官 { 奇策配水問 95. 1 . 95.2 4点 兵胤県教育書員会埋蔵文化財調盗事務所

。兵雌県教委理文調査事:r侮狭;Jt島市一小野川放水路車業に伴う岨磁文化削発姻調査報告{本文編)

税所編 兵成県教委発行(隊側1<写災図版繍1J <兵庫県文化財制査鰍告191)

。火事後 兵liR.彬狭遺跡J<1木簡研究JI7)

。雌悶湾 兵1M 悔袋遺跡{第一七長会〉 釈文の町Eと也加J<r木簡研究J20) 

。木術学会 。『木簡学会但馬特別研究集会 古代{且J~mと木簡J <鎌倉レンユメ集)

。木簡学会編 『目広古代木簡集成』東京大学出版会

備遺跡 {しま} 出石郡出石町

古代~中世散布地 89.12 I点 兵庫県教育委員会

。兵副催県教司書埋文縄査本:r殉狭遺跡一小野川級水路事象に伴う鹿蔵文化財受領調盗鰻告{本文樹}

務所縦 兵雌県敬司書発行限緩1<写兵図版術)J<兵庫県文化財調査銀各191)

01度辺鼻 兵雌 崎遺跡J<r木簡僻究J12) 
o木術学会 『木簡学会1且的特別研究集会ー古代偲周囲と木簡J<線告レジュメ集}

入佐川遺跡 (21&1(1次 1(，、るさがわ〕 出石郡出石町

中世情 92.4 -93.2 4点 共廠県教育委員会j里級文化財明宏事務所

兵庫県

{闘 2000年

1995年

1998年
2002年

2003竿

(図 .2000年

: 1990司F

2002年

。兵1M県敏委纏文a査事 『入院川遺跡一小野川敏水路事業に伴う 瑚蔵文化財発御調査線告-mJ(兵庫:2002年

務所制兵雌県教委楚行県文化財調査縄告229)

。大平茂 f兵雌 入佐川辺監跡J<r木簡研究J18) : 1996年

。綴聞事 f兵雌入佐川遺跡(第-J¥別 釈文の訂正と;s加J<r木簡研究J20) ;19明年

。水筒学会 『木簡学会但問符別研究集会 古代似隣国とホ簡J(線告レジaメ集 :2002年

入佐川遺跡 (4区1(3次1(，、るさがわ]※ 出布郎出石町

a古代様、中世武家盟放 !H.6 -95. 3 2戸、 兵雌県教育書品会

。兵1M県教笹哩文調査事 『入佐川遺跡 小野川飲水路"'1震に伴う岨蔵文化財発組調査縄傍-mJ(兵~:2(1 02年
務所縦 t 兵胤県教a量発行県文化財調覧級官229)

。木簡学会 『木簡学会1且嶋格別研究集会一古代{且鳩固と木簡J(縄告レジュメ繰:2002年

入佐川温陣 (4区1(4次1l'‘るさがわ] 出石郡出石町

古代溝、中世武家屋敷 95.5-96.27白 兵庫県教育祭且会埋蔵文化財調査事暗所

。長艦隊敏委埋文調査事:r入佐川遺跡ー小野川肱水路疹集に伴う埋磁文化財楚磁調査線告ー皿J<兵隊;2凹咋

鴎所編 兵雌県教委発行 j県文化削衡実報告229)

0;る耐催県敏委埋文調盗事:r平成7年度年綴J : 1996年

務所

。大平成 『共1M 入佐川遺跡J<r木簡研究J18) 

。木術学会 『木簡竿会但馬特別研究集会 古代他府由と木簡J<報告レジュメ集}

富向纏脳遺跡(1次1(みやうちほりわき〕 出石郡出石町

中世屋数 水悶 95.8-96.3 25占 兵庫県教育委且会哩蔵文化財調査事務所

: 1996{手

: 21)02年

。兵雌県教委坦文縫査事:r平成7年度年鰻J : 19舗年

窃所

。兵隊県教委 : rひょうごの遭制 21 : I蜘年

。商U妻介 兵庫宮内纏脇遺跡J(r木簡研究J18) : 1996年

。木簡学会 : r木簡学会m.~緋別研究集会 古代但周回と木簡J<領禽レジュメ集 :2002年

宮 内堀臨遺跡 (2次1(みやうちほ りわき〕 出石綿出石町

<1'1堂島敷 水図 96.11-97.3 10点、 兵庫県教育書員会埋蔵文化財調査事務所

。兵胤県教委理文調査"，:r平成8年度年線J : 1997年
務所 。
。兵M値以敏~ : rひょうごの遺跡J21 :1996年

。酒n圭介 兵雌 宮内域総遺跡J<r木簡僻究J22) : 2000竿

。木簡学会 :r木簡学会恨馬特別研究集会一省代位鵬阿と木簡J(線告レジzメ集:2002lF 

宮 内纏脳遺跡 (4次1(みやうち<>りわき] 出石r.II出石町

中世麗数 水間 97.10 -98. 2 3.~ 兵庫県教育委且会鹿蔵文化財調盗事務所

。兵1M.以敬司廃虚文調査事:r平成9年度年鰻J : 1凹 8年

初所 i 
。兵目車保教~ : rひょうごの遺跡J21 :)996年
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兵庫宮内担感遺跡J(1木簡研究J22) 。西口安介

。木簡学会 : 1木簡学会但暦符別研究集会 古代偲燭固と木簡J(縄告 レジュメ集)

宮向黒田遺跡 [みやうらくろど】 出石郡出石町

古代遺物散布地 98.7-98.10 3点 兵康県教育委員会埋蔵文化財副査事務所

。小争被 兵雌宮内黒閤遺跡J(1木簡研究J21) 

。木簡学会 : 1木簡学会但寓符男'J研究集会一古代但馬団と木簡J(鰻告 レジュメ集}

三原石図遺跡 (みはらいしだ} 出石<11但東町

中世白熱流時 01.9 -01. 11 点 但東町教育委員会 日本モンゴル民俗得物断

。金"匡仰 『兵庫 。三原石岡遺跡J(1木簡研究J25) 

加都遭跡 (96年度調査)1かつ〕 朝来郡和岡山町

古代S鳥海 水悶 96.11-97.1 点 兵庫県教育委員会場蔵文化財閥査事務所

。兵胤県教委岨文鋼葦原 『平成8年度年微』

務所 ， 
o別府枠二 「兵雌加飢遺跡J<1木簡研究J20) 

加害B遺跡 (98年度聞査)1かっ] 朝来郡和悶山町

古代 中世水凶 98.6-99.2 3点 兵庫県教育委員会埋蔵文化財制進事務所

。兵雌県教書趨文調査事:1平成10年度年制

務所 i 
。戸皆本ー宏 司'!I!眼光 兵庫 "'..遺跡J(1木簡研究J21) 

梅原遍陣 帥‘じわら] 朝来郡山東町

中世集落 98.9 -98.10 1点 兵庫県教育委員会題蔵文化財調査事務所

。兵庫県教徒岨文綱益事:1平成10年度年報』

穆所 j 
。禽践報仁 兵雌健原遺跡J(1木簡研究J22) 

祭遺跡 {しぱl 朝楽部山東町

古代官間関連 00.11 -01.3 6.~ 兵庫県教育番品会』里蔵文化財閥査事務所

。兵雌県教魯埋文調査事:1平成12年度年線』

務所

。兵雌県教司書 『ひょうごの遺跡140
。西口圭介 f兵版製遺跡J<I木簡研究J23) 

劃緩週蹄 [つりさか] 朝 来 郁朗来町

古代集務 /'l道 97.8-98.2 3点 朝来町 教育委員会

。中島雄二 兵庫釣坂遺跡J(1木簡研究J21) 

市辺通陣 (CI&) [ ~、ちベ] 氷上郡氷上 町

古代官間関連 99.6 -99.12 18点 兵庫県教育聾員会埋蔵文化財調査事務所

: 2000~ 

:2002年

"99年
2002年

2003年

1997年

: ¥998年

。1999年

1999年

1999年

2000年

2001年

2001年

2001年

1999年

。兵庫県教書甥文調道写:1平成11年度年報J ~æ曲年

議所

。健定，.介 兵雄市辺遺跡J(1木簡研究J22) 

。木術学会編 : 1岡本古代木簡集成』東京大学出版会

山壇遺跡 {やまがき] 氷上邸奪回町

古代官簡 83.4-83.921占 兵庫県教育委員会

20ω年

2003年

。兵副院県教委社会敏脊 : 1氷上廊1奪回町山温遺跡ー近後自動定道関係埋属文化例発梅調査複線J : ¥984年

文化似諜綱、兵雌保敏笹:

夜行 : 

。兵副健保敏ili : 1兵雌県埋蔵文化財調査年銀昭和58年度J : 1986~ 
。兵胤県教ili，.文調査幕:r山嵐遺跡発姻調査線告書ー近a陸自動車道舞鶴線側係哩磁文化財発制調査線告 1990年
続所 :嘗潤J(兵庫県文化財調査線告書75)

。加古予恵子 佐 磁 宗 仰 兵 庫 山庖遺跡J1I木簡研究J6) : 19剖年

。加古千恵子 平開問章。 兵庫 山垣遺跡(第六号) 釈文の訂正と迫加J(1木簡僻究J20) : 1998年
省I長谷知.. 

。木簡学会制 『日本古代木簡選』岩波書腐 : 1990年
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奈 良 県

正倉院伝世木簡 {しょうそういんでんせい] 奈良市

古代官間寺院伝世 316点
。e鋪順正編 『正倉院宝物銘文集成』吉)1'弘文館

。'"崎順正 木村怯1t 正倉院宝物，墨付調査線告) (1審陵偲紀要J29) 

。柳緩太郎 正倉院伝世の木簡J(泰文研 I第1悶木簡窃究集会紀録J)
。制国家 f正倉院伝世の木簡)(f木簡研究J1) 

。木簡学会伺 : 1日本宙代詩、簡選』泊渡寄宿

平城宮陣 (5次}大幅瞳絶巨 {へいじよフきゅう ] 奈良市

古代官闘・官1笥 60.11 61.3 52点 奈良国立文化財研究所

。祭文研 f平峻宮跡第5'"産婦綱変報告』

。4詩文僻 『系良国立文化財研究所年綴1961J

01詩文研 『平械省発鍬調査線告 白ー官街地域の調資)(奈良国立文化財研究所学線l針

。諸詩文研 『平線宮本筒11(お良国立文化財研究所史料5)

o~詩文研 『平擁宮費量鋼同調査出土木簡慨鰻135
。東野治之 f奈良 平織省跡{第五a:)J (r木簡明究1II 
。木簡学会編 『日本古代木簡選』岩蔽害賠

。沖食卓'" 佐藤{寓縞 『上代木簡資料集成』おうふう

平時宮跡 (7次}大帽臨地区 (へいじようきゅフ ] 条良市

古代宮附 官情 61 . 7 ~62. 2 2点 奈良国立文化財研究所

。務文研 : r6~拘 36年度第7次平城宮跡宛蝿調査眠剖
。祭文窃 ，r奈良国立文化財研究所年鰻19田』

， ~詩文研 ，f平鎌倉発舗網釜観i!i1V 官術絶蟻の調査2)(奈良国立文化財研究所学級 17)

。議文研 :f平城宮木簡II(痕良目立文化財研究所受科5)

o償 開 拓 実

。現(lfI白之

""嫌宮跡HH:の木簡J(復文僻 r!lll回木簡研究集会舵総J)
『務良 平城宮跡(第七次)J <r木簡研究1II 

平 線宮跡(13次)向裏北方官衝勉巨 {へいじようきゅ う} 奈良市

古代官腫宮市 63.8-63. 10 1883内家良国立文化財研究所

。奈文研 ， 1平織宮第12. 13次発協調査慨線』

。衆文研 ， f平織宮跡郷，，"発掘調査幽土木簡慨微』

0奈文研 ， f奈良国立文化財研究所年報印刷』

。議文研 : r平嫁古木簡1I(奈良国立文化財研究所史斜5)

。奈文研

。議文研

『平峻官発樋調査鰻告W 官街地犠の調査2)(奈良国立文化財研究所学鰻17)

『平鎌倉発磁調査出土木簡阪線J35-37 

。今泉峰峰 『奈良 平械宮跡{第 三次)J (r木簡研究12) 

。木簡学会編 『日本古代木簡選』岩被害賠

。神議車也 佐雌信網 『上代木簡資糾集成』おうふう

。ォド簡学会縦 『日本古代木簡集成』東京大学幽阪会

S毛' 県 奈 良 県

年
年
年
信
平
年

8

8

6

9

0

 

7

7

7

7

9

 

9

9

9

9

9

 

印刷年

¥(;61年

1962年

1966 

1969年

20ω年

1979年

1990年

φ199<1年

1962年

1962年

; 1967年

: ¥966 

: 1969年

: 1976年

: 1979年

19日年

1963年

1961年
。1966

: 1969年

。1967年

: 20冊、

2003年

1980年

1990年

: 19同年

: 2003年

平城宮跡 (14次}宮域函南岡地区 (-、いじようきゅう} 奈良市

古代宮殿 官間 63.12 刷 3 7点 奈良国立文化財研究所

o t;言文研 『勾Z織省発姻調査出土木簡概鰻J2 ;1964年

。務文研 : 1平犠倉時向39年発姻調査概観J : 1965年

o ~詩文研 『奈良'"立文化財研究所年線1965J : 1965勾

。祭文研 『平域奮発組網実線告lX 宮峻門 i 大厄のm査1(表島国立文化財研究所学術i:1978年

34) 

。鬼頭構明 f奈良事媛2・.(第四次)J <r木簡研究18) ・1986年

平線宮跡 (16• 17次 ) 朱雀門地区 (~いじようきゅう ] 家良市

古代官世官衡 64.2'61.10 9点奈良国立 文 化 財 研 究 所

。祭文研 『平織宮発燐鋼を出土木簡慨線12 
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o r;詩文研 : r平織宮昭如39年発銅調貧概報J : 1965年

。奈文研 : I奈良国立文化財研究所年線"“J : 1965年

。奈文研 : r平械宮木簡21(奈良国立文化財僻究所史料8) :1975年

。奈文研 『平核宮発栂調を綴告IJ( 官機門 大垣の'UJ'l(奈良国立文化財研究所学報:1978年

34) 

。射質問妬実 『平織宮跡出土の木簡J(奈文研 『第I困木簡研究集会配録J) : 1976年

。消問答樹 『奈良 平織宮跡(第一六。 ー七次)J ([r木簡研究J2) ;1980年

。木簡学会編 『日本古代木簡選』袋波書底 1990年

。神奈摩也 佐繕'"編 『上代木簡資料集成』おうふう 1994年

平城宮跡(18次)西面大島亘 {へいじようきゅう ] 祭良市

古代富尉官簡 64.5-64.6 19点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : I平械宮姥姻調査出土木簡概縄J2 : 19制年

。奈文研 : I平城宮昭和39年発組調査続線J : 1附年

。京文研 : r家良閤立文化財研究所年報l同5.11 : 19同年

。奈文研 : r平峨宮木簡21(奈良司立文化財研究所史料8) : 1975年

。奈文研 : I平織官発臨調査報告民一宮駿門 大涯の御室1(奈良国立文化財研究所学綴:1978牢

3<) 

。佐藤信 奈良 平線宮跡{第一一八次)J (r木簡研究J2) :1980年

平城宮跡 (20次)向裏北方官街地区 {へいじようきゅう ) 奈良市

古代官阻官簡 64.7-64.11 522点奈 良 国 立 文 化 財 研 究 所

。奈文研 : r平城奮発拠調査出土木簡概線12 
。奈文研 : r平城宮昭和39年発銅調査概線』

。奈文研 : r奈良国立文化財研究所年総1965J

。ヨ詩文研 : r平線官発姻調査線告¥lIJ(奈良自立文化財研究所学級26)

。奈文研 : I平城宮木簡21(奈良国立文化財僻究所史料8)

。佐縫/3 r ~誇良 平織宮跡(第二口次}J (Ir木簡研究J2) 

。沖袋卓也 佐藤信編 : I上代木簡資料集成』おうふヲ

平城宮跡 (2)次)向裏東方宮簡地区 [へいじようきゅう 〕 家良市

古代宮殿官簡 64.11-65. 3 292点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 『平峨宮昭和39年発栂周査概線』

。奈文研 『衆良国立文化財研究所年報1965J

。衆文研 『平峻宮発短調査lli土木筋慨報J3 

。奈文研 『平織宮木簡21(奈良国立文化財研究所史料8)

。祭文研 『写機宮発掘調蒼緩衝¥lIJ(奈良国立文化財研究所学級26)

0鬼頭滑明 「姦良平織怠跡(第二 次}J (f木簡僻究13) 

。沖議卓也 佐秘情編 『上代木簡資料集成』おうふう

1964年

1965年

1965年

1976年

1975年

1980年

1994年

年
年
年
昌
平
年
年
年

白

岡

凶

防

花

筒

飢

M

9

9

9

9

9

9

9

 
平減宮跡 (22次北) 造酒司地区 [八いじようきゅう 〕 奈良市

古代官瞳官街 64.11 -65.5 582点奈良国立文化酎研究所

o t;詩文僻 : r平城宮昭和四年発鋸調査概稼』

。奈文研 : r奈良国立文化財研究所年報19師』

0夜文研 : r平嫌宮発磁調査出土木簡視線J3 

。奈文研 : r平機宮木簡21(奈良国立文化財研究所受斜8)

。鬼頭清明 f祭良 平城宮跡(第二二次 ~t;) J (f木簡研究13) 

。木簡学会編 『日本古代木簡選』岩訟..倍

。沖海卓也 6 佐藤信編 『上代木簡資料集成』おうふう

。木簡学会編 『日本古代木簡集成』東京大学出版会

1965年

1965年

1965{手

1975lf. 
1981年

1990年

1994牢

2003年

平織宮跡 (22次南)東院地区西辺 {へいじようきゅヲ 〕 奈良市

古(~宮瞳宮市 65. 2 -65. 7 523点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : r平械宮昭狗39年発銅剣査侵傾』

o奈文研 : r平線宮跡第口市 25 . 26次発姻調査慨鰍』

o奈文研 : ，奈良国立文化財研究所信手線19回』

。京文研 : r平域省発纏調査凶土木簡概観13 

。祭文研 : r平駿宮木簡2j(奈良国立文化財研究所史料8)

。鬼頭清明 : r奈良 平様宮跡{第二二次南)J 11木術研究』心

。木簡学会編 『日本古代木簡選』岩波書信

1965年

1965年

1965年

1965年

1975年

1982年

: 1990年
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。神様車也 佐必I!編 f上代木簡資特集成』おうふう

。木簡't会編 : 1日本古代木簡集成』東京大学幽版会

平城宮跡 115次)佐伯門地区 [へいじようきゅフ 〕 奈良市

古代官瞳官街 65.3-65.10 I点察良圃立 文化財研究所

奈良県

¥994年

20凹牢

。条文研 『率緩宮跡第22iti. 25 . 26次発姻調査既報J : 1965年

。衆文研 : r奈良国立文化財研究所年観19師J : 1966年

。楽文IJ! : 1平城宮発姻調1UI&民 官械門 大垣の調旋J(議良国立文化財研究所学彼;1978年
:31) 

0鬼頭清明 奈良 平城宮跡(第二五次)1 (r木簡研究J8) :1986年

平城宮陣 (17次)簿一次大権闘院地区東辺 {へい じよ うきゅう 〕 奈良市

古代官E 官補 65.7-66.14点 奈 良 国立文化財研究所

。奈文研 : 1平械宮跡賀町27. 32~発娘調査概徹』

。奈文研 : 1務良国立文化財研究所年鍬1966J

。奈文明 : 1平織宮宛織凋釜出土木簡概録J• 
。奈文研 : 1平織;，，，銅調査緩衝氾 第一次大極殿他壌の調査(本文}

:立文化財研究所学9・40)
。鬼頭"明 rj誌良 平擁倉跡 {第二七次)J (r木簡研究J.) 

平城宮跡 118次)第一次大権融院地区西辺 [へいじようきゅう 〕 家良市

古代宮殿 ・官術 65.9-66.379点家良 国立 文化財研究所

。京文研 : 1平城宮陣第" ・29・33'"発掘調査恒報』

。奈文研 : 1京良国立文化財研究所年報1966J

。京"研 : 1平履宮提出調査出土木簡慨報J• 
。鬼頭i向明 「奈良・ 平雄官跡(第二八"')J(1木簡研究J，) 

平雛宮跡(19次)東商大垣入間 東方官街地区 {へい じようきゅ う]

古代宮融官筒 66.7-67.5 115点 奈良国立文化財研究所

。京文研 :1平塘宮跡第28・29. 33~兜掴調査概報』

o高文研 : 1平堀宮発姻踊査出土木簡概報J• 
。高文研 : r京良国立文化財研究所年報1967J

。嘉文研 : 1平嶋宮木簡'J(高良国立文化財研究所史料17)

，，"扇情明 車良・平蜂宮跡 {第二九lt)J cr木簡研究J.) 

平滅宮跡 (31次)宮犠東南曙地1&.二粂大路 [へい じようきゅう}

古代宮殿 ・宮間 65.12' 66.4 639点 奈良国立文化財研究 所

o高文研

o奈文研

。京文研

。奈文研

。奈文研

。融村宏

。木簡学会制

o仲轟..也・佐蔭1.儒

平城宮陣 (31次繍足)

古代官融官街

。奈文研

。奈文研

。祭文E杯

。奈文研

。奈文研

: 1平披宮跡第27• 32故発掛調斑慨姐』

ー『奈良国立文化財研究所年報1966J

『平犠宮発砲調査出土木簡概樟J.

『平域宮木簡'J(奈良国立文化財研究所吏科17)

『事披宮木簡6J(寮良文化附研究所史料65)

『京良 ・平峨宮跡{第三二次)J (r木簡研究16)
『日本古代木簡遺』岩草書唐

『上代木簡資料集成』おうふ う

宮l;t東南問地区 [向いじよ うきゅ フ] 奈良市

66.5 -66. 12 12969長 奈良国立文化財研究所

『平織奮発姐閥益出土本簡繊維J• 
『指良国立文化財研究所年鰍1967J 

『平械宮木簡<J(療良国立文化財研究所史将28)

『平犠宮木簡5J(宗良国立文化.1研究所史f:l42)

『平城宮木簡6J(街良文化財研究所史料65)

奈良市

奈良市

。争簡保広

。木簡惨会編

『療良 平波宮跡{第三二次補足調査)J (r木簡窃究19)
f臼本古代木簡選』岩滋寄宿

平線宮陣 (35次}向獲裏方官街地1& (~い じようきゅ う ] 家良市

古代宮殿 ー官i笥 68.12-69.4 141点 奈良国立文化財研究所

。提言文研 : r家良国立文化財研究所竿線1970.11

。奈文研 『平織宮発組調査出土木簡限緩J7 

(65 

19師年

1966年

1967年

{図版)J(!奈良国 ]982年

: 1982年

'1966年
; 1966年

ト 1967年

; 1982年

， 1966年

: 1967年

: 1967年

: 1981年

: 1982年

.1966年

19師年

1967年

1981年

2004年

1984年

1990年

1994年

1967年

1967年

19..年

1996年
2004年

198?年

19同年

ゆ10年

1970年



近.

。ゃ術保広 奈良 平城宮跡(第三五次)J <r木簡研究J12) 

。木簡学会編 『日本古代木簡遺』治政嘗屑

。神議事也 佐磁借倒 『上代木簡資格集成』おうふう

年
信
平
年

制

抑

制

刊

倒

9

9

9

 

平塙宮跡 (37次)西池宮 {へいじようきゅう】※ 奈良市

古代宮 殿官街 66.2'66.5 I点奈良国立文化財研究所

。衆文研 : 1平織宮跡第37'39'40'41次発臨調査限則

。衆文研 : r奈良国立文化財研究所年線1967J

1967年

1967年

平崎宮陣 (66年立会鋼牽)東院地区 {へいじようきゅう} 務良市

古代官 融官簡 66.11 4点奈良国立文 化 財 研 究 所

。鬼頭情明 姦良 平織宮跡J'1木簡研究j8) 1986年

平織宮跡 (39~欠) 小子門地区 [へいじようきゅう ] 寮良市

古代宮 匝官補 66.12'67. 5 491点 奈良国立文化財研究所

。議文研 。『平械宮跡，i¥37• 39. 10・41'"発組調査既鍬』

。衆文研 『察良国立文化財研究所年*1961J

。指標文研 『率緩官発砲調査幽土木簡複線J5 

。祭文研 『場Z城宮木簡3J，奈良国立文化財研究所史糾17)

。d詩文研 『奈良文化財研究所紀要20041

。)'u' MI~1f!奈良 平織"跡(第三九1:I;:)J (r木簡研究17)
。木簡学会繍 『日窓古代木簡選』岩波.尉

。沖返事卓也 佐藤..銅 『上代本備費斜線I~J おうふう

。木簡学会編 : 1日本古代木簡集成』東京大学出版会

1967年

1961年

内同年

1981年

200~ 年

1985年

1990年

199同年

2003年

平城宮跡 (40次)裏方官街地区 -13概官省 へいじようきゅう] 奈良市

古代富尉官術 61.4-67. 10 2，<2， 奈良国立文化財研究 所

。d詩文研 : 1平織宮跡第37'39'40-41'"発砲m査慨鍬』

。議文研 : 1家良国立文化財研究所年徹l拙 』

。議文研 : 1平織宮受制調査出土木簡慨.Qj5 

。港政情明 奈良 平城宮易赤(第四O;;::)j<r木簡術究J8)

1967年

19曲年

19同年

1986iJo 

平減宮跡 (41次)第一次大極鼠院地区東南隅 {へいじ主うきゅう ] 奈良市

古代富距官術 67.7'67. 11 874点 奈良国立文化財研究所

。衆文研 : 1平織宮跡~37. 39' 40' 41~発娼調査院繍』

。a長女研 :H持良国立文化財研究所年徹1968J

。議文研 : r平織""組側室1ti土木簡概級15
。奈文研 : r平域官発矧綱登録告幻ー郊ー次大極殿地織の調査(窓文}

:立文化附研究所学縛40)

。加厳優 I~持良 平織宮跡{第四-;;::lJ<r木簡研究j81
。木簡学会編 : 1自本古代木簡選』岩厳魯底

。件緩卓也 佐跨!倉縮 : 1上代木簡資斜集成』おうふう

1967年

19回年

19同年

{図版)J(奈良l!I:1982年

198<年

1990年

1994年

平械宮陣(相次)東院地区百辺 (.、b、じようきゅう } 奈良市

古代官耐官間 67.9・68.4 26釘奈良国立文化肘研究所

。複文研 『察良国立文化財窃究所等級19同』

。議文研 f平様省"爆調査出土木簡概線J6

。衆文研 E平城宮木簡3J(奈良国立文化財僻究所長1斜171

。胤瑚清明 『奈良 平織宮跡(第四三次)J (r木簡研究J.) 
，*鮪学会編 f日本古代木簡選』岩波嘗唐

。神議..也 佐厳..編 『上代木簡資科集成』おうふう

19曲年

: 1969年

: 1981年

: 1986年

: 1990年

: 1994年

平埴宮跡 (44次}東院直園地区 fへい じようきゅう 〕 察良市

古代宮瞳官楠 67.11 -68.5 478点 策良国立文化財研究所

。複文研 : 1奈良直立文化財研究所年線19帥 J ~19同年
。議文研 : 1平織省発姐調査幽土木簡概観J6 :1969年

。衆文研 :1平械奮発借調査111"'''''一刻医院庭園噌区の調査{本文網) (固舷編}j，窃食文;2帥 3年
化財研究所学級69)

f奈良 平織宮跡{四四次)J (r木簡研究J10) 

『日本古代木簡選』岩政省底

。鬼頭清明 : ¥988年
。木簡学会稲 1990年
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。沖森卓也 佐磁僧編 『上代木簡資料集/JU おうふフ

平城宮跡 (50次)馬寮地巴 {へいじようきゅう〕 奈良市

古代宮世 官間 68.7-68.10 釘 ヲ奈良国立文化肘研究所

o奈文研 『平械省第47'50' 51' 52~発姻測査慨線』

。奈文研 『奈良国立文化財研究所年線196911

。衆文研 I'l'械宮発糠調査ui土木簡慨綴j6

。努文研 『平織宮発揚調査線告XI 問東t也峻の調査J(奈良国立文化財研究所学線42)

o寺阿保広 『祭良平織宮跡{第五O 五一五二 六三次)J (r木簡研究J14) 

平城宮跡 (51次) 馬寮地区 {へいじようきゅう] 奈良市

古代宮殿官簡 68.7 白9.10 4点 奈良国立文化財研究所

。衆文研 : r平峨宮第47.5Q.51.52次姥似縄笠概観』

。奈文研 : r奈良国立文化財僻究所年鍬196911

。奈文研 : r平織'8発縦割1i出土木簡概鰻j6

。a詩文研 : r平械官発姻調査線告漏馬務地繊の調資J(奈良岡立文化財研究所学徳42)

o 守備保広 奈食平峻宮跡(第五口五一五二 六三次)J (r木簡研究J14) 

平線宮跡 (52次)毘寮地区 [へいじようきゅう] 奈良市

古代宮尉官情 68.11-69.2 点奈良国立文化財研究所

。京文研 : r平城宮第" 印 51. 52次発綱調査概報』

。衆文研 : I奈良閲立文化財研究所年線196911

。奈文研 : r平線邑発錨調査削土木筋続報J6 
。奈文研 : PIZ波宮発掘調査線告xn-~寮地峻の羽交J (務良国立文化財研究所学級4zl

o寺崎保広 奈良 平総宮跡{第五O 五一五二 六三次)J 01"木術研究J14) 

平機宮跡(63次 )罵実地区 {へいじようきゅう〕 奈良市

占代官融官簡 70.5-70.712点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 r'l'械省第59'63.68次発楓調査続報』

"'詩文研 『奈良同立文化附研究所年報19711J
o奈文研 『平総宮発制調査出土木簡慨鍬j8

。家文研 『平様宮発銀調査線告X牙 馬務地峡の別貸J(奈良国立文化財研自済学線12)

。寺崎保広 r ~長良平減宮跡(第五口 五一 五ニ プ、三次)J (j'"木簡研究1114) 

平城宮跡 ())次)第 一次大極融院地区ー南門 東後 ・商面築地図廊 {へいじ Iうきゅう)

奈良県

199.1年

: 1969年

: 1969年

: 1969年

: 1985年

: 1992年

1969年

1969年

1969年

1985年

1992年

年

年

俸

年

年

9

9

9

5

2

 

M
初

防

師

同

開

1

1

1

1

l

 

197Q年

1971年

: 1971年

: 1985年

: 1992年

奈良市

古代官肱官補 73. 1 -73. 1 243}.!:i、 奈良国立文化財研究所

。衆文研 。『昭和47年度平織官発熔調査郎発姻調査被線(I)J : 1973年

。4詩文研 : r奈良国立文化財研究所年報1973J :19口年

。努文研 : r平減宮発銀調貸出土木簡概報119 :1973年

。奈$:研 : r平城宮発掘調査報告刻 第ー次大極限地織の調資{本文) (図版)J (奈良国:1982年

:立文化附研究所学報40)

0.1.汚織広 : r奈良 平械宮跡(七七次)J (8'木簡研究J23) 印刷年

0*術学会編 : I臼本古代木簡選』岩抜書信 : 1990年

平線宮跡 (78次荷)内裏地区 {へいじようきゅう 】※ 奈良市

古代宮殿官情 73.4-73.7 点 奈良国立文化問研究所

。祭文.. : I昭和48年度平械宮跡発御調資郎発短調査続線J : 1974年

。奈文研 『議良国立文化財研究所年報1974J : 1975年

。奈文研 『平城宮発復調輩出土木簡続報11IQ :1975年

。完詩文研 『平城宮発細調査鍬告沼(本文) (図版)j(姦良国立文化財研究所学鰻50) : 1991年

。沖森卓也 佐桜'"編 『上代木簡資料集成』おうふう 19例年

平織宮静 (91次)向裏百万官街地区 {へいじようきゅう 】 奈良市

古代宮腰官補 74.7-74. 10 242点 奈良国立文化財研究所

。策文研 : I陥fll49年度司昇級宮跡発姻調査郎発鎗調査続線J :1975年

。奈文研 : r平城宮短観臨調査rH七木簡慨綴J10 :1975年

o i'i詩文研 : r奈良悶立文化財研究所年報1975J : 1976年

。奈文研 : I努良文化附研究所紀要2曲 311 ;20凶年

。機関節実 f平城宮跡出土の木簡J(奈文研 『第1臼木簡研究集会E録1J) :1976隼

。市大樹 『努良 平械室跡J <1木簡研究~ 24) :2002年
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近儀

。木術学会編 : I日本古代木簡集成』東京大学出版会

平線宮臨 (92次)佐紀池南辺 {へいじようきゅフ ]※ 家良市

古代官融官簡 75.1 38点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : r昭和49年度平機宮跡発銀調査飾発銅調査概組』

o奈文研 : I平械奮発栂調査出土木簡慨級J10 

。奈文研 : r豪良留立文化財研究所年綴1肝 51

。沖様車& 佐藤信編 : r上代木簡資料集成』おうふう

平織宮蹄 (97次)中失区制堂院地区東北部 {へいじようきゅう 〕※ 奈良市

古代官尉官筒 76.4.76.7 163点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : r昭和51年度平機宮跡発編調査部発短調査概報』

。奈文研 : r奈良国立文化財研究所年線1977J 

。楽文研 : r平駿官発掘調査幽土木簡概線J11 

0木簡学会編 『日本古代木簡選』岩波寄宿

平城宮跡 (99次)東院躍園地区 [へいじようきゅう)※ 奈良市

古代宮障 官簡 76.10-77. 1 579点奈良国立文化財研究所

。奈文研 『昭和51年度平械宮跡発綴調査部発組織査続報』

。奈文研 : r奈良国立文化財研究所年領1977J

。奈文研 : r平城宮発纏調査出土木簡概線J11 

。奈文研 : r平被官発砲調査報告別 衆院彪岡地区の調査{本文編)

i化財研究所学鋭的)

。沖海"也 佐感情循 : r上代木簡資料集成』おうふう

。木簡学会編 : I日本古代木簡集成』東京大学幽阪会

平線宮跡 (101次)佐 紀 池 {へいじ ようきゅう〕 ※ 家良市

古代宮瞳官街71.1-77.3 2点 衆良国立文化財研究所

。奈文研 : r昭和51年度平織宮跡発俗調査部発銅調査概線』

。奈文研 : I奈良国立文化財研究所年線1977J 

。第詩文研 : r平核宮発姻調査線告xj(奈良留立文化財研究所学級39)

平線宮跡 ((02，欠)中央区馴堂院地巴 {へい じよう きゅう〕※ 妥奈良市

古代宮距官衝77.4-77.8 30点奈良 国 立 文 化 財 研 究 所

0'詩文研 f昭和52年度写械宮跡発猶調査部発銀調査概縄』

0諸詩文研 : I奈良国立文化財研究所年綴1978.8
。者詩文研 : ，平峨官発協調査'H土木簡概縄J12 

ljI械宮跡 け04次)東院地区西辺 (へいじようきゅコ]※ 奈良市

古代宮瞳官街77.8 -77. 11 313点奈良国立文化財研究所

。奈文研 : I昭和52年度平域宮跡発御調査部発鋼調査概則

。奈文研 : I奈良国立文化財研究所年報1978J

。奈文研 : r平織宮苑短調査幽土木簡観線J12 

0木簡学会編 : r日本古代木簡選』岩波書庭

oI'l'議事也 位機情編 : r上代木簡資料集成』お うふう

平城宮跡(110次)東院庭園地区 〔へいじ ようきゅう 〕 奈良市

古代宮殿 官情 78.6 -78. 11 56点茶良国立文化財研究所

。奈文研 『昭拘53年度平線宮跡発姻調査部発栂関査続線A
。奈文研 『奈良国立文化財研究所年報1979J

。奈文研 『平線宮発姻調査出土木簡既報J13 

。奈文僻 『平織宮発鋸測を報告別 東院施闘地区の調査(本文編}

化財研究所学飯田)

。加藤優 f家良 平械宮跡111木簡研究J11 

o木簡学会編 『岡本古代木簡選』岩波書庖

。沖様車也 佐騒{書編 『上代木簡資料集成』おう ふう

平城宮跡 (111次)中央区朝堂院東第二堂 {へいじようきゅう} 奈良市

古代宮世 宮間 78.4-78. 7 24点奈良国立文化財研究所

。衆文研 『昭利53年度平線宮跡発姻調査部発磁調査概線』
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。奈文研

。奈文研

。加磁優

。沖議事也佐藤俗儒

: r奈良国立文化財研究所竿線 1979.1
: r平織官発御調査Iti土木簡続報J13 

奈良 平城宮跡，<1木簡研究J1l 
『上代木簡資料集成』おう ふ う

平織宮陣 (117次) 第ー 次大極融院地区東辺 {へいじようきゅう 〕 奈良市

古代官世官間 79.9-80.1 点 奈良国立文化財研究所

。祭文研 : I昭如54年度平城宮跡発御調査郎発姻調査概緑』

。奈文研 『家良国立文化財研究所年綴1980.0
。祭文研 『平線奮発路調査幽土木簡複線J13 

。奈文研 『平域宮発姻凋査線告沼 第 次大極殿絶域の調査{本文}

立文化財研究所学知40)

， I荷周管制 f事良 平 峻宮 東跡，'[木簡研究J2) 

平城宮跡(1 20~次 ) 東院庭園地区 {へいじようきゅう 〕 奈良市

古代官瞳官間 80.1.80.5 108占奈良国立文化財研究所

。祭文研 : r昭和54年度平城宮跡発処調査部発御調変概線』

。奈文研 : r奈良国立文化附研究所年鰍19田』

。祭文研 『平械宮発掘調査出土木簡概線J14 

o ~詩文研 町平線宮発槻繍査線i!1XV-_~医院魔幽絶区の調査(本文編)

化財研究所学線回)

， I宵間接樹 r#良平締官 京跡，(1木簡研究12) 

o神森卓也 佐様慣編 n代木簡資料集成』おうふう

平機宮跡 ()22次 )壬生門地区 (へいじようきゅう] 奈良市

古代官階・官間 80.3 80.7 146点 奈良国立文化財研究所

。萩文研 : r附初55年度平娘回跡発賂調査部発御調倉慨叫

o ~詩文研 : r奈良悶立文化財僻究所年報1981J

。祭文研 : r平城宮発磁調査出土木簡慨報J14 

。佐 磁 ，.策良 平機宮京跡，(1木簡研究J3) 

o木簡学会編 : 10本古代木簡選S省波書脳

o仲森..也 佐縫{寓編 : 1上代木簡資料集成』おうふう

平域宮跡 ((28次)東院地区西辺 {へいじようきゅう 〕 奈良市

古代宮瞳 官楠 8'卜 81.6 74点奈良国立文化財研究所

。奈文研 : r昭利55年度平織宮跡発協調査部発磁調査既綴S
o奈文勝 : r家良悶立文化財研究所年報1981J

。d詩文研 : r平械官発観測査問土木簡慨報J15 
， I肖阿普樹 今泉隆雄 奈良 平城宮跡，(1木簡研究14) 

平織宮跡(129次 )向裏 北方官街地区 〔へいじようきゅう] 奈良市

古代 官蛇官市 81.3-81.7 1 7I.~ 奈良国立文化財研究所

。京文研 : D' B~利回年度平城宮跡受楓調査部発姻調奇観報』
o奈文研 : r奈良国立文化財研究所年緑川叫』

。奈文研 : 1平城宮発短調査出土木簡概線.o15 

0消凶I!I樹 今月限峰雄 来良 平総宮跡，(1木簡研究J.) 
。木簡学会編 : 1日本古代木簡集成』東京大学出版会

平械宮跡 ()30次) 朱雀門東方南面大垣 [~いじようきゅフ ] ※ 奈良市

古代富民監 官楠 81.6 -81. 7 2.~ 奈良国立文化財研究所

oa詩文研 : 1昭和56年度平城宮跡発砲調査部売抱鶴賀慨線』

o完詩文研 : r奈良国立文化財研究所年鰻1982..&0'詩文研 : 1平織宮発制調査出土木簡概線J15 

平城宮跡 (133次 )若犬養門地区 {へいじようきゅう] 奈良市

古代宮酷官間 81.11-82.2 1117点 奈良国立主イヒ財研究所

。祭文研 : r昭和56年度平織宮跡発樋調室部亮銀副首交慨報』

。奈文研 : 1奈良国立文化財研究所年線198ZJ

。奈"僻 : r平械宮発銀調査尚土木簡概綴J15 

， I荷mi!f樹今泉険峻 「奈良平械宮跡，(1木簡研究141
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1982年

: 1982年

1982年
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1982年

1982年

1982年
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近也

，*備学会編 : I日本合代木簡選』岩波寄陪

。沖海"也 佐藤信編 : I上代木簡資料集成』おうふう

1990年

!99.11f-

平城宮跡 (136次)中央区駅堂院地区東南田 {へいじようきゅう 〕 奈良市

古代宮殿 官簡 82卜 82.4 47u ~奈良国立文化財研究所
。奈文研 : r昭如56年度平織宮跡発娘調査部発銀調査既線』

o芳文研 : r奈良国立文化財研究所等級1982J

。提言文研 : r平核奮発抱調査出土木簡概線J15 

， i荷図善樹 今月決隆緩 奈良 平城宮跡J<I木簡研究14) 

1982年

1982年

: 1982年

: 1982"手

平織宮陣(139次 )向裏北方官街地区 {へいじようきゅう] 奈良市

古代宮殿 ・官簡 82. 3 -82. 7 258点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : r昭和57年度平織宮跡発楓調査部発煩調査概綴』

。奈文研 : r家良国立文化財研究所字線1983J

。奈文研 : r平滅宮発槻調査尚土木簡慨綴.016 

。寺鮒保広 繍本3忠則 奈良平械宮京跡J(1木簡研究j5)

。木術学会編 : r日本古代木簡選』岩波書底

。ホ繍学会編 : r日本古代木簡集成』東京大学出版会

19岨年

: 1983年

: 1983年

1983年

1990年

2003年

平城宮肺 (140次)中央区制堂院地区 [八いじようきゅう〕 奈良市

古代宮世官簡 82.8-83. I 749.~ま 奈良国立文化財研究所

。祭文僻 r附利57年度平械省瞬発御調査部発制調査慨報』

。京文研 : r奈良国立文化財研究所年報1983.0

。奈文研 : r平械奮発姻凋査出土木繍既報J16 

。守的保広編者、縫則 r，詩良平城在京跡J'1木簡研究.n5) 

1983年

1983年

1983年

1983年

平雛宮跡 (143次)朱雀門西方南面大塩 {へいじようきゅう〕 奈良市

古代官距宮間 82.7-82.8 2点 奈良 国 立 文 化 財 研 究 所

。斉詩文研 : I昭如57年度平域宮跡亮御調査部発御調査視線』

。語詩文研 : r奈良国立文化財研究所午線1983j

。奈文研 : r平織官発制調査出土木簡慨報116 

。寺崎保広備本銀貸家良 平械宮京跡J([木簡研究15)

年

年

年

年

問

問

削

叩

平城宮跡()50次) 中央巨朝堂院地E南辺 (~いじようきゅう 〕 奈良市

古代官瞳・官間 83.4-83.833車 奈 良 国 立 文 化 財 研 究 所

。衆文研 : r昭和58年度平城宮跡受腿調査部発栂調変概報S
o奈文研 : r奈良国立文化財研究所午線l岨 41

。衆文研 : r平線宮発姻凋輩出土木簡概報J17 

。舘野和己 奈良平機富京跡J{[木簡研究16)

1981年

1981年

1984年

1981年

平線宮跡 (154次)東方官街地区 [へいじようきゅう 】 奈良市

古代官瞳官情 84.1-84. 4 1929点奈良国立文化財研究所

。奈文研 : r昭和四年度平峻宮跡発網調査部発傾調倉視線』

。祭文研 : r奈良国立文化財研究所午線l開叫

。奈文研 : p，被官発姻調査出土木簡概銀117 

。舘野利己 r，詩良 平機宮京跡J([木簡研究)6)

。木簡学会編 : I日本古代木術選』岩波書庖

。沖議卓也 佐雌信網 : r上代木簡資料集成』おうふう

平崎宮跡(155次 }壬生門東方南面大垣 [へいじようきゅう 】 奈良市

古代宮瞳官而 84.3-84. 7 1473点奈良国立文化財研究所

。妥詩文研 : r昭拘59年度平械宮跡発御鋼査部発鍋調査概鍋』

o~詩文研 : r家良国立文化財研究所年緑内田』

o奈文研 : r平械宮発鼠調査出土木簡概観J18 

o奈文研 : r平総宮木簡吋(察良文化財研究所史料65)

o鬼頭清明 : r苦言良 平峻宮 東益事J<1木簡研究J7) 

。木簡学会編 : r日本古代木簡遺』岩波書底

o木筒形会偏 : r岡本古代木簡集成』東京大学凶阪会

年

年

年

年

年

年

制

蜘

蜘

拙

剛

醐

1985年

1985年

1985';下

2001年

: 1985年

: 1990年

:2003年
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平 城宮跡第 (157次)朱雀門北方地区 (へいじようきゅヲ] 奈良市

古代宮殿官補 84ト 81.11 146点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 ， r昭如50年度司区域古跡発樋縄査郷発鍛調資概線』

。衆文研 : r奈良国立文化財研究所生#稼1985J

o奈文研 『平城宮発御調査則 t木簡慨緩J18 

。鬼頭消明 『病良 平城宮烹跡j仰木簡研究j7) 

平織宮 (157次補足)朱省門東方南面大垣 [へいじようきゅう〕 奈良市

古代百般官 商都拙 87.7 36点奈良国立文化財研究所

o家文僻 : r平機省発縦割貸出土木簡概綴Jzo
01詩文研 : r附和62年度事被富跡発熔調査飼唖姻調査概鍛S
o俗文研 : r奈良国立文化財研究斉年線1987J 

。寺崎保，;;.奈良平城宮策跡J<I木簡研究.1110) 

平城宮掛け64• 1次)北面大垣 (御 前 池)[へいじよフきゅう] 奈良市

古代宮殿 富市 85.4 22点家良国立文化財研究所

o ~長文研 『昭和60'手度平織宮跡発槻調査部売焔調査慨鍬』

o奈文研 『務良問立文化財研究所年報1986，1

o夜文研 Z平城宮発繊細究出土木簡概鍬J19 

。橋本~ltl J 安艮 平減H'}京跡1[1木簡研究18)

平線宮跡 (164.21次)罵寮地区北方 [へい じようきゅフ ] 奈良市

8代 冨瞳官筒 86.I 9.?1_ 奈 良 国立文化 財研究所

。z詩文研 : I昭和60午iJ!字減宮跡発賜調査部発飯綱資慨鍬』

o姦文研 : r t;?艮目立文化財研究所年微1986J

。祭文研 : r平城宮発姻調夜間土木簡慨彼J.19 

。焔本銀艮 r ~持良 平械宮 東跡J[1木簡研究]8)

。木縮予会編 : r日本占代木簡選』岩波許庖

平機宮跡 (165次 )壬生門東方南面大鐘 {へいじようきゅヲ ] 奈良市

古代宮殿宵間 85.3 85.8 366点 奈良国立文化問研究所

。祭文研 : f63布l60年度'1"峨宮跡発俗調査郎鐙鍋調査概鍬』

。奈文研 : I奈良国立文化財研究所年報1986J

。祭文研 : r平被官努槻調査出土木簡概領J¥9 

。橋本施則 r ~持良 平城宮 京跡J[1木簡研究)8)

平城宮跡(167次 )壬生門西辺南蘭大垣 [八い じようきゅう ] 奈良市

古代官瞳官間 85.6'85. 10 4l!". 奈良国立文化財研究所

。議文研 : r昭和60年度平域宮跡発磁調査認発熔調査限級』

。奈文研 : r祭良国立文化財研究所年惚1弼 6J

。奈文僻 : r平織宮発姻割安出土木簡続報J19 

。橋本家主則 r ~詰良 平城宮 東跡J([木簡研究j8) 

平城宮跡 (171次 )中央区斬堂院地区東南辺 {へいじようきゅう } 妥奈良市

古代官尉官簡 86.1 -86. 3 246点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : I附和田年度平城宮跡発偲調査部発婚調査概繍』

o奈文研 : r務良国立文化財研究所等級 1986J

。衆文研 : I平峨宮発惚調糞凶土木簡慨報j¥9 

o繍本義則 奈良 平城宮東跡1(1木簡研究18)

平線宮跡 [172次)肉裏東大潟 [八いじよフきゅう〕 祭良市

古代官揖宮而 86.3'86.11 4565点奈良団立文化財併究所

。夜文研 : r昭和目6¥年度平械宮跡発楓調査を卸売偲綱資概線』

。衆文研 : i平城宮発路網輩出七木簡概鰻J¥9 

o ~声文研 : rr，長良国立文化財研究所年総¥9釘』

o寺傾保広 奈良平械 宮 京 跡J"木簡I)f究19)
。ホ簡学会編 : fA本古代木簡選』治政書后

。沖返事卓也 佐雌'"編 : r上代木簡資科集成』おうゐう

。木簡学会編 『臼本古代木簡集成』東京大学I!.¥版会

171 

奈良県

: 1985年

: 1985年

: 1985年

: 1985年

1988年

: 1988"'手

19回年

1988年

1986年

; 1987年

: 1987年

1986年

1986年

1987年

1987年

1986年

1990年

1986年

1987年

1987年

1986年

1986年

1987{p 

1987年

1986年

1986年

1987年

1987竿

1986年

1987{p 

1981年

1988年

1987年

1990年

1994年
初回全手



近健

平織宮跡(1m欠}佐紀池南辺 {へいじようきゅう 〕 奈良市

古代宮殿 ・官補 86.10 279点 奈良国立文化財研究所

.，詩文研 : 1昭和制年度平様宮跡発銅調査書事受栂調査既鰻』

。夜X研 : 1平鎌倉，登輝鋼牽出土木簡既報』ゅ

。ヨ詩文研 : 1妥奈良宙立文化財研究所年報1987J

。"崎保広 1，誇良平織宮烹跡J(1木簡研究)9)

。木簡学会館 : r四本古代木簡選』岩波書后

。枠議'"也 佐藤i曾編 : 1上代木簡資料集成』おうふう

。木簡学会編 :1日本古代木簡集成』東京大学出版会

1987年

1987年

19曲年

1981年

1990年

1994年

2003年

平織宮跡 (2'3次 )東区岡盆院旗第四堂 [へいじようきゅう】 泰良市

近栓集得 91.10-91.12 1点 家良国立文化財研究所

。z詩文研 r1991年度平擁宮跡発姐調査部発煩悶盗概根』

。議文研 : r務良国立文化財研究所等級1991J
。奈文研 : r平城宮発倒調査出土木簡概綴126
0舘野和己 『奈良 平擁宮跡J(1木簡研究Jt4) 

1992i手

: 1992年

: 1992年

1992年

平織宮跡 (222次}式仰省・式部省東官街地区 {へいじようきゅう ] お良市

古代宮殿宮間 91.3-91.8 4730点 務良国立文化財研究所

。諸詩文研 rl991年度平織宮跡発制調査部発鰯調査概徹』

。奈文研 : r平城宮発磁調査出土木簡概観J26
。術xl)I : r奈良目立文化財研究所年錨 1992J

。術文研 : 1家良国立文化財研究所信事録1993J

。奈文研 : 1平織宮木鮪吋〈奈良文化財研究所史科目}

。舘野拘己 来良 平峻宮跡J(1木簡研究J14) 

199ロ年

1992年

19四年

1994年

20叫年

1992年

平機宮跡 (24'次}遺週司地区 {へいじようきゅう 〕 奈良市

古代宮 殿 ー官間 93.4-93.6 45点 奈良国立文化財研究所

。衆文研 : f1993写!f平織宮跡受銀綱査部鐙綱同調査慨彼』

。案文研 : 1条良国立文化財研究所年稼1四 叫

。完詩文研 : 1平峨宮多量燭調査出土木簡概録J29 

0守附i帯広 夜食 平峻宮跡J(1木術研究J16) 

1994年

199唱年

1994年

1994年

平波宮跡 (242-)3次)東辺地区 謹重磨寺北方東二翁坊間臨 {へいじようきゅう]

古代官厩官i:Ei 93.12 I点奈良国立文 化 財 研 究 所

。奈文研 : rl99J年度平城宮跡発縮罵査部発槻調査概鍬』

。a詩文研 : I森良国立文化財研究所年綴1994J

。奈文研 : r平械省発銅剣輩出土木簡概線J29 
0脅崎保広 来良 平機宮跡J11木簡研究J16) 

平線宮跡 (243. 245 -)次}東院地区 [へいじ よフきゅう 〕 奈良市

古代富耐・官簡 93.6-93.1278点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 rr四3年度平媛1<跡発姻調査部発制調査既報』

。奈文研 r，長良国立文化財研究所年線199d

。奈文研 『平織奮発鍋贋査幽土木簡視線J29
. ，詩文術 『平後宮朱雀門の復原的研究J(奈良国立文化財研究所学鎌田)

。寺崎保広 11)1良 平蜂宮跡1(1木簡研究J16) 

奈良市

年
年
館
中
年

4

4

4

4

 

開

田

凹

開

1994年

: 199401:手

: 1994年

: 1994年

: 1994年

平緩宮跡 (245・2次}東院庭園地1&[へいじようきゅう} 奈良市

古代宮腫官補 94卜 94.3 12占 来良国立文化財研究所

。議文研 : rl悼 3年度平織宮瞬発網開査郷発短調査概線』

。祭文研 : r務良自立文化財研究所修織1994J
。奈文研 1平総省発搬調査幽土木簡既*-J29 

。奈文靭 : 1平織省発個別査線"xv一東院庭闘地区の調査(本文編}

化財研究所学観的)

."附保広 務良 平織宮跡J11木簡研究J16) 

。木簡掌会編 : r日本省代木簡集成』東京大学的阪会

1994年

1994年

: 1994iド

(図版綴)J (奈良文:四回年

: 1994年

。2003年

平機宮跡 (248・131欠)東一坊大路E刷:.[へい じようきゅう] 奈良市

古代都減 9-1.10 -94. ll， 95. I 17点 奈良国立文化財研究所
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奈良県

。諸詩文研

。条文研

。衆文研

。蹟辺是.，

: rl凹 4年度平峨宮跡発姻調査飾発鋼囲網査既"J
: r平織奮発磁調査幽土木簡慨線J3I

: [奈良国立文化財研究所年線1995J

f延長良 平織宮跡J<[木簡研究J17) 

: 1995年

: 1995年

: 1996年

: 1995年

事擁宮跡 <250次)遭酒司地区 {へいじようきゅう ] 務良市

古代官民受 12簡 95.4-95.92点 奈良国立文化財研究所

。議文研 f1995-1fl.ll佐平総宮跡発抱調査郎発鍋間資観報』

。奈文研 f平織宮発側側資出土木簡慨級J32

。祭文研 : 1京良国立文化財僻究所年線'"喝』

。吉尾谷知市 奈良 平線宮跡J<1木簡研究J18) 

隼
伝
子
年
年

6

6

7

6

 

開
回
日
開
田

l
i
-
-

平線宮跡 (259次) 造酒司地区南辺 (~いじようきゅう ] 奈良市

古代官阻官術 95." -95. 9 295<1点 奈 良国立文化肘研究所

o奈文研 : trl凹 5年度平線宮跡鑓繊細至宝榔発倒調査既報』

。衆文研 : r平織官発姻測輩出土木簡概綴J32

，1詩文研 :1家良国立文化財研究所有F線l伺'J
。お尼§知機 奈良 平総宮跡』仰木簡研究J18) 

。木簡学会編 :[日本古代木簡集成』東京大学山販会

1996年

1996年

1997年

1996年

2003年

平線宮陣 (261 ~次 } 東区朝堂院東第六笠 {へいじようきゅう ] ※ 奈良市

古代宮崎ー官術 95.10 -!.!6. 1 点 奈良国立文化財研究所

。祭文研 rl995年度写織宮跡発仮調査部抱鰍調査概緯』

。俗文研 : [平城宮先機調査出土木簡視線J32

。衆文研 『務自国立文化財研究所年報1996J

¥996年

1'"年
1997年

平減宮町 (267次 )東区朝堂院爾面鏡地 朝9長距院 {へいじようきゅう 〕

古代宮瞳官街 96.4-96. 7 459点奈良国立文化財研究所

，~詩文研 : [来良国立文化財研究所年維1997-mJ 

，~詩文研 : r平織官発銀凋貸出土木簡慨鰍J33
。古尾谷知常 r ~詩良 平総宮跡r<1木簡研究J19) 

家良市

1997年
1997惇

1997年

平城宮酔 (273次}式銅省・抑語宮地区 {へいじようきゅう} 奈良市

古代宮殿官衛 96.10-97.2，97.4-97.4 219点 第良国立文化財研究所

。奈文研 : [家良国立文化財研究所名手銀1997-皿J : 1回7年

。奈文研 : 1平嶋宮多量綱調査出土木簡慨線J33 : I回 7年

。衆文研 : 1平峨古木簡6J<第良文化財研究所長:料65) : 2帥 4年
。吉尾谷知推 奈良 平城宮跡J<[木簡研究J19) :1997年

。木簡学会街 。『日本古代木簡集成』東京大学出版会 :2003年

平織宮跡 (274次)東面大垣・:11: 幼大路酋倒，.(へいじようきゅう 】

古代官市 ・都機 97." -97. 7 <1238点 祭良国立文化財研究所

。衆文研 『奈良目立文化財研究所年綴]998.mJ 

。衆文研 『平城宮発樋調査出土木簡概相J'" 
。山下情ー郎 I奈良 平織宮跡J<[木簡研究J20) 

。木簡学会編 『自本市代木簡集rJe.J東京大学HI版会

奈良市

199B年

; 1998年

i 1995q> 

2003年

平織宮陣 (276次) 1医院庭園治区 [へいじようきゅう I長良市

古代宮殿官街 97.I -97. '1 729点奈良国 立 文 化 財 研 究 所

。案文研 : 1奈良国立文化財研究所午線1997-mJ 

。姦文研 : [平織官発婦関査幽土木簡観報J33
， ~詩文研 : [平峨宮発鍋調査級官>V-J使院庇幽地区の調査(本文繍)

:化似研究所学級69)

。首~谷知治 『奈良 平総宮跡J<1木簡研究J19) 

1997年

1997年

(図版編)J <療良文羽田年

: 1997q:. 

平城宮跡 (280次)東院車園地区 {へいじようきゅう I奈良市

古代官融 ・部被 91.9-98.114点 奈良国立文化財研究所

。祭文窃 『系良国立文化財研究所竿線1998 皿』

。奈文研 『平被官発倒調査凶土木簡慨級J34 

。録文窃 『平織官発鋪調査報告>V 衆院'"幽地区の調査(本文繍}

199喝年

1998年

(図版絹)J<宗良)(:2003年
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近.

。山下lo-郎
化財研究所学徳田}

復良 平織宮跡1II木簡研究J20) 1998年

平線宮陣 (284次}東院直園地区 二条条間路 {へい じようきゅう]

古代宮殿郡波 97.6-97.9 25点奈良国立文化財研究所

o祭文研 : 1策良国立文化財研究所年齢蜘 皿』

。条文研 : 1平織官発鋼臨調査出土木簡慨鰍J34
。話詩文研 『平蛾宮宛織調査線管xv-)使院"団組区の調査<*文様}

化削研究所学領69)

f議良 平織宮跡J<1木簡研究J20) 

議良市

¥998年
19開年

{図版絹)J <務良文;2003年

。山下情ー郎 ¥998年

平城宮跡 (301次 }東院庇園地区南辺・二条条間白 [へい じよヲきゅう]

古代錦織 99.4-99. 8 2時点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 『奈良@立文化財研究所年線2000-mJ 

o舘野拘己 『務良 平城宮跡J<1木簡僻究J22) 

。木附学会編 『府本古代木簡集成』東京大学出版会

奈良市

2000年
，2000年

2003年

平減宮跡 (315次)第 次大極殿院地区西辺 {へいじ ようきゅう 〕

古代都城 00.4-00.7 16¥点 察良国立文化財 研究所

。ヨ詩文研 『奈良文化財研究所紀要20(HJ

。話詩文研 『平峻'~f!.鍋調査出土木簡便鰻J 36

0古川聡 渡辺晃宏 φ 「奈良 平織宮跡J([木簡研究J23) 

家良市

2001年

2001年

2001年

平織宮跡 (316次)第一次大極殿院地区西辺 佐紀池爾辺 {へいじようきゅう 〕

古代初城 00.7-00.1170点 家良国立文化財研究所

ol詩文.. : 1祭良文化財研究所紀婆Z曲リ
。議文研 : 1平線省発憾縄変出土木簡概繍J36
0古川ft'l!r辺晃* r ~持良 平峻宮跡j 仰木術研究J23) 

;WJミm

2001年

2001年

20例年

平機宮酔 (337次 ) 第一次 大 纏融院地区西撞 {へい じよ うきゅう 】

古代官郁 01. 10 -02. 09 1485点 奈艮文化肘僻究所

。奈文研 : 1奈良文化財研究所紀要2帥JJ
。俗文研 : 1平械宮舞踊縄盆制上木簡随削 37
。寓制路島 渡辺晃:f' r ~擁良 平織宮跡J<1木簡研究J25) 

ダ奈良市

信
半
年
年

目

岡

田

m
m
m却

平線京跡左京一条三坊+二縛 {へいじようきょう] 奈良市

古代都嫌 84.11 4点 復良市教育委員会

。Ili断!噌'1> : 1奈良市周蔵文化財調禽繍"'.1>昭和59年度』

。西崎ポ餓 来良 平織京跡J<[木簡研究J7)

198同年

1985年

平線烹跡左京一条三坊+三卸 (市 440次 )[へいじよ うきょう] 奈良市

古代郷撞凹 2-00.394点奈良市教 育整品会

。議良市教'>> : 1夜良市酒蔵文化財調査概要銀告書平成 11'ドIlJ
。 松 浦 五 鎗焚原岡香織奈i造 平按京跡£京-;1>三幼+三坪J([木簡研究J22) 

。訟湘五倫災 夜良 平織京跡左京一条三坊十三隊(第二ニ 肘 釈;文の訂正と追加j

:筒研究J23) 

平織!l!跡左京ー条三幼+五 +六 縛 (55• 56・57次 )[へいじようきょう } 奈良市

， 2001年
20ω年

[1木:20例年

古代都城 69.3 -69.12 75点 奈良国立文化財僻究所

『夜食パイハス路線敷櫓発俗調査院銀J : 19凹年

f奈良国立文化財研究所年線1970J : 1970年

『平城宮発協調査出土木胸部既鰍J7 :1970年

『平城宮発側四査線告VI 平城京左京 条三坊のII!IItJ(袋良副立文化財研究 1975年

所伊飯田}

rB本古代木簡選』世波書幅 1990年

『上代木繍畏斜集成』おうふう 199同年

f菊良 平城京跡左京-;1>三防 ト五 +六野J仰木簡研究J16) : 199同年

。気持文研

。奈文研

。奈文研

。奈文研

。木簡学会側

。神保卓也位磁f1I編

。鬼頭滑明

平織京跡左京二条二幼五線 東二坊坊間路 (198次 AI&)[へいじようきょう 〕 奈良市

古代錦織 89. I -89. 2 34点 奈良国立文化財僻究所

174 



奈良県

。損詩文研

。議文研

。4詩文研

， I詩文研

: f 1鈎9{~lf平械宮跡完磁調査部受楓鋼褒健機J : 199ゆ年

『平織官宛御調査陶土木簡観鰍J22-23 :1990年

f平駿東長厳王邸宅土木簡J : 1991年

r平械京左京ニ粂ニ坊 三条ニ幼発御調査銀管 長庖王邸 様原M縁日邸の削:1995年

蛮 (本文編)(図版編リ (家良閏立文化附研究所学鰍54)

『窃良 平総京跡J'f木簡僻究J12) : 199。年。渡辺晃宏

平線京肺左京二条二坊五保 二条大路 東二坊坊問時酉側鴻(198次B区)【，、いじようきょヲ }

古代節減 89.3-89. 5 凶 261..:(ヲちニ条大路木簡22制 的 奈 良国立文化財研耕市

。詩文研 f19回年度平城宮跡建組調査総発婦間百値観栂J : 1990年

。祭文研 『復興国立文化財研究所年報1990J : 1990年

。衆文研 『平城京長座主邸宅と木簡J : 1991年

。衡文窃 。『平峨官発脳測夜幽土木簡複線J24.29. 30 :1991-

: 1995年

。衆文研 『平城京左，.二条二幼 三条こり1jJ~:倒綱資鰍告一長段支邸 綴瓜1ft:8邸の調:1995年

:査{本文編) ，関阪編)J，奈良自立文化例研究所学級54)

。槍辺克*: : r奈良 平織京跡J<1木簡研究J12) : 19師会事

平織京跡左京二条大路東ニ翁幼間陪西棚禽(198次C!&)，へいじようきょう 〕 ヲ奈良市

古代概披 89.5 16 .... :;. 奈民国立文化財研究所

。fit:ziJf : fl岨9年度平線宮瞬発短調資郵努姐調査概.J : 1990年

。複文研 : f平織省発胤調査出土木簡慨線J23 :1990年

。須文IJI : f祭良凶立文化財研究所年線l拍 oJ : 1凹 i年

o ~詩文僻 : 1手械庶民崩玉邸宅と木簡J :1991年

oZ3文研 : f'1'械京1;::#二条ニ防 三条二J!i鑓姻調送級告 艮虚主邸 脱原師事自邸の調 :1995年

査{本文編) ，図版編)J '奈民間立文化財研究所学知54)

。 渡迎見場~ f{tiQ 平線，h(跡J'f木簡研究J12) :1990年

平減京臨左京二条二幼五卸・東二幼翁闇路(123-26次)(へいじよヲきょう 〕

古代都線 80.12 18点 衆良国立文化財研究所

。Z詩文研 f附拘55年度平織宮跡史編調資総集姻..，証厩IIIJ

，~詩文研 f得良国立文化IIIIJI究所年報1981J

。俗文研 『平城宮短編調査出土木繍限領J14 

ω佐藤l宥 f奈良 平域事，.跡J(f木簡研究J3) 

平城東跡左京二条二幼五i平 (202-9次) (へいじようきょ う〕 奈 良市

古代m城 89. g. 89. 10 2.g 奈良国立文化財研究所

。家文研 r1989年度平城宮瞬発惚調査部健制調査既得』

。4詩文研 : f平城宮鐙御調査出土木簡阪線j22-23

。Z詩文研 : f布良凶立文化財研究所年線199ゆ』

。a詩文IJI : f司区域，.貝原正邸宅と木簡』

。護辺見署 r"，良 平棟方'跡J'1木簡研究Jl:!) 

条良市

何

千

年

信

平

年

8

8

8

8

 

9

9

9

9

 

1990年

1990年

1991年
同例年

:19抽年

平線京跡左京二条二翁五卸 東ニ幼幼間路西倒iII '202 -l3l欠) (へいじようきょう】

古代省f，披 90.1 90.3 1<11点 家 良国立 文化財研究 所

， ~持J:研 rL!i89年度平織宮跡発砲調査錦発姻調査恨側』

。奈J:研 : r耳昇級官発搬S調査附1木簡観報J22'23

。術X研 :H芦良国立文化財研究所年報1990J

。4詩文僻 『平織庶民白玉邸宅と 木簡』

。渡辺見方 奈良 平織京跡J'f木簡研究J12) 

議良市

"同年
1990年

1991年

1991年
1990年

平縫京酔左京二条ニ坊五縛 ニ粂大路 (204次)(へいじようきょう }

占代締械的 7 89.9 13082点{うち二条大路木簡13051点)

o奈文研 : rl989年度ギ峻宮跡発路a査部多量婦調査後鰻』

，'"文IJI : fJ高段目立文化附幌究所年報1990J
0(;詩文研 『平峻男氏 民館王邸宅と 木簡』

。祭文研 『平線宮発磁調査幽土木簡畿銀J24-29-30-33

奈 良市

奈良国立文化財研究所

。4詩文研

1990年

内例年

1991年

1991-

1997年

『平城京怠綜ニ象二t)j 三条二坊姥凶鍋習を綿密一長屋王邸 雌腺麻呂邸の削 ¥995年

(75-



返・

。査{本文編)<図版編)J<議良国立文化財研究所学線54)

。渡辺晃宏 『夜良 平織京跡J<1木簡研究J12) 
。沖海卓也 佐藤慣編 『上代木簡資特集成』おうふう

; 1990年
: 1994年

平城京跡京二条ニ坊五館 東二坊坊間路酉酬:. <223 -13次) (八いじようきょう〕

古代都捕 91. 10 48点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 II鈎 1年度平織宮跡発磁調査飾発婦問司医院"J
o調詩文研 ， 1写験官発姻調査出土木簡健OIlJ26 

。議文研 『夜食国立文化財研究所年線1992J
。lIIl野拘己 『藤良 平織"左京二条二坊繍"鰯酋側溝J<1木簡窃究J14) 

家良市

年

年

年

年

M
U
M
U

悶
M
M

9

9

9

9

 
平線京跡左京二条ニ幼六線 東二翁幼問自酋側海 <68次 )(へい じようきょう〕 務良市

古代節織 70.7 85点 奈良国立文化財研究所

。議文研 ， 1平城宮第四回目次宛繍凋釜限緩』

。斉詩文研 f策良国立文化財研究所年総1971J

。療文研 : 1平城宮発縮調官出土木簡視線Js

。守崎保広 平峻Z史跡在京二条二坊六保J<1木簡研究J17) 
。木簡学会編 ， 1日本古代木簡選』岩波書庖

。沖議..也 住磁，.繍 『上代木簡資特集成』おヲふっ

: 1970年
: 1971年
: 1971年
1995年
: 1990年

白 199.1年

平線京跡左京二条二幼+-1;事 <279次)【へいじようきょう] 奈良市

古代錦織 97.1-97.312怠 奈良国立文化財窃究所

。提言文研 『夜食国立文化財研究所年線1997-mJ 
。議文研 『平織宮苑短調査U1土木簡既線J33

o 111下情郎 fお良平織京跡J<1木簡研究J19) 

年

年

年

7

7

7

 

9

9

9

 

9

9

9

 
平城京跡左京二条ニ幼+・十 即・二条条問時 <281次) (へいじよフきょう〕

古代宮慣 ・都減 91.7 -97. 10 526点 奈良国立文化財研究所

。窃文研 1夜食国立文化財研究所年領1998-UlJ 
。d詩文僻 : 1平織奮発磁調査尚土木簡懐抱J3<

。古尾谷知浩 。『家良 平城東跡(!)J <r木簡研究J20) 
。木簡学会編 ， 1日本古代木簡集成』東京大学出版会

奈良市

199喝年

199.峨年

199.唱年

20田年

平城京跡左京ニ条二幼+ 縛 <282-叩次)<へいじようきょ ヲ} 奈良市

古代都線 97.10-97.11 副長 奈良国立文化財研究所

。奈文研 ， 1傷良国立文化財研究所年後1998-mJ 

。者詩文研 : r早城宮発鍋調査出土木簡概鰻J3<

。古尾谷知浩 奈良 平織"跡(1)J (r木術研究J20) 

平減京隊左京二条ニ続十- j平 (289次 )(へいじようきょう ] 奈良市

古代都嫁 98卜 98.2 32点 奈良国立文化財研究所

。気持文研 『奈良国立文化財研究所年線1998-mJ 

。奈文窃 ， 1平線省受傷調査出土木簡概*-J34 
。古尾谷知情 rj提良 平織京跡(1)J <r木簡研究J20) 

年

年

年

同

拘

抽

拘

mm

9

9

9

 

: 1998年

: 1998年
: 1998年

平擁京師左京二条ニ坊+一 十回線 卸 境 小路(市 15P次) (...... ~‘じようきょう ] 奈良市

古代都機 88.5-88.6 31点 奈良市教育委員会

。奈良市教委 : 1策良市哩磁文化財調査概契綴告書附拘63年度J : 19明年

。舘野手n己 西崎単級 議良 平機京左京ニ条二幼十一 寸阻碍坪境小路跡J<1木簡研究J11) : 19同年

。木簡学会桶 '1院本古代木簡集成S東京大学出版会 :2003年

平城東跡左京二条ニ幼+ニ原 (~いじ よヲきょう ] 奈良市

草代都霊 8叫2.5ト.8田2.12.8田3.)目2 日
擁軍 京ニ条ニ駒十二坪水道局1庁T会建E段安予定t僧也発御剖査会 .奈良市教育4委寄且会

。奈良市教委 :1平織京左京二条二幼十二降続良市水道局庁舎建般地発編調査恨菱銀告J : 1984年

。爾崎卓検 rj誌良 平織"二条大路 左京二条ニ坊+二坪J<1木簡研究J5) :1983年
。亀井伸錘 議良 平織京二条大路左京二条二幼トニ坪J<1木簡研究J6) ;1984年
。西崎E江倹 保良 平媛翼民跡J11木簡研究J7) ;1985年
。木簡学会編 ， I日本古代木簡遭』岩議書庖 : 199の隼

ー176-



奈良県

平城京陣左京二条ニ幼+三坪(151-11次)[へいじようきょう]

古代都域 83.9-83.10 4怠 奈良国立文化財研究所

。調詩文研 : 1家良国立文化財研究所年縄問剖』

。議文研 : 1平織奮発媛調査出土木簡続線J17 

。z詩文研 : 1平織京左京二条二坊+三停の捷燭調査』

。舘tf"己 家良 平織宮京跡J[1木簡研究]6)

奈良市

年
盆
平
年
留
守

4

4

4

4

 

8

8

8

8

 

9

9

9

9

 

'1'械設陣左京二条二幼十四即(189次) [へいじようきょう〕 奈良市

古代官耐官i町都城 88.2-88.4 1怠祭良国立文化肘研究所

。議文研 : 1昭拘62年度平織宮瞬発短調査節発組問蛮慨~J ~19同年

。奈文研 : 1平城宮努娘調査出土木簡概銀J20 :1988年
。俗文研 : 1平城京左京二条二紛+四坪発姐調査報告 l日石2倉時代銅 [法縞守南遺跡)J :2003年

(奈良文化財窃究所学機67)

。寺崎保Jl、 r!高良 平織 宮 京 跡J<1木簡研究J10) : 1988年

ま存機痕跡左京二条田翁二縛(市)57次) [へいじようきょう〕 衆良市

古代航機 88.7φ88.10 J.R. 奈良市教育委員会

。'"良市教'" : 1祭良市埋蔵文化財調査概要報告書昭和田年度J : 1989年
。中弁公 r"良 平線放左京二条閉幼二呼J<1木簡仔究J11) : 1989年

平線療跡左京二条回訪+ 縛 ( 市)80次) [へいじようきょう] 奈良市

古代総械 89.7-89.11 3点+削屑 奈良市教育委員会

。家良市教養 『萩良市哩属文化"調査概要綴告書平成元年度J 円四年

。商崎両区峰 1萩良 平織京左京二条因坊 十一係J<1木簡研究J12) : 1990年

平織京師左京三条一幼七縛ー東一幼幼問時 (269-5次)[へいじようきょう)

古代総城 96.7 10点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 『家良闘立文化財研究所年報1997 聞』

0奈文研 『平城宮完鋼臨調査出土木簡概報J3J

。山f(O一郎 r!誇良 厚犠京跡J<1木簡僻究J19) 

奈良市

1997年
1997年

1997年

平崎東陣左京三条ー幼七坪 (3)4-7次) [へいじようきょう] 奈良市

古代都城 01.7.01.81点 祭 良国立文化財研究所

。衆文研 : 1続良文化財研究所紀要2凹 IJ
。衆文研 : 1平織官発樹調査出土木簡概削 36

。渡辺苑"' 奈良 平城京跡左烹三条-，万七坪J[1木簡研究J23) 

2001年
2001年
: 2001年

平線東蹄左京三条一坊JU平 [118-22次) [へいじよフき ょう 1信良市

合代都城 79.12 2li ~持良国立文化財研究所
。議文研 : 1昭和54年度平織宮跡発御調査館発栂調査既鰍』

。議文研 : 1平機-g発御調査幽土木簡限緩JlJ 

。i荷凶....布良 平械11 京跡J<1木簡窃究J2l

1980年
1980年

1980年

平嫌ll!陣左京三条 幼八深(180次) [へいじ ようきょう} 奈良市

古代容認峻 87. 1 -87.2 2点 家良国立文化財研究所

。海文信 『昭和61句'Il平峻富瞬発鶴舞益郎発砲調d監視線』

。ヨ詩文研 『平線宮売臨調査幽土木簡複線J" 
。"簡保広 rj誌俊平織宮東跡J<1木簡研究J9) 

平滅東跡左京三条ー翁+1平 (234-10次)[へいじようきょう] 奈良市

古代綿織 92.11 7点 奈良国立文化財研究所

。条文研 rl992年度平城宮跡発短調査部宛御調査侵錨』

0条文研 『平峻官発御調査幽土木簡限緩J27
o複文研 『家良国立文化財研究所年線1993J

。 議 公 ，.奈良 "媛烹跡J<1木簡研究J15) 

平機京跡左京三条一幼+-+五 +六i平 (230次) [へい じようきょう]

古代都線 92.7-92.86点奈良国立文化財 研 究 所

o祭文研 r 1992年度平城宮跡発繊鋼賀郡発婦関査院総』

。議文研 『平線五".鍋側輩出土木簡概観J27

年
信
平
年

目

別

初

日

制

9

9

9

 

"田年

"回年
，，9<年

"同年

奈良市

1993年

1993年

177 



近健

。奈文研

o森公議

『家良国立文化財僻究所年制1993J

f奈良 平核京跡J(1木簡研究J15) 

; 1994年

; 19回年

平城京跡左京三条 幼十二碍 〔へいじようきょフ] 奈良市

古代都城 94. 6 -94. 8 2点 奈 良県立極原考古学研究所

o奈良県教釜 『奈良県遺跡調査概綴 l叫 4年度(第l分冊)j

。清水餅ニ 狗国家 鶴 f奈良 F城京跡左京三条一坊+二坪J(1木簡研究JJi)

見泰簿

1995年

1995~ 

平城京跡左京三条一幼+田原 東一坊大路西側溝 (282-3次) (へい じよヲきょう 】

古代都脇 97.5 139占 奈良国立文化財研究所

，~詩文研 『奈良国立文化財研究所年領1995 血』

。祭文研 『平織官発抱調資出土木簡概銀J31 

。吉尾谷知市 f奈良 平織京跡 (1)J (W木簡研究J20) 

奈良市

年
年
初
予

8

8

8

 

剖

回

開

平城京跡友束三条ー坊+五坪 東一坊大路酉剛溝(118-8次)(へいじようきょう 〕

古代都描 79.7-79.8 18点 奈良国立文化財研究所

。祭文研 : r昭和54年度平織宮跡発磁調査認発館周笈概鰍』

。察文研 : r努良沼立文化財研究所平織 19回』

。祭文僻 : I平城宮発規調査(M土木簡視線1¥3 

。清IU箸樹 奈良平線宮東跡J(r木簡研究J2l 

奈良市

1980年

1980年

1980年

19$0年

平城京跡左京三条 銚十五鰐 (266次) (へいじようき ょう〕 奈良市

古代郡波 96.1'96.3 ::;車奈良国立文化財研究所

。奈文研 : r1帥5年度平峨宮跡発熔潤安部発鋼聞を概線』

。複文研 : r平織百姥綱剖資出土木簡概縄132 

。察文研 : 1袋良問立文化財研究所年線l的 6J

。山下{貫一郎 奈良 平減京跡左京三条一幼 1五呼j (f木簡研究J18) 

1996年

1996年

19974三

1996年

平減京跡左京三条一坊+六呼 (234-9次) (へいじ ようきょう〕 奈良市

古代都城 92.10 8点 奈良閣立文化財研究所

。奈文研 r1992年度平城宮跡発組側安部発燭調交慨線』

， ~詩文研 : 1平城宮発栂濁査凶土木簡慨綴J27
。奈文研 F察良国立文化財研究所年線1993，D

。森公取 『務良 平峻京跡J(1木簡研究J15) 

1993年

; 1993年

:1凹岬

; 1993年

平城東陣左京三条二幼 深け9{)次)(八いじよフき£う]※ 奈良市

古内都城 88.5-88.11 2点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 rl988年度平械宮跡発栂調査部発抱調査院鍋J : 1989年

o衆文研 『平機宮発御調査出土木簡概報J22 : 1抑o-lf.
0祭文研 『平織烹長屋王邸宅と木簡J : 1岬 1年

。奈文研 I'l'減京左京二条二幼 三条三坊発栂調査報告 長屋王邸 雄原麻呂邸の倒:1995年

査(本文編) (図版編)j(努良国立文化財研究所学線54)

o祭文明 『平械京本筒(-j安宿王家木簡1I (奈 良国立文化財研究所史料仙 :1 995~

平機家臨左京三条ニ坊 坪 (195次) (へいじようきょう ] 奈良市

古代都線 88.10 -89.3 2.R. 奈良圃立文化財研究所

。奈文研 rl989年度平核宮跡発娘調査部発姻関査慨線J : 1990年

。奈文研 : r平峻宮発御調査出土木簡概観J22 印刷年

。奈文研 : r平械京長屋王邸宅と 木簡J : 1991年

。系文研 : r平機京左京 二条ニ坊 三条二');発栂調査線告一畏屋王邸 版原麻呂邸の関:1995;下

j査(本文編) (図版編)j (努良国立文化財研究所学線54)

。奈文研 : r平城京木簡1 長贋王家木簡IJ(祭良国立文化財研究所史斜41) : 1995年

。渡辺晃宏 務良 平城京勝j 仰木簡研究J12) : 19同年

平機京跡左京三条二幼 縛 二条大路((97次) (へいじようき ιう〕 奈良市

古代都城 8R. 12 -89.3 3370点(うち二条大路木簡3289む) 奈良国立文化財研究所

。奈文研 r1989年度平織宮跡発機調査部発偲調査概観JI : 1990'手
o奈文研 『平線百発娘調査出土木簡概報J22'30'31'32'33 :1990-

1997'f. 
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。奈文研 : r奈良国立文化財研究所年綴199⑪J : 19例年

。奈文研 : r平城京長居室邸宅と 木簡J : 1991年

。衆文研 : 1平城京左京二条二防 三条ニ坊発鋼調査報常一侵座五邸 藤原麻呂邸の調 1995年

:資{本文縦) (図版編)) (奈良1i'1立文化財研究所学領51>
。 祭文。 :r平械京木簡1 長原玄家木簡1l (祭良国立文化財研究所史料11) : 1995年

。渡辺見宏 rms. 平線京跡1(1木簡研究j12) : 1990年

。沖滋ι也 佐藤信編 『よ代木簡資料集成』おう ふ う 1994{ド

平城東跡左京三条ニ幼回路(174-10次) (，-... ¥.、じようきょう ] 奈良市

古代都城 86.7 1点 奈良国立文化財研究所

。祭文僻 : I附fn61年度平域古跡発胤調査部発砲調食概級J

o俗文僻 : I平城宮発矧調輩出土木簡概綴Ji9 

。ぞ予・命保広 '1長良 平械宮 京跡J(1木簡僻究J9)

平城東輯左京三条三幼六鍔〔宮跡庭園) (96次) (叫 、じようさょう〕 奈 良市

古代都械 75.5-75.1260在 来良国立 文化財研究所

01活文研 rO:ff1l50年度司区域宮跡発御調査開発観測資概報S
o~J[研 : r奈良国立文化隙研究所午線1')76J

o 1i詩文研 : 11'械京在京三条二坊六坪発姻刻夜慨線S
。祭文研 : f"峨富発御調査削土木簡概縄J11 

。京文府 : r平織京左京三'"二幼六坪発槻濁資被告J1家良国立文化財研究所学級41)

。族文研 : r平峨京木簡1 長肢王家木簡 1I (奈良国立文化財研究所史料4))

o (副長信 f奈良 平峻克:左京三条ニ幼宮跡彪陥遺跡J(1木簡研究12) 

0*簡学会編 『日本古代木簡選』jtJ抜高雌

。沖ぷ採点也 佐藤ra偏 『上代木簡資料集成』おフふう

平城京跡左京三条二紡六坪(宮跡庭園) (121次) (へいじようきょう 〕 奈良市

古代初拙 75.5-75.12 帥 -80.2 30点 奈良国立文化財研究所

o fii文僻 : I昭和54年度平峻宮跡発組調子主部発姻調代概搬』

。祭文研 r奈良国立文化似僻究所午線1980J

。祭文研 『平城京Ii'京三条ニ幼六坪発錨綱"慨線A
。祭文研 : r平織官発砲調査附土木簡慨徹J" 
01詩文句千 『平城京左京三条二妨六呼抱機調査械情J(努良国立文化財研究所学級111
。奈文研 『平域京*筒I一長陵王家木簡 1I (奈良国立文化財研拍済史料41)

。佐藤fif r ~長良 平織京左京三粂二幼 H跡雌図遺跡J<1木簡僻究J2) 

。木簡学会編 : r日本古代木簡選a岩波書広

。神謀l;i也 (叫削3術 : I上代木簡資料集成』おうふう

平線東師左京三条ニ絵七卸 (103-<次) (へいじ ようきょう] 奈良市

古代都械 77.5-77.6 I点 奈 良函立文化財研究所

。祭文研 : rorl拘52年度手峻宮跡発砲湖夜部発鼠調資概線』

。.m文研 。『奈良国立文化財研究所年綴1978J

01詩文研 : 1平城宮受矧迎賓出土木簡概線J12 
。祭文研 : r平織京木簡1-)を屋王家木簡 1)<務良国立文化財研究所史料41)

。{主阪信 奈良 平域京左京三条二幼宮跡彪悶遺跡j 仰木簡研究J2) 

平城東陣左京三条ニ幼七鰐 (118-23次) (へいじよヲきょう 〕 奈良市

古代郎城 79. 12 18点 奈良国立文化財研究所

。r詩文研 : r仰向54'ド度平械宮跡発熔調査部受観測脊段級S
otfi文研 l'半減官吏綱酬を出i木簡概徹J" 
。祭文研 : r平織京木簡l一長屋王家木簡 1) <奈良国立文化財研究所史料41)

。消間接樹 r ~長良 平織宮 京跡J<1木簡研究j2) 

平城京跡左京三条二翁七卸 (141-35次) (へいじよフきょう 】 奈良市

古代都城 83.3-83.41点 奈良国立文化財研究所

。宗文研 : 1附日57年度予峨宮跡発磁調査部発編調子産開銀J
o奈女窃 : r奈良白立文化財研究所年報 1983J

o~文研 : r平城宮発燃舗を111土木簡慢鰻J16 

。奈文研 『平線"木簡l一長座王家木簡は (奈良国立文化財研究所史料“)

o '~'F・5保広 橋本穣則 f奈良平織宮京高存J(1ホ簡研究)5)
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年
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近縁

平城京跡左京三 条 二幼七卸・東ニ坊坊問時(178次)[へいじようきょう] ヲ奈良市

古代都拙 86.9-87.4 3点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : [昭利61年度平峻宮跡発姻調査部発綱調査複線J : 1987年

。奈文研 : [奈良国立文化財研究所等級1987J :1988年

。話詩文僻 : r平峨宮発協調査出土木簡概観』四 日開年

。京文研 : r平織烹長屋王邸宅と木簡J : 1991年

。奈文研 : r平織京左京二条二坊 三条二物発偲調査線告 畏贋ま邸 語原麻呂邸の調 1995年

査{本文編) [図版編)1[奈良国立文化財研究所学線54)

。奈文研 : r平線京木簡l一隻1.iI:家木簡IJ(奈良国立文化財研究所史料41) : 1995年

。寺崎保広 奈良 平械宮京跡J([木簡研究J9) : 19町年

平減京臨左京三条ニ幼七縛 東二幼幼間路(184次) [へいじようきょう〕 奈良市

古代官世 ・官街続減 87.3-88.217点奈良国立文化財研究所

。奈文研 : r昭拘62'手度平城宮跡発掘間査部発鋸調査概$.11 ; 1988年

。条文研 : r平娘官発姻調査出土木簡概領J20 ;1988年

。衆文研 f寧械烹長屋支邸宅と木簡J : 1同 l年

。衆文研 『平械京左京二条二坊 三条二幼発磁調室報告 長屋玉目衛 藤原麻呂..の調:1995年

査 (本文編)(図版編))(来良国立文化財研究所学級54)

。奈文研 『平線京木簡l 長座王家木簡IJ(京良国立文化財研究所史料4¥) : 1995年

。寺術保広 f奈良 平城宮京跡J([木簡研究J10) : 1985年

平城京跡左京三条ニ幼七・八深 三条条問北小路北倒鴻(193次A区) [へいじ よう きょう〕 奈良市

古代都減 88.1-88.9 231点 奈良国立文化財研究所

。奈文研

。奈文研

。奈文研

。祭文研

。衆文研

。寺備保広

。木簡学会編

『昭F日63'手度司区域宮跡発掘鯛資部発掘調査概綴J : 19凹年

『平織を言発御調査出土木簡概線J22 ;1990年

V平核京長屋豆郡宅と木簡J : 1991年

f平減策左京二条二幼 三条ニ坊発姻鍋査線告一長屋玉邸 藤原麻呂邸の調:1995年

査(本文編) (図版綱IJ(京良国立文化財研究所学級54)

『平城東木簡1-長屋王家木簡IJ(務良国立文化財研究所史料41) : 1995{手

祭良 平織烹跡J(r木簡研究jlL) :1989年

: [日本古代木簡集成』東京大学出版会 : 2003年

平減京陣左京三条二幼八縛 二条 大 路 東二幼坊間路(193次B区)[叶、じようきょフ 〕 奈良市

古代都擁 88.9-88. 12 4340点(うち二条大路木簡4204点) 奈良国立文化財研究所

。家文研 : r昭利回年度平域宮跡発短調査部発掘調査慨線』 1989年

。家文研 : [平織官発抱関輩出土木簡慨線J22' 30' 31 . 32' 33 1990 ...... 

。努文研

o奈文研

。奈文研

。奈文研

。守崎保Jt.

。沖議卓也往路'"縮

。木簡学会編

1997年

『奈良国立文化財研究所与線 1990~ :1991年

f平織東長屋王邸宅と木簡J : 1991年

『平織京左京二条二坊 三粂ニ坊発磁調査鰻倍 長屋王邸 藤原麻呂邸の羽:1995'1' 

'/f(本文編) (図版編)J(家良国立文化財研究所学級54)

『平械京木簡1 長燈王家木簡 !l (泰良閣立文化財研究所史料4il

f奈良 平城京跡J([木簡研究Jll) 

『上代木簡資特集成』お うふフ

: r日本古代木簡集成』東京大学出版会

1995年

1989年

1991年

2003年

平織京臨左京三条ニ坊八縛[193次E区) [へいじ主うきょう] 奈 良市

古代都減 88.8 -88. 9 32079点(長屋主家木簡) 奈良国立文化財研究所

。衆文研 : [昭和田年度平械宮跡発楓調査部受姻調査概録』 1989年

1989-。斉詩文研 : r平織宮鑓樋調査出土木簡観保.Ii21 . 23 . 2S . 27 . 28 . 29 

。務文研

。奈文研

。奈文I)f

。奈文研

。諸詩文研

。寺崎保Jt.

o沖選挙卓也 佐磁{曾街

。木簡学会編

1994年

『奈良国立文化財研究所年線1989J : 1990年

『平織京隻履x邸宅と木簡J : 1991竿

『平械京左京二条二坊 三条二幼発繍調査，..，一長居玄邸 級順麻呂邸の調 1995年

査(本文繍) (図版編)) (奈良国立文化財研究所掌綴54)

『平織京木簡l一長屋王家木簡1)(奈良国立文化財研究所史科41) : 1帥5年

『平織京木簡2一長屋王家木簡21(策良国立文化財研究所史料53) : 20CH年

『家良 平織京跡J([木簡研究JIl) : 1同9年
f上代木簡資料集成』おうふう : 1刊 4年

『日本古代木簡集成』東京大学出版会 |四回年
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写機家跡左京三条二翁八坪(193次 F区) [へいじようきょう〕 奈良市

古代都滅 的 5、89.6 3039点(長屋王家木簡) 議良国立文化財研究所

。奈文研 O'1989年度平織宮跡宛楓綱奮偶発鏑調査飯領』 1990年
1990-

: 1994年

。海文研 ， r平峻官発組調驚幽土木簡限緩J23 . 27 . 28 . 29 

。家文僻

。祭文研

。諸詩文研

。奈文窃

o渡辺見宏

。枠食卓也院経(.傷

。木簡学会編

， r平総京展贋玄邸宅と木簡J : 1991年

: r平線京左京二条二坊 三条ニ坊発組調査綴告ー畏厩玄邸厳原麻呂邸の欄:1995年

;査{本文編) (岡町民編)J(斎良国立文化財研究所学鍬54)

: r平犠飛木簡1-*虚王家木簡IJ(議良国立文化財'"究所長:科41) : 1995年
1平織京木簡2-10慮王家木簡2J(家良国立文化例研究所史糾53) : 2001年

『家良 平線>l<跡J(1木簡研究J12) :1990年

， 1上代木簡資併集成』おうふう 1抑 4年

， r日本古代木簡集成』東京大学出版会 。2叩坪

平織京跡左京三条ニ幼八縛(186次北 補 足)[へいじようきょヲ〕 奈良市

古代官曲・官間 ・都 城 86.10 -86. 12， 88.7-88.8 229点 奈良国立文化財研究所

。話詩文研 『昭和"年度平械宮跡発砲調査郎受磁調査慨機J ll9剖年

。奈文研 『平織宮発協調査幽土木簡複線J20-22 :1988 

。奈文務

。奈文研

1990年
，1平織京緑風王邸宅と木簡J ;1991年

: 1平様京左京二条二"' 三粂=坊努磁調査報告 長屋豆邸 藤原麻E邸の調:1995年

!査(本文編) (図版編)J(奈良国立文化財研究所学維54)

。1ii文研 : r平織京木簡1一長屋王家木簡IJ(務自国立文化財研究所史科41) : 1995年

。寺崎保広 祭良平城g.J:t跡J<1木簡研究J10) : 19阻 .. 

。神脅 威 也 佐 磁'"縦 : 1上代木簡資科集成』おヲふう i 1994年

平線京跡左京三条ニ幼八岬 二条大島 (200次 )(へいじようきょう] 察良市

古代都峻 89. :1 -89. iJ 23735点{二条大路木簡) 奈良国立文化財研究所

。表文研 : f1989年度平織宮跡発砲調査飢発槍調査概鰻』

o ~詩文研 : r平峨官発相綱貸出土木簡慨鰍J22.30' 31 .32.33 

1990年

1990-

1997年

。奈文研 ，1家良国立文化財僻究所年徹"叩J : 1帥l年

。延長文研 : r平織ヨ貫録lI¥王邸宅と木簡J : 1991年

o奈文情 。『平峻京左烹二条二坊 三条二紛発楓調査報告- j妻鹿豆邸 履原略奪昌邸の繍:1995年

査(本文衛) (図版稲川(襟良目立文化財研究所学繊54)

。寺崎保広 『祭良 平嫌'"跡J(1木簡研究JH) : 19帥年

。仲議事也 佐雌(.鰯 『上代木簡資特集成』おうふう : 1994年

平揖烹跡左京三条二坊八縛 ー二 条 大路 (200次繍足) (へいじ 主うきょう〕

古代都城 89.7 607δ (二条大路木簡) 奈 良 国立文化財研究所

。議文研 : F1開9年度平峻宮脇発短調査郎宛掴調査概縄』

. ~芦文研 。『平織省発縦調査幽土木簡複線J22-30-31-33

来良市

: 1990年

。1990-

。1997年
。衆文務

。奈文研

。複文研

: 11誇良闘立文化財餅究所年線l開 oJ :1991年

: ，平峻京長邸玄邸宅と木簡J : 1991年

『平城京左京二条二幼三..二坊発縮調査線告 長屋王邸雌原麻呂邸のOI:]995年

輩(本文編) (凶版偏)J (姦良国立文化財研究所学縄5.4)

。渡辺晃'" 『療良 調停域烹跡J(1木簡研究J12) : 19同年

平滅京跡左京三条ニ坊 二条大路 {次数不明 UOZ) (へいじようきょう〕※ 奈良市

古代郡波 (J目次8区 197~' 200款のいずれか 6436点{二条大路木簡) 奈良国立文化酎研究所

。祭文研 『平峻宮発樋測貸出土木簡概鰻J33 :1997年
。覇詩文研 。『平織京左京二条二妨 三条二物発姻調査報告一長屋王邸 語原麻15Mの11;1凹，.. 

:査{本文倒)(凶版編)J(務負悶立文化財研究所学級54)

平城東跡左京三条ニ坊+玉縛 (86次) (へいじようきょう]※ 察良市

古代都減 14.2-74.6 U主+約 9500点 奈良国立文化財研究所

。系文研 ， 1昭拘49年度平械宮跡発掘調査館獲栂調査概観』

.1詩文研 : r左京三条二坊 安食市庁舎趨陵地売姻周査線告』

。奈文'" : r須良国立文化財研究所年線1975J

181 
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近.

平機京跡左京三条三幼三縛 {市247次 )(へいじよ う舎ょう] 奈良市

中世阿道 92.4 -92.5 的1万長奈良市教育書品会

。務良市教委 『奈良市埋蔵文化財調菟眠要領，，(10平成4年度.D :1凹3年

o位楕五舗美 原図鰻ニ 「鮒径の吟第一分額と編年について-J(r奈良市埋蔵文化財m査センター紀:1的 3年

郎 質 問 問))

。原岡憲二郎 r:!j高良 平犠"左京三条三坊三伴J'1木簡研究J15) ; 1993"手

平線東跡左京三条三幼七深(1削 .28次) 【へいじよう舎ょう 】 奈良市

古代都媛 82.12 1点 祭 良国立文化財研究所

。康文研 : 1昭拘57年度平峻宮跡発紙調査鶴舞踊綱査殿様』

。襟文研 : Il提良図立文化財研究所年領1983J
。奈文研 ， 1平総省鍵磁調査出土木簡慨綴J16 

。寺崎保広 峨本義卯 奈良平織宮 京跡J'1木簡研究J5) 

平城京跡左京三条三幼九縛 {へいじよう きょ う〕 奈 良市

古代都城 84.9 I.?¥ ~奈良市教育書且会
。家良市教委 ; 1復良市纏蔵文化財鋼1i縦約百臨時拘59年度』

。西崎卓餓 『夜良 平域京跡J，[木簡研究JJ) 

平嫌京師左京 三条三幼+二i平 {へい じ£ うきょう〕 復良市

古代/:(1措 90.9-90.10 2長 奈 良県立樋原考古学研究所

。d奈良県教委 : 1復良県遭勝調査使級 l'回年度{第1分冊)J
。平'"良緩 『奈良 平峻京跡左京三条三物+二時J'1本筋研究J13) 

平滅京師左京三条E坊五岬 (市320次 )(へいじようきょう] 奈良市

古代都城 95卜 95.2 7.(; 奈良市教育昏且全

。奈良市教委 ， r気持良市哩磁文化財調査概要観世勝 平成7年度』

。篠原金 務良 平織烹跡1，[木簡僻究J17) 

平線東師左京三条六幼七県 [へいじようき ょう】 奈良市

中世都市 85.5 -85.8 <1点 奈 良県立樋原考古'ず研究所

。東漸 策良 平駿東左京三条六'!i七帰J'1木簡研究Js)

平織京陣左京四条二翁ー翁(151-1次 )(へいじよう会ょう〕※ 奈 良 市

占代都域 83.3φ83.5 I点 奈良国立文化酎研究所

。1Ii!l:研 『療良国立文化財研究所年縄1981J
。家文研 『平級官発掘調査幽セホ筒阪線J17 

。夜文研 『平域京左京四条二物一坪建制御習を鰍告』

平城京跡左京四条ニ坊七，， (へいじようき ょう i奈良市

古代鶴擁 81.10・制 11 2点 予言良市教脊委且会

。奈良市教(10 ， 1務良市唄厳文化財調査線....昭拘59年度』

。高崎忠哉 『夜食 平城東跡J'1木繍研究JJ) 

平線里史跡左烹四条三坊+縛 (市3 1 4~次 ) 【へいじよ う 含ょう!ii良市
古代都城 94.10-94.12 5長 奈良市教育書員会

。奈良市教委 : 1祭良市哩級文化財調査慨嘆線傍羽陸軍成6年度』

。篠原霊 筏良 平織京跡J'1木簡研究J17) 

平線京跡朱雀大路・四条条間路 (市328次 )(へいじよ うきょう〕 奈良市

古代将軍減 95.4 -95.6 1点 奈良市教育委品会

。祭良市教委 『衆良市環巌文化財調査概要鰍告書惨事成7年度』

。紋山成人 『殺良 平場京跡J'1木簡研究J181 

平城東跡左京五条 幼+五原(市3'6次 )(へも、じようきょ う] 奈良市

古代都械 94.11 -9'1.12 9広 務 良市教育安且会

。窃良市教委 『衆良市型軍属文化財調査観婆鱒"(10平成6年度』

。筏鯨il- I?野良 平線京跡J ，[木簡研究J¥7) 
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: 1981年
: 1984{手

1985年

1985年

1995年

199喝年

1996年

1996年

1995年

1995年



平線京跡左京五条五紡七銀 [へいじようきょう〕 策良市

古代税措 80.9-80.12 2点 家 良 市教育委員会

。策良市教委 : 1平織京l<.京{外京}亙条五幼七 +坪発綱調査概要鰻告』

。中井公 r ~持良 厚嫌烹l<.京{外京〉玄粂"吻七呼j <1木簡研究J3)

奈良県

1982年
; 1981年

平織京跡左京七条ー坊+六煤ー東一幼大路西側溝六条大路制，・ <252次)1へいじようきょう 】 務良市

古内郁峻 94.6 -94. 10 304点 家良国立文化財研究所

。布文研 fl凹 4年度平械宮跡発鋼測査部発磁調査概線J : 1同5年

。衆文研 1'1'披省発磁綱査山土木簡概鍬J31 : 1田 5年
。宗文研 『努良国立文化財研究所年線'"応J ;1996年
。祭文1)1 : 1 '1'嫁京左京七条ー坊寸五 +六坪発継調査線告J<彩良国立文化財研究所学:1997年

報 56)

。館野拘己 『奈良 平線京跡左京七条ー坊十六坪j <1木簡研究J17) : 1995年

。木簡学会編 f日本古代木眼鏡成』東京大学出版会 : 2003年

平織京跡左京七条一翁+六即 <253次)l'、いじようきょう] 奈良市

古代都機 94.10 -94. 12 563点奈良国立文化財研究所

。復文研 : rl回 4年度写機宮跡姥臨調雀飢発短調査概綴J : 1995年

。衆文研 : 1平織奮発燦淘奮闘土木簡概鍬J31 :1995年
。制 研 : 1奈良目立文化財併究所時1995J : 1蜘年

。奈文研 : 1平峻京友来七条ー幼+五 十六蝉努制調査領告J<夜食国立女化財研究所学 1997iJ'.
:銀56}

。舘野拘己 奈良 平総京跡左京七条一幼4六坪j <1木簡僻究J17} :1995年

。..筒学会編 : fFl本古代木簡集成』東京大学出版会 : 2003年

平緩京跡左京八粂ー翁三 六縛(160次)1へいじようきょう} 奈良市

中世河川184.8-84.10 I点 奈良国立文化財僻究所

。奈文研 : 1窃良曲立文化財研究所年$1985J

。奈文研 : r平様省発燭縄査削土木簡慨鰍J" 
。奈文研 : r，...:犠京左京八条ー幼三 六鐸発御綱査報告』

。鬼頭清明 夜食 平嶋宮東跡j <1木簡初先J7)

平滅京師左京八条三坊六卸(東市跡推定地 12次) (へいじようきょう } 祭良市

古 代 都 城 官惰 91.10-91.11 5点 奈 良 市教育委員会

1985年
: 1985年
1985年
1985{ド

。a良市教委 : 1平械東京市勝俊定砲の調査 X -JH21'X~短調査慨"J : 1 992年
。三好美穂 奈良 平械J:(-"市跡推定地j <1木簡研究J14) : 1992年

平線京跡左京八条三幼九・+・+五 ，十六坪{東市周辺) 193次)1へいじようきょう]※

古代初城 75. 1 -75.6 30点 家良国立文化財研究所

。延長文研 : 1昭拘49年度率緩宮跡発掘調変節髭磁調査を限緩』

。易詩文研 。『奈良国立文化財窃究所年"1975J
。d詩文研 : 1平減策左京八.，三坊発楓調査慨銀 東市周辺東北It蟻の調査』

。系文研 : r'l'械宮発姻調牽出土木簡複線J11 

平城京跡左京八条三幼+ 縛 {東市跡推定地 4次) 1へいじようきょう ) 奈良市

古代都描 83.4-83.6 6点 夜良市教育委員会

奈良市

1975年
1976年

1976年

1977竿

。家良市敏書 『ヰZ犠京京市跡継定砲の調査 II m: 4~発繍調査鏡5J : 1984年
。亀井伸o: r /'?á'~械京左京J\条三務+ー坪j <1木簡研究J6) : 19制年

平減京跡左京八条三坊十二即{東市跡継定地 27次) 1へいじようきょう〕 爺良市

古代都城 01.10-01.11 5点 家良市教育委員会

。務良市教委 f奈良市哩磁文化財調査既製得倍嘗 平成13年度J<刊行予定未刊

。中島刷局審 奈良 平織J:(京市勝雄疋3包J(1木簡研究J24) :2002年

平線Jl[if左京九条三坊五探{東堀河)(141-23次)(へいじようきょう}

古代都披 82.10 5点 奈良自立文化財窃究所

。奈文研 『奈良国立文化財研究所年鎗1983J

。諸詩文研 『平械宮発磁調奮闘土木簡概鰻J16 

。衆文研 f"峻東京槌荷ー左京九条三紛の宛鋼臨調査』

。寺崎保広繍本鍵凶奈良 平峨宮京跡j <1木簡研究J5) 

一183-

奈良市

1983年

"田年

1983年

"田年



近 a・
平城京跡右京ー条 jt辺ニ幼ニ。三鐸 (103.16次) (へいじようきょう )※ 奈良市

古代都城 78.2 -78.4 1点 奈 良国立文化財研究所

。事文研 『奈良国立文化財研究所年線1978J :1978年
。衆文研 f平峻宮提掘調査出土木簡既級J12 : 197i!年

平減京陣右京 条二坊ー坪(72年次数外) (県営憧宅)(へいじよう倉ょう )* 奈良市

古代制1城 72.12 I点 奈良国立文化財研究所

。奈文'" : r昭利47年度平城宮崎体発俗調査卸売組調査既報(2l一法草寺境内 阿弥陀浄 19η年

j土 院 跡 中 山 瓦 剖

平城京師右京一条三幼回坪 (酉大寺旧境向) (西大寺14次 )1へいじようきょフ〕

古代都娘 02.9-02.12 1点 奈良市教育委且会

。油開富貴子 『爺良 西大寺旧境内J(r木簡研究J25) 

平城京跡右京二条三坊三岬 {市 431-4次) (へいじようきょう〕 奈良市

古代都城 99.8-99.11 1点 奈良市教育昏且会

。烹良市教~ : r家良市哩蔵文化財調資概安保管省平成LL年度』

。久保清子 r~奈良 平域京跡右京二条三扮三原J(1木簡領究J25) 

平城東跡右京二条三翁三ー六縛 〈市310次)(へいじようきょう} 奈良市

古代都埴 94.9-95.32占 奈良市教育書員会

。奈良市教書 : 1事良市坦蔵文化財調査観要線告書平成7年度』

。篠原監ー rj持良 平峻京跡J<1木簡研究J17) 

平繍京跡右京二条三幼回線 {市 276次) <へいじよ フき ょう〕 奈良市

古代綿織 93.4-93.10 8点 復良市教育署員会

。家良市教~ : r奈良市頃磁文化財調査慨要搬告書平成5年度』

。久保精子 久保持江 布良 平城京高率布京二条三幼閉蝉J<1木簡研究J16) 

平城京跡右京二条三坊七却(市378-4次 )(~いじようき ょ っ ] 奈良市

古代郷減 97.9-91.121点 奈良市教育委員会

。奈良市教委 『家良市埋蔵文化財調査概要，."u隆平成9年度{第t分樋IJ
。原飼寄織 三好美徳 f祭良 平域京電事 (2)J (r木簡研究J20) 

'"補五倫策

平城京跡右京二条三坊十得 〈市317次 )(へいじようきょう 〕 奈良市

古代都描 94.12-95.32庶 奈良市教脊書且会

。奈良市教鋳 『舟良市湿雌文化財調査慨擬似告嘗平成6年度S
o篠原畳一 『策良平峻京跡J<r木簡研究J¥7) 

平城京師右京二条三坊+-1平 {市 292次)【へいじ£うき ょう 1長良市

古代都拙 94.4-94. 9 1点 察良市教育委員会

。奈良市敏~ : r気持良市埋蔵文化財調査観要報告書平成6年度』

。槙w!t-務良平峻J:(跡J "木術研究J17) 

平城京跡右京三条幼三 回線 (288次) (へいじよヲきょう ] 奈良市

古代都峻 97.11-98.3 10点 奈良国立文化財研究所

。議文研 : r事良図立文化財研究所年繰1998-mJ 

。条文'" : 1平機宮発姻調査凶土木簡概鍬J34
。古尾谷畑m r ~誇良 平線東跡(1)J (r木簡研究J20) 

平織京跡右京三条幼三 回得 (290次) (へいじようきょう } 奈良市

古代都捕 97.11-98.3 11点 奈良国立文化財研究所

。議文'" : r議良国立文化財研究所年線19蝿 ーmJ
。斉詩文'" : r平城宮警鐘調輩出土木簡慨徹J34
。吉尾谷知治 寮良 平織京跡(I)J <r木簡研究J20) 

。木簡学会編 : r自本古代木簡集成』東京大学幽阪会

平城京陣右京三条一幼+三坪 (123-2次) (へいじ ようきょう 〕 奈良市

古代都城 80.4 1点 奈良国立文化財研究所

-1剖ー

議良市

20回年

20例年

2003年

1996年
1995年

199-1年

1994年

1998年
1998年

1995年
1995竿

1995年
1995年

1四 8隼

19四年

19同年

1998年
1998年
19，.年

2003年



奈良県

。家文研

。努文僻

。佐様{膚

: r附拘55年度平織宮跡発短調査部発砲調査概線』

: [平械官発姻凋輩出土木簡概綴114 

家良平被官烹跡] <1木簡研究J3) 

: 1981 f手

1981年

1981年

平城京師右京三条三幼三i平 〈市 236.236-2次 )<へいじようきょう〕 奈良市

古代都減 91.11-92.6 1点 奈良市教育委員会

。寮良市教委 『祭良市哩蔵文化財調査概要線告書平成4年度』

。西崎事後 f奈良 平械東右京三条二幼三坪]<[木簡研究J1針

。木簡学会編 『日本古代木簡集成』東京大学出版会

1993竿

: 1拍 3年

: 2003年

平城東跡右京三条四坊+縛 (市 386次)<へいじよフきょう} 奈良市

古代都減 97.9-97.11 点 奈良市教育委員会

。策良市教委 『奈良市埋蔵文化財調査概要線告書平成9年度(第l分冊)J

o原岡管縦 三好美徳 f奈良 手織京跡 (2)j 01'木簡研究~ 20) 

むと浦五鎗笑

1998年

1998年

平城京臨右京四条ニ幼ニ坪 {へいじようきょう 〕※ 奈良市

古内都機 81.9 -81.10 1お 奈良市教育委員会

o奈良市教" : r奈良市埋蔵文化財調変緩告書昭如"年度』 1982年

平城京跡右京七条 坊+五坪 〈市 97次)(へいじようきょう) 奈良市

中世都市 85.9-85.101点 奈良市教育甚r員会

。家良市教委 : r奈良市観磁文化財繍賓複皇警報告'"昭如60年度』

。中井公 r#良 平線東右烹七条 t)j十五坪]<1木簡研究18)
1981年

1986年

平線東跡右京七条一幼+五縛 (市 349次)(へb、じようきょう } 家良市

度代都措 96.5-96. 7 2点 奈良市教育委員会

。奈良市教委 『妥奈良市埋蔵文化財調貧概重要維告書平成8年度』

。三好3廃絶 怯浦五鎗美 「秀E良 平城京跡右，.七条一幼+Ji呼]<[木簡研究J21) 

平線京跡右京1\条一幼十-~ (149次)(へb、じようきょう 〕 大和郡山市

古代都城 83.4 -83.6 18点 奈良国立文化財研究所

。a詩文研 『奈良自立文化財研究所年線1984j

。複文研 : I平城宮発姻損益出土木簡概線117 

。奈文研 『平機京右京八粂ー幼 1一係発鎚調査線告書』

o舘野拘己 奈良 平披宮京跡](1木簡研究]6)

: 1997年

: 19凹年

1984年

1984年

1984字
¥984年

平城京跡右京八条一幼十三卸(168次北) (へいじよフきょう) 大和船山市

古内都描 85.7-86.1 1点 奈良司立文化財研究所

『附'0同年度平織宮跡発絹調査部発姻調査複線J : 1抽6年

f奈良国立文化財研究所年徹19叫 : 1987年

『平城奮発姻調査IU土木簡概線J19 : 1刊7年

『平機京布京八条ー幼十三 十四坪発協調査線告j<奈良眉立文化財研究所学:1989年

。衆文研

0/詩文研

。奈文研

。奈文研

。縄本義則

鰻46)

『奈良平織禽京跡]<1木簡研究j8) : 1986年

平域政務右京八条一坊+回線 (179次 )(へいじよフきょう 〕 大和郡山市

古代総減 86.11-86.12 1点 奈良国立文化財研究所

。'"文研 『昭和61~!f平械宮跡実録調査部発銀調査続線.JI :1同7年

。奈文研 『平線官発惚調査凶土木簡慨線J19 ;1987年

o祭文僻 『平機烹お烹八条一幼十三 十四坪発槻調査報告J<復良国立文化"研究所学:1989年

線46)

o寺崎"広 f奈良平織宮東跡](1木簡研究j9) :1%7年

平城東紛右京八条二坊 + 二i平 (西 市 跡) (123.23次 ) (へいじようきょヲ 〕

古代都城 中 I~集結 80. 11 - 80. 1 25点奈良国立文化財研究所
。奈文研 : r奈良目立文化財研究所年報19BI，!

。務文研 : I平織さ発磁調査出土木断続線J14 

。家文研編 集良県教委:I平械，.西市跡右京八粂二坊+二師の発御調査』

先行

大和郎山市

年

年

年

8

8

8

 

9

9

9
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返 a・
。奈文研

o佐鎌{宵

: [昭和60年度平械宮跡発短調査部発泡調査慨綴』

: r奈良平織省東跡J<[木簡研究J3) 

平城京師右京九条一坊(125次) [八いじようきょう } 大和郡山市

古代都埴 80.11-81.18点 奈良国立文化財原究所

。奈文研 : I奈良国立文化財研究所年線1981J

。奈文研 : I平城京九条大路 県道被廻り娘予定地発銀調査概傑，)

。家文研 f平峻官発銅調査尚土木簡概線114 

。佐秘情 f奈良 平械吉東跡J<1木簡研究J3) 

。榊森卓也 佐藤畑編 『上代木簡資科集成』おうふう

平機京跡右京九条 幼 五 縛 (125次 ー5・6)[へいじようきょフ ) 大和郡山市

古代都城 83. 7 4点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : r昭和田年度平織宮跡発抱測査部発磁調夜視線』

o京文研 : r荻良国立文化財研究所年線19841

。奈文研 : r平被官発熔調査凶土木簡概観J17 

。舘野狗己 奈 良平 様宮 京跡J<1木簡研究]6)

平機京量減門跡 (2次 )[八いじようきょフ ]※ 大和郡山市

古代都減 70.3 -70.4 1点 大和郡山市教育昏員会

1986~f-

1981年

¥981年

¥981年

¥981年

¥981年

1994年

1984年

: 1984年

¥984年

1984年

。祭文研縮 大利郎山市:r平織京接被門跡発娘調査報告第l次~第3汰楚姻調査J : 1972年
教委発行 } 

元興寺極楽坊焼肉 〈特別防虫工事に伴う調査)[がんごうじごくらく!まつ 〕※ 奈良市

中世寺院 61.7-61.8 約10000点樹 元興寺

。辻村泰園 水野正好 『商都元興寺極楽坊中性信仰策特包厳坑発組調資概要J<1大利文化研究J7 -:J962i手

:1) 
o元興寺仏教民俗資料研:r日本仏教民俗溢鍵資料集成第l巻元興寺恥手坊 ，J中央公論美術出版 1976年

究所 : 

。元興寺仏教民俗資料研:1日本仏教民俗基礎資料集成第2巻 元興寺僧楽坊 llJ中央公論美術刷版 ¥978年

究所 : 

。元興寺仏教民俗資料研:r日本仏教民俗基礎資科集成第3巻元興寺極楽扮町』中央公諭英術出版 ¥919年

究所 : 

。元興寺仏教民俗資料研:1岡本仏教民俗8基礎資料集成第4巻元興寺傾来幼IVJ中央公鎗美術出版 "η年

究所 j 
。元興守仏教民俗資科研:r日本仏教民俗基礎資料集成第6巻元興寺極楽坊¥']J中央公諭美術"'版 1975年

究所 j 
。元興寺 元興寺文化財:r防災工事完成紀念特別鹿賀会 元興寺発砲J : 2002年

研究所

{益}点数は 元興寺域の調査全体.

薬師寺 {平織 京師右京大条二幼 ) (次 数 外)[ゃくしじ} 奈良市

中世寺院 65. 1 -65. 3 1点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : r薬師寺発綱調査級告書1<奈良国立文化財研究所学線45) :1987年

o鬼頭清明 r奈良 薬師寺J<1木簡研究113) : ¥981年
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薬師寺 〈平織京師右京大条ニ幼) (次数外)(ゃくしじ〕 宗良市

古代中世帯院 77. 11 -77. 12 233点 議良国立文化財僻究所

。俗文'" : 1昭如52~Lt平嫁宮跡発砲調査飢発組踊資複線』
。伝文窃 :U持..'"立文化財研究所等級1918J

。d詩文'" : 1平場省発掘調査閲土木簡慨機J12 
。議文研 : 1業師令発梅調査線告書J(奈良国立文化附幌究所管出5l

。鬼頭繍明 r~H遠 藤師舎J(1木簡研究J3) 

。木簡学会編 『日本古代木簡選』治政"底

。持議"也 佐梅'"繍 『上ft木簡lI!斜集成』おうふう

薬師寺〈平械京跡右京六条二坊) (次数外)(ゃくしじ] 奈良市

古代寺院7I.11 -11. 12 10点 奈良国立文化財研究所

。窃;:研 『業師寺発姻調査報告"1(奈良国立文化財研究所千砕機45)

。地ii.AUt明 f索良薬師寺J(1ホ術研究J3) 

薬師寺 〈回廊百爾隅百酬の池) (平械京跡右京六条二坊) (次数外)(や〈しじ]

近世寺院 85.1-85.41点 楽良国立文化財研究所

。条文僻 『昭拘59年度ヰZ織宵跡発組粛査部発鋼問責概"1
o~詩文僻 『務良闘立文化例研究所年領1985J

。衆文研 『平織官!<綴調査出 t木簡概観JL8 

。鬼頭1."1 r ~長良 平線宮東跡J(1木簡研究17)

薬師寺旧痩向 (平線東跡右京六条二坊) (次数外)(や〈しじきゅうけも、どい]

近 1笠寺院帥 11-89. I 2点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : 1昭如63年度平織宮跡発燭調査綿受倒筒脊慨鎗』

。偽公a r ~持段 藁師寺J(1木簡研究J12) 

お良市

奈良市

奈良県

1978年

1978写

1978年

1987年

1981年

1990年

: 199.1年

1987年

1981年

: 1985年

: 19回年

: 19同年

: 1985年

1989年

19制 年

薬師寺田境向 (平線東蹄右京六条ニ幼十五得) (平線242-7次) (ゃくしじきゅ う6打 、だLサ 奈良市

中世近l堂、予院 93.7 2点 奈良国立文化財研究所

o ?，詩文'" : 1平締官発単調査削土木簡複線J27 ;1993年

。恋文研 : rl993年度平城宮跡発砲調交部姥繍網を複線J : 1994年

。議文研 : '''''''悶立文化財研究所年健印刷J : 199昨年

。#鏑保広 。f袋良 薬師寺昭境内J(1木簡研究J16) : 1994年

軍師寺旧績向 〈平線東跡右京六条ニ幼八i平) (平城293-8次)(や〈しじきゅう 』打、だLサ

古代寺院 99.3-99.4 I点 奈良国立文化肘研究所

。祭文研 : ''''良国立文化財研究所午線19回 一皿』

。祭文研 1平械宮発繊細益出仁木簡既級J36
。山下，.一郎 rj持良 B医師令旧境内J仰木簡研究J21) 

軍師寺旧横向 (平線烹跡右京六条二坊十四卸) (平城 338次)(ゃくしじ舎ゅう t打、だル、}

中位以降寺院 01. 10 6点 {!i良文化財研究所

。事文研 『袋良文化財研究所紀要2002J

。渡辺見宏 『祭良 業師守旧境内J(1木簡研究J24) 

唐招樋寺田:1:地下遭織 {平械 京跡右京五条二坊)(とう し£うだいじニうどうちかも、ニう }

古代綿織 69.5φ70.I 12長 奈良県教育委員会

。話器良県敏袋 : nï~支111初優存揚堂他二棟修型工事録告書』

。"問!f. 家良 府相健寺脇盆It下i宣嶋J(1木簡研究J8) 

。木簡学会編 : 1日本古代木鮪選』岩該"信

JI招提寺 (防虫4次)(平械京跡右京五条二幼+縛) (と うしょうどいじ〕 奈良市

古内寺院 91.7-91.124点 奈 良県立橿原考古学研究所

集良 市

19岬年

2001年

19四年

奈良市

2002年

2002年

奈 良市

1972年

; 19師年

: 1990年

。議良県教祖佐 句集窃究:1槽鮒慢寺防災値段工事 発御調査線告書J : 1995年

協会領、，.総提争発行

。附則実知峻 「衆良 rlf招提寺J(1木簡研究JlH :1992年

酉隆寺師 (1次)(東門地区) (平城京跡右京 条二坊) (さいりゅうじ]※ 奈 良市

古代寺院 71.7.71.5 79点 西陣寺跡調査委員会

。奈文研 f祭段目立文化財研究所年館1972J : 1972年
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近働

o奈文研 : r西陽寺金堂跡費量姻調査概線』

。斉詩文研偏 西隆寺跡調 『西隆寺発楓調査線告』

査委員会発行

。木簡学会編 f日本古代木簡選』治被書后

西隆寺跡 13次) 1金堂地区) 1平城京跡右京 条二幼 )1さいりゅうじ】※

古代寺院 71.12 -72.2 1点 西隆寺跡調査委員会

。奈文研 : r奈良国立文化財研究所年報1972.9

。復文研 : r西福寺金堂跡発姻調査概級』

。奈文研偏 西陵寺跡網 『商隆寺発楓調査徹告』

査委民会発行

酉隆寺跡 (平城京跡右京 条 二 坊) 1平減306次)1さいりゅうじ〕 奈良市

古代都城 寺院 99. 7 -99. 9 L~主 奈良国立文化財研究所

。諸詩文研 : I条良国立文化財研究所竿線2凹 0-mJ 

。ヨ詩文研 I平峻宮多量姻調査出土木簡慨線.935 

。古川聡 : r~持良 商隆寺跡J1I木簡研究J22) 

法華寺 (平城京跡左京二条ニ坊九 十縛) 1平城123-4次)1ほっけじ]

古代寺院 80.4 -80.5 44点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : I昭和51年度平械宮跡発砲調査郎売制調査概線』

。奈文研 : r奈良国立文化財研究所年線1981.9

。森文研 : I平域官発梅調査凶土木簡概縁Jl4 

。位雌'" 奈良平城宮京跡JIr木簡研究J3) 

法華寺 {平機京跡左京二条 二幼九 ・十甥) 1平城141-1 ~史 ) 1ほっけじ】

古代寺院 82.4 Uま 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : 1昭利55年度平械宮跡発姻調査部発姻調査概鍬』

。衆文研 : r早械室発砲調査尚土木簡概報J15 

o奈文研 : r員長良国立文化財研究所年線19831

。寺崎保広繍本義貝奈良平織宮烹跡J1I木術研究J5) 

: 1972iF 
: 1976年

1990年

奈良市

1972年

: 1972年

1976年

， 2000年

: 2000年

: 2000年

奈良市

.1980年

: 1981年

: 1981年

: 1981年

奈良市

唱 1981年

ー1982年

: 19田年

: 19田年

古代寺院

法草寺岡弥陀浄土院陣 (平城京陣左京二条二幼九 十 坪) 1平城80次)1ほっけじあみだじょうどいん}

奈良市

。奈文研

。奈文研

。案文研

。舘野和己

72. 11 -72. 12 5点 奈良国立文化財研究所

『昭和47年度平械宮跡発綴絢査部発機調査慨線 (2)J 
: 1奈良国立文化財研究所年線¥973j

: r平械官発短調査凶土木簡概綴J， 
奈良 平城京跡左京二条二幼十坪J<1木簡研究J21) 

1973年

1973年

1973ft' 

l開''1'

古代寺院 80. 2 

法通産寺阿弥陀浄土院跡 (平雄東跡左京二条二坊九 +持)1平城118-30次)1ほっけじあみだじ ょうどいん〕

奈良市

。奈文研

o衆文研

。奈文研

01荷図書年樹

。神議忠也 佐膝f曾縦

l点 奈良国立文化財研究所

『奈良国立文化財研究所年綴1980J

『昭狗54年度平械宮跡発纏調査部発組調査概報』

『平織宮発銀調査出土木簡概線113 

「 奈 良 平 織 宮 烹 跡J1I木簡研究12l 
『上代木簡資料集成』おうふう

1980年

19B!{手

1980年

1980年

1994年

古代寺院

法議寺阿弥陀浄土院跡(平城象跡左京二条ニ幼十探)1平線312次)1ほっ"じあみだじようどν、ん]

奈良市

。奈文研

。奈文研

。渡辺晃宏

00.2-00.4 9点 奈良国立文化財研究所

f平披宮li!綱綱査出土木簡概報135
: I家良国立文化財研究所年線2000-mJ 

『奈良 阿弥陀浄土院跡J1I木簡研究J22) 

東大寺仏師厘下層遺構 11日唆内4次)1とうだいじぷっしょうやかそう 〕 奈良市

古代寺院 83.7-83.101点 奈良県立綴原考古学研究所

。奈良県文化財保存事務 『軍要文化財東大寺二月堂仏倒産修理工事総告書』

所
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。祭良県教委繍 東大寺 『東大寺防災施段工事 発抱欄査報告福島』発掘調査篇

発行

。中井 矢 奈良 東大寺仏納屋下層遺憾J([木簡研究16)

東大寺大仏艦回廊西隅後地(旧嶋向9次) [とうだいじだいぶつでんかいろう 〕

古代寺院 88. 1 -88. 3 226点 奈良県立極原考古学研究所

。奈良県教笹 : I奈良県遺跡調査慢鍋 1987年度』

。奈良県教委偏 東大寺 f東大寺防災施股工事 発姻調査根告書』発綴調査篇

発行

。中井ー夫 手日悶家 『奈良 東大寺大仏殿麹廊商旭区J(1木簡研究J(1) 

。木簡学会編 『日本古代木簡選』岩該.，庖

。木簡学会網目 『日本古代木簡身長成』東京大学出版会

奈良市

奈良県

: 2000年

: 1984年

1988年

20叩年

1989年

1990年

2003年

東大寺旧績向三社池(1次) U日浅向16次 )[とうだいじきゅうげいだいさんしゃb、け〕 奈良市

近世寺院 90.5-90. 7 7点奈良県立橿原考古学研究所

。相直考研 : r東大寺三?土地 史跡東大寺旧境内の発臨調査J(奈良県文化財調姦報告書7L) :1996年

。今尾文昭 妥奈良 東大寺田境内 三社池J仰木簡研究J(3) : 1991年

東 大寺(防虫3次 )[とうだいじ] 奈 良 市

古代寺院 92.6今 93.3 9点 奈良県立極原考古学研究所

。奈良県教委偏 東大寺:r集大寺防災絡叡工事 発指調査線告書』発倒調査篇

発行

。平松良線 史跡到巨大守総合防災施般に伴 う事前売御調査の慨要J

:部修教研究会 東大守)

o平生公良雄 布図家 姦良 到巨大牟J([木簡研究J15) 

東大寺 (旧場向37次) [とうだいじ} 奈 良 市

古代寺院 93.7-93.83点 奈良県立峰原考古学研究所

。宗良県教香偏 東大寺: [東大寺防災施段工事 発鋼調査線告書』発砲調査篇

発行 j 
。西藤清秀 拘凶家鶴奈良東大寺J(1木簡研究JI7)

見泰博

東大寺(防虫9次) [とフだいじ] 奈 良 市

古仕寺院 98.7 -98.11 20点 奈良県立橿原考古学研究所

。奈良県教委縦 東大寺 『東大寺防災縫股エ事 発繊調査線告書』発編調査篇

完行

。平怯良縫 鶴見送舟 『奈良。 東大寺J([木簡研究J24) 

興緬寺l日を質問 (瞳院地区) [こうふくじきゅうけ~'1'::: ~、] 察良市

古代中世寺院 86.8 -86. 10 290点 奈良県立福原考古学研究所

。中井ー失卯岡琢 奈良 典福寺悶境内J(1木簡研究19) 

興緬寺旧境問 {勅使幼門跡下層)[ニうふ〈じきゅうけいだい〕 奈良市

古代寺院 87.9 -87. I1 2点 奈良県立橿原考古学研究所

。中井夫拘岡家 『奈良興福寺勅使紛，~跡下層 J ([木簡研究J10) 

興福寺旧境向 にうふくじきゅうけいだL、〕 奈 良市

古代 中世寺院 93.3 20点以上 奈良県立桓原考古学研究所

。祭良県教委 『祭良県遺跡調査概綴 1992年度』

Q I海水康二 小栗明彦 f奈良 興福寺悶境内J([木簡研究J16) 

干日間家

。木簡学会編 f日本古代木簡集成』東京大学出版会

興福寺旧境問 につふくじきゅうけいだし寸 奈 良市

中世寺院 93.9-94.3 拍600点 奈良県立極原考古学研究所

2000年

<rmm仰教J69. j省 1994年

: 1994隼

2000年

1995年

2000年

2002年

1987年

19M年

1993写

1994年

2003年

。奈良県教委 : r奈良県遺跡調夜概線 l凹 3年度J : 1994字

。樋考研 : r興繍朝日境内 県分庁舎迎設に伴う調査1(奈良県文化財調査報告書78) 却凶年

。見須俊介 鶴見者医務 奈良 興福寺旧境内J11木簡研究J18) :199⑤年
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近 a

興福寺一乗院陣 (平機350次)(こうふくじいらじよういん】 奈良市

中世寺院 02.9-02.12 3点 奈良文化財研究所

。衆文研 『奈良文化財研究所紀要2003J
。議文研 : r平織省発制舗を出 Iー木簡概綴137
。 ILJ*~ 奈良 興福命ー乗院跡J(J木簡研究Jm

旧大義院E圃 (平機260次)(宮崎うだいじよういんていえんI 家良市

近代庭園 95. 7・95.9 l点 務良国立文化財研究所

自粛文研 r 1995年度平披宮跡発描問責部発掘調査概報』

。荊文研 : 1平崎官発掘関査出土木簡概楓132
。山下情一郎 『奈良・大東院庭園J1I木簡研究J18) 

旧大量院庭園(平嶋310次)(き噛 うだいじよういんていえん] 議良市

近世庭園 00.卜 00.3 1点 奈良国立文化財研究所

o密文研 : I平場宮尭姻岡査出土木簡概報135

。粛文研 : I奈良国立文化財研究所軍撤2ooo-mJ

。置辺晃宏 『串良 ・旧大乗院時l剖J1I木簡研究J22) 

旧大乗院庭園(平線 336次)(きゅうだいじよういんていえん] 家良市

近代庭園 01.10・02.2 3，9， 奈良文化財研究所

o嘉文研 : r奈良文化附研究所紀要2002..9
Q 蝿場J!; 『議員 ・旧大桑院臨闘J1I木簡研究J2 ~ ) 

l自大乗院庭園 〈平織352次) (きゅうだいじよ ういんていえん}淡 奈良市

近世直[側、近代教育施世 02.I -02.3 6点 祭良文化財研究所

。a詩文研 『奈良文化財研究所紀調![i2003J

百大寺 (平城東陣右京ー条三幼 )189年度調査)1平擁208次)(さいだいじ〕 奈良市

近世寺院 89.8-89.10 I点 奈良国立文化財研究所

。議文研 : r1989年度平峻宮跡発倒調釜部発砲調査院則

。布良県教委 務文窃側、:r商大争防災施段工厳 宛掘調査線告書』

西大命発行

。様公憲 奈良 西大寺J1I木簡研究J12) 

大安寺旧筏向 {平織京跡左京大条二幼ニ卑) (市57次 )(だいあんじきゅ うけいだLサ

古代寺院 93.5-93.715点 奈良市教育委員会

。衆良市教" : r務良市明磁文化財凋悲観要領告書平成5iFL(fJ
。三好美徳 篠原'/t.- : r奈良 大安守旧境内J1I木簡研究J16) 

大安寺旧境内 (平線東跡左京六条ニ幼十二縛) (市64次)(だいあんじきゅうけいだい}

古代寺院 94.2-9'1. 3 35点 察良市教育昏員会

。夜良市教委 : r奈良市糧蔵文化財調査概要銀告書平成5年度』

。三好漢徳 篠原盤ー 奈良 大安守的境内 J11木簡研究J16) 

奈良市

2003年
2003年
初回年

'1996年
: 1996年

: 1996年

.2000年

:2000年
:20同年

:2002年
:2002年

2帥 3年

1990年

1990年

1990年

1994年

199.1年

苦言良市

1994年

1994'f 

奈良女子大学術向遺陣 (平線東陣左京二条七翁三線) 1平縁日4-3次) (ならじよしだいが〈こうない}

近世官簡 82卜 82.5 3時 奈 良友子大学埋蔵文化財調査会 奈良国立文化財研室長市

。夜文研 : 1奈良国立文化財研究所年徹1982J : 1刊2年

。祭文研 : I平峨富男姻調査幽土木簡概椴J15 : 1四 2年
。衆良女子大学 : 1奈良タ字大学機内直属高発蜘調査概観 11J : 1984年
。滑JIJi!I樹 家良 夜良女子大学..内遺跡J1I木術研究J<1) :1982年

奈良女子大学術向遺跡 (平線京跡左京二条七幼三岬)1平線 158次)(ならじよしだいがく ζ うない〕

中世都市剖 7-84.82点奈良女子大学醐文化財調齢制国立文化財研嘉戸

。衆文僻 『奈良国立文化財研究所年鍬1985J :1985年
。議良女子大学 『夜良女子大学情内遺跡完細田変慨鍬凶J : 1985年

。坪之内徹 『奈良 奈良女子大学構内遭跡J1I木簡窃究J7) :1985年

索良女子大学構向遺跡{平雄東跡左京二条大坊+ニ縛) 193年度調査) (ならじよしだいが〈こフなu、]
奈良市

-]90 



奈良集

中世 近 i住都市 93.7-93.9 I 点 奈良女子大学

。奈良女子大繁聞文発路 『家良女千大学情内遺跡発嗣間変慨鰍VI一平織烹左京工粂六幼+ニ陣 中世間阿:19鈎年

調傘会編 集良女子大学邸近世家良町の網査J
発行

。坪之内観 奈良 奈良k子大学情内遺跡J仰木簡傭究J17) 1開 5年

奈良町遺跡〔平城京跡左京四条六幼+ 四探) [ならまち] 奈良市

近世都市 99. 5 -99. 6 J.~ 議良市教育祭且会 ・家良市埋蔵文化財嗣宜センター

。提言良市教'" : r窃良市坦雌文化財側資続安維告'"平成11年度J :2002年

，'"捕五・.，駐 奈良 来良町遺跡(平城京跡左京凶条六吻+四時)J <r木簡研究J22) :20明年

青野遺跡 {平雛京跡右京二条三筋七深) (市378-3次) [あおの〕 奈良市

中jII;集1& 97.7 -97. 12 16点 奈 良 市教育 書員会

。宗良市教育鑑険会 『察良市坦磁文化附調査提要銀告書平成9年度(第 t分冊lJ : 1998年

。安井立也 松浦五倫英 「奈良 "'Of遺跡J'1木簡研究J20) :1998年

八王子持社 [1まちおうじ じんじゃ]※ 奈 良 市

中世.近世寺院 78.7 82点 復良県文化財保存線

。憎考研 : r三郷町平紐命- <H) ffl良市高畑町八王子神仕出土懸仏J(京良保史跡名:19剖年

:勝天然記念物調査緩和1)

白老寺遺跡 {びゃ〈ごうじ】 奈 良 市

古代庭園 82.2 -82. 7 2点 奈良県立福原考古学研究所

o橿管研 : 1奈良県遺跡調査概観 1982年度』

。中井ー失 『祭良 白忽脊遺跡J'1方術研究J51

阪原阪戸遺陣 (匝原遺跡u2次)[さかはらさかど] 奈良市

古 代祭ie遣僻 92.11 . 93.2 1点 病良県立梅原身古学研究所

。峰考研 : 1奈良県虚跡調資慢鰻 1993年度』

。拘置考研附属情物館 : 1大和を倒る溜 1992年度発錨網車速傾展』

。木下亙平治欣求 卯 奈 良 阪lホ阪戸選跡1[1木簡研究J16) 

間家

秋篠 ・山瞳遺跡 {あさしのみささぎ] 奈 良 市

喜益平解 94.1 -倒 12 1点
山間遺跡調査会 ・奈良大学文学部考古学僻究室 ・学校法人正強学園

1983年

1983"'-

1994年
1993年

1994年

。紋篠 山陵迎跡調窓会:r秩筏 山腹遺跡奈良大学附胤高符学校建霞に伴う明雄文化財発槻関交線告:1998年

縦 揺石炭大歩文学郎符古:>>J (衆良大学文学部今盲学研究議発綱繍査線告書 17)

学研究室 学俊法人王強

学自制鐙行

。住厳重型 『奈良 敏篠 山陵遺跡J(1木術研究J21) : 1999年

。木簡学会舘 : 1岡本古代木簡集成』東京大学出版会 !2003年

構図遺師(確III調査) [ひえど)* 大和郎山市

古代阿JII 76.8 -77. 2 10点 奈 良県立感原考宵学僻究所

。奈良県教釜 : I宗良県遺跡調査院銀 1976年度』

樽図遺跡 {ひえど] 大拘郡山市

古代河川 80.9-81.2 18点 第良県立橿 原考古学研究所

。議良県敏番 : r奈良県遺跡網査概線 1980年度』

。中井 失 奈良伸附遺跡下 7i!i~J <r木簡研究J3) 

。本筒写会編 : r日本古代木簡酒屋』紫波書盾

蘇原宮跡北辺地区 {ふじわらきゅう] 福 原 市

66.12 -67.4 2122点 奈 良 県 教 育番目会

1977年

: 1981年

: 1981年
:1開。年

古代都城

。議良県教積 『必原宮跡附仰41年度調査限要J : 1967年

。務良県教祭

。家良県教委

。奈良県教委

。1"原宮跡附拘42年度調査概要J : 1968"'-

: 1藤M臣官跡出土木簡概鰻J，祭食県文化財調室報告¥G} : 19同年

: 1雌係官一国道165号線バイパスに伴う宮績調査J[病良県史跡名勝天然配念 1969年

;物調査報告25)
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近 健

。愛知県史編さん愛員会:r愛知県史資料編6古代IJ(U'藤原宮』解続文101頁所収木簡の釈文あり:1999年

。和闘翠 : r語原宮跡凶土の木簡(そのLJJ (衆文研 『第i倒木簡研究集会記録J) :1976年

。利図策 務段 鎌原宮跡J(1木簡研究J5) :1983年

。木簡学会編 : r日本古代木簡選』岩滋嘗唐 1990年

。神森卓也。佐藤信偏 : r上代木繍資料集成』おうふう 1994年

。木術学会縦 : r日本古代木簡集成』東京大学出版会 四回年

藤原宮跡西辺地区 [ふじわらきゅう] 福原市

古代~中世都城 68.9-69. 3 2点 奈良県教脊委員会

01長良県教委 『藤原宮跡昭和43年度調査院嬰J ;19同年

。和関恕 鎗見現存舜 『奈良 雄原宮跡J ( 1木簡研究J ~ :~.. 

蔵原宮跡(1次)南函中門地区 {ふじわらきゅう〕※ 悔原市

古{セ都城 69.12-70.527点 奈良国立文化財研究所

。京文研 : r奈良国立文化財研究所年線1970J :1970年

。奈文僻 『飛鳥藤原宮舜鏑調資概線J1 : 1971年

。夜文研 『飛鳥 蜂際宮発御調究出土木簡観報J1 : 1973年二

。奈文研 『飛鳥 藤原宮発紙調査出土木簡概綴.12 : 1975年

。奈文僻 『飛鳥 藤原官発組調査縁起き 1J (奈良国立文化財研究所学鰍21) :1976写

。a詩文研 『秘原宮木簡1)(奈良国立文化財研究所史料12) :1978年

。鬼頭滑明 「藤原宮跡出土の木簡{その2)j (祭文研 f第l四本簡研究集会毘録.11) : 1916年

。木簡学会編 『日本古代木簡選』岩波書底 :1凹 O年

厳原宮跡(2次〉向裏地1& (ふじわらきゅう 〕※ 婚原市

古代都城 70.7-70.11 2点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 『飛向 藤原宮発砲簡蓋慨報J1 : 1971年

。奈文研 『奈良国立文化財研究所午線197tJ : 1971年
。奈文研 『飛鳥 艇原宮発御調査凶土木簡既報J1 : 1913塁手

。奈文研 『飛鳥 藤原宮発掘削輩出土木簡慨線.Jl2 : 1975年

。奈文研 『飛鳥 藤原奮発焔調査線告 1J (奈良国立文化財研究所学綴27) :1976年

。祭文研 『藤原古木簡IJ(奈良国立文化財研究所史科12) : 1918年

。鬼頭清明 「藤原宮跡幽土の木簡(その2)J (奈文研 『第l回木簡研究集会紀録J) : 1976年

続原宮跡(4次)向裏地区 {ふじわらきゅう 〕※ 履原市

古代都城 11.11-72.5 49点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 『飛鳥藤原宮発短調査概観J2 : 1972of-
o奈文研 『奈良国立文化財研究所年報1912J :1972年

o奈文研 『飛鳥 藤原宮発御調査出土木簡概線J1 : 1973年

o奈文研 『飛鳥 藤原宮発組欄輩出土木簡慨線J2 : 1975'!'-

o奈文僻 『磁原宮木簡IJ(策良濁立文化財研究所受糾12) : 1978年

。奈文研 『飛鳥 藤原宮発御調査報告田1(奈良国立文化財研究所学級37) : 1980年

。鬼頭清明 「雌原宮跡出土の木簡(その2)J (衆文研 『第l回木簡研究集会記録11> : 1976年

藤順宮跡 (5次}西方官衝商地区 {ふじわらきゅう ]※ 樋原市

古代都城 72.3-72.83点奈良国立文化財研究所

。奈文研 : r飛鳥藤原宮発綱調査概報J3 :1973年

。奈文研 : r飛鳥語原宮....鯛査制土木簡続報.11I : 1973年

。奈文研 : r家良国立文化財研究所年綴l肝 3J :1974年

。奈文研 : r飛鳥 接原宮発線調査出土木簡概観J2 :1975年

。奈文研 : r飛鳥 居筆隙省発御調査報告 "J(奈良国立文化財研究所学線31) : 1978年

。奈文研 : r様原宮木簡1I(家良国立文化財研究所史料12) : 1978>fo 

O鬼頭清明 語版宮跡出土の木箱(その2)J (奈文研 『第l回木簡研究集会記録J) :1976年

。沖議卓也 佐脱俗編 : r上代木簡資料集成』おうふう 1994年

蔵原宮跡 (10次)西南官街地区 [ふじわらきゅう}※ 極原市

古内初減 73.10-74.74点 奈良国立文化財研究所

。斉詩文研 『飛鳥 雌原省発倒調査慨級J4 :1974年

。奈文研 『奈良国立文化財研究所年組197d : 1975字

。祭文研 『飛鳥 藤原宮発銅調査概線115 : 1975年

。奈文研 『飛鳥 証券原宮発制調査出土木簡概線J2 : 1975lf-
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。議文研

o完詩文研

。奈文研

。鬼頭iR明

。木簡学会編

f飛鳥 語原"1<"織調査線i!inJ(家良国立文化財研究所当幹線31)

『飛鳥 厳原奮発燭調査線笹川J(衆良国立文化財研究所学徳31)

『様係官木簡'J(表良悶立"化財研究所史料12)
「梼原宮跡山 tの木簡{その2)j (衆文研 『第I自木簡研究集会.己緑J)

十『日本古代木簡滋』岩該谷底

藤原宮陣 (11次 }向裏西宮街地1& (ふじわらきゅう〕※ 橿原市

古代都城 74.1-14.3，75.1 6点 奈良国立文化財研究所

。議文研 : 1奈良国立文化財僻究所年報 1914J

。者詩文研 『飛鳥 鎌i厳密発蹴調査概線J5 

。奈文iJF : r飛鳥 藤原宮姥姻調査幽土木簡概領J2 

。奈文研 : 1藤原宮木簡'1(奈良国立文化財研究所史科12)
。衆文研 :1飛鳥 島長原"1<1量級調査緩衝 日J(家食国立文化財窃究所学級31)

議原宮陣(18次 }北面中門地区 {ふじわらきゅう〕来 橿原市

古代相城 75.6 • 76. 1 570点 奈良国立文化財妨究所

。議文併 『機鳥 緩胤宮"姻調査出土木簡複線J2 

o~詩文僻 『飛鳥 厳"宮受僧綱牽慨"'16
。表文研 :1延長良国立文化財研究所年線1976J

o~詩文研 : 1幡版古木簡'J(安良国立文化例研究所史料12)
o木簡学会編 『同本古代木簡単』岩波書腐

。仲弱点也 佐藤間編 : 1上代木簡資糾集成』おうふう

。木簡学会編 : 1岡本古代木簡集成』東京大学幽阪会

藤 原 宮 陣 (18-7次 )東画中門南東地1& [.，¥じわらきゅ う)* 煩原市

古代都城 7“2 :lfi点 奈良国立文化財研 究所

。祭文僻 『飛鳥綴原宮宛槻間在慨鍬16
。京文研 『翁良国立文化削ijf究所年鍬 1976J

。奈文研 『飛鳥 厳原宮"梱寓査出土木鮪鰻縄J3 

。家~iJf : r雌服宮木簡'J(奈Q国立文化財研究所史料12)

蔵原宮肺 (19-1次 )東面中門南東地区 {ふじわらきゅう )※ 恒国市

古代都成 76.5 19侭 奈良国立文化財研 究所

。d詩文研 『飛鳥。偏係省発単調査概機J7

。a詩文研 『奈良自立文化財研究所年繍 1977J

。奈文明 『飛島 様廊下言受槻調査出土木簡既徹J3 

。務文ijf : 1厳原宮本側'J(奈良国立文化財研究所史料12)

蔵 原宮跡 (19-2次 }酉繭官街地区 【ふ じわらきゅう]※ 檀原市

古代都線 76.10φ77.11 59点 奈良国立 文化財研究所

. ~詩文 ijf : 1飛鳥 厳原宮宛蝉調査概縄J1 

。a詩文研 『奈良宙立X化財研究所修繕1977J 

. ，詩文僻 『飛鳥 雌原宮発姻調査出土木簡概観J3 

。祭文ijf :n畜原宮木簡'J(務良悶立文化財研究所史特12)
。木簡学会絹 『日本占代木簡選』岩滋書館

蔵 原宮跡 (20次) 大縫殿院地区 {ふじわらきゅフ}※ 樋原市

古代郎拙 77.2 -77. 7，77.12 124点 奈 良国立文化財研究所

。京文仔 : 1飛鳥 雌廊賢官姥鍛調査出土木簡同報J3 

。d詩文研 : 1飛鳥 藤原省発綱調査複線J8

。d詩文ijf : 1袋良国立文化"研究所年組1978J

。奈文研 : 1飛鳥 雌原宮宛煽調査幽1木間前傾鰻14
。議文傾 : r藤原宮木簡21(夜良国立文化財研究所史斜l8)

。木簡学会編 : r日本古代木簡泡』岩政省益底

藤原宮跡 (23-5次 )酉置中門北西地巴 [ふじわらきゅう ]※ 橿原市

古代都城 79.3 -79. <1 2省 奈良国立文化財研究所

。議文研 :1袋良国立文化財研究所年繍 1979J

."'文研 : r飛鳥腹開官発鯉調査概級J10 

ω妥詩文研 : r.を烏 雌側首，延期調査出土木簡傾綴J5
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近.

蔵原宮跡 (24次)東方官衝北地巨 {ふじわらきゅう ] 磁原市

古代郡波 78.9ー79.3 1帥 7点 奈良国 立 文 化 財 研 究 所

。海文僻 : I飛鳥 雌原奮発磁調資慢"19
。奈文研 : r瀬良直立文化財研究所年線1979J

。宗文研 : r飛鳥 雌原省発機淘査"'土木簡概鰍J1 

。ヨ詩文枝 『傍I~宮本舗21 (家良国立文化財研究所史将 18)

o鬼頭清明 『議良 語原宮跡J(1木簡研究11) 

。木簡学会編 『日本古代木簡遺』岩該..底

。神様卓也 佐必fS編 『上代木簡資科集成』おうふう

。木簡学会編 『日本古代木簡集成』東京大学出版会

1979l手

¥979年

1979{1O 

¥981年

1979~ 

1990年

1 99~年

2003年

藤原宮跡 (27次)裏面北門地区 {ふじわらきゅう 】 橿原市

古代都 抜 79.9-80. 3 880点 奈 良国 立文化肘研究所

。衆文研 『飛鳥藤原宮売偲調査慨徹J10 

。奈文研 『夜i込聞立文化財研究所等級 19S0J

。お文研 : I飛鳥 厳原宮多量御調査出土木簡慨線J5 
0 加藤優 京良 藤原宮跡J(1木簡研究J21 

。ホ術学会編 『日本古代木簡選』岩該祷鴎

。神議事也 佐磁f~編 : I上代木簡資科集成』おうふう

: 1980年

:L980lP: 

19剖年

1980作

1990年

1994年

蔵原宮跡 (29次)東方官術北地f& (ふじわらきゅう 】 橿原市

古代都 城 80.4-81. 3 1551点 奈良 国 立 文 化 財 研 究 所

。奈文研 『飛鳥 藤原宮売却臨調資概鍬J11 

。衆文研 『窃良国立文化財研究所年総1981J

。z詩文研 l'時.Q.. ~硲原宮兜臨調資削土木簡慨練J 6 

0加静優 rmG. 雌係官跡J(1木簡研究J31
。木簡学会編 : I日本古代木簡選』岩波需庇

。神食卓也 位雌f書編 『上代木簡資料集成』おうふ う

¥981年

¥981年

19引年

:1981{f. 

: 199ゆ年

1994年

蔵原宮跡 (29-6次)爾面西門西方地区 [ふじわらきゅう ] 福原市

古代都 捕 80.8.80.10 6点 奈良国立文化財研究所

。奈文勝 : I飛鳥 語源官発栂調査復傾J11 

。議文研 : I夜段目立文化財研究所年線19SIJ

o ~詩文研 : I飛鳥 蟻係官発錨調査山上木簡概..J6 

0 加磁優 Ij持良 勝原宮跡J(1木術研究J31 
。神霊祭卓也 佐雌情緒 : r.1:代木簡資料集成』おうふう

日制年

目引停

19引年

¥981年

1994年

藤原宮跡 (34次}西南宮市地医 [ふじわらきゅう〕 般原市

古代鶴措 81.5-82.3 I点 奈良国立 文 化 財 研 究 所

。議文研 : I飛鳥 雌係官発磁調資続線J12 
。諸詩文研 : I宗良国立文化財研究所年前副982J

。奈文.. : I飛島 語原官発健司翌年出土木簡慨鍬J7

0加藤俊 議長良 雄係官J4;<r木簡研究J" 

蔵原宮跡 (36次)西北官街地区 {ふじわらさゆヲ} 樋原市

古代都 城 82.11 -83. 5 3点 奈良国立文化附研究所

。衆文研 : I織良国立文化財研究所年鰍附田』

。京文研 : r飛鳥藤原官発捌調査刷土'"簡慨鍬17 

o ~詩文研 : r飛鳥 版原官発姻調査概縄J14 

。加藤If 窃良 厳原宮跡J(1木術研究J51 
0*筒学会編 : rn ぷ古代木簡選』岩波書庶

年
信
平
年
年

2

2

3

2
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: 1984年

: 1983年

: 1990年

厳原宮跡 (37次)酉面中門地区 {ふじわらきゅう 〕 梅原市

古代都 城 83.8・83.12 2点 奈 良国立文化財研究所

。祭文研 : r飛鳥語原宮発鰻調査阪線J1. 
。ョ言文研 : IIJi"悶立文化財..究所年ti198d

。奈文研 r飛鳥 雌原"発熔調査出土木簡概IIU8 
0加磁使 r~持政 雌原宮跡J"木簡研究J6) 

1984年

¥984勾1

1981年

198.¥年

ーI恒 一



蔵原宮跡 (37-6次}南面西門南西地区 臼じわらきゅう ] 極原市

古代都減 83.8-83.9 1点 奈良国立文化財研究所

。祭文研 : r飛鳥偏原宮発娼調査概線J11 

o j詩文僻 : r，詩良国立文化財研究所写機1984J

o ~詩文研 : f飛鳥 様原宮発御調資出土木簡慨綴18
。加勝優 fj'j誌良 厳原宮跡J((木簡研究J6) 

藤原宮跡 (41次)東方官衝北地区 [ふじわらきゅう] 極原市

古代総減 84.4-84. 10 4点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 f飛鳥 泌係官発凱調査院銀J15 

。奈文研 r奈良国立文化財研究所年綴1985J

。複文研 f飛鳥 緑町宮発鯛調査出土木簡概線18
0 加藤'" 夜良 繕係省跡J<I木簡研究J71

藤原宮跡 (55次)向裏 向型廃棄官街地区 {ふじわらきゅ う〕 揖原市

古代出殿 官楠 ・抗措 87.5 87.12 35占 祭良国立文化財研究所

o奈文研 f飛鳥 藤原宮発倒凋?を慨線J18 

。奈文研 『宗良国立文化財研究所年報¥988J0'詩文研 『飛鳥 越原宮発協調輩出土木簡慨線19
o加藤{医 I奈良 藤原宮跡J'1木簡研究J10) 

蔵原宮跡 (58次)向裏・向裏東官街地区 {ふじわらきゅう 〕 短距市

古代宮殿't¥'術 87.12-89. 5 339点 奈良国立文化財研究所

o ~芦文研 : I飛鳥 藤原宮兜倒調査既繍119 

。祭文研 『飛鳥 島経係官発槻調査出土木簡複鰍j9

om文研 f姦良闘立文化財..究所等級1989J

o 俗文研 : I飛鳥脱原宮発制調夜慨綴J20 

0奈文研 『奈良国立!<:化附研究所勾一線19')0.1
。橋本健則 f奈良 藤原宮跡111木簡研究.D11) 

o木術学会保 『日本古代木簡選』岩波書庖

。木簡学会編 『日本商代木簡集成』東京大学出版会

蔵原宮跡 (58-1次)酉萄爾門地区 [Aじわらきゅう〕 掴開市

古代官瞳官街 88.4-88.5136点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : 1飛鳥藤原宮発樋調査続線J19 

o ~詩文研 : r飛鳥 梅原奮発以調査制土木簡概練19
o 俗文研 : I奈良闘立文化財研究所年 線19帥』

。縮本f¥iJIIJ f l'ii' a 藤原宮跡J[[木簡研究J11) 

0木簡学会編 : r日本古代木簡選』砦波書府

。対'Ji')(也 4生時l'編 : r上代木簡資科集成』おうふう

厳原宮跡 (59次)西南官街地区 (ふじわらさゆフ } 極原市

古代官民産 官i府 88.8-88.122戸、 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : 1飛鳥 藤原官発擁調査視線』ゅ

。衆文研 : 1飛鳥 雌原官発隙割安出土木簡概搬19
0 奈文i}f : r ~詩段目立文化財研究所年様 19帥S

。橋本義則 奈良 縦断宮跡J'1木簡研究J11) 

蔵原宮跡(60-10次)南面西門地区 {ふじわらきゅう 〕 橿原市

古代官附 ・官待 90.3 -90. 4 20T. 奈良国立文化財研究所

。務文研 『飛鳥 藤原宮発a囲網徒慨線J21 

。奈文研 『妥奈良国立文化財研究所年側 1990~
。族文研 『飛鳥 雌i原1<発御調査出土木簡概鍬J10 

0 橋本筏則 r!長良 藤原宮跡J'1木簡餅究1112) 

蔵原宮跡 (61次)内裏東官街地区 [ふじわらきゅ ワ〕 極原市

古代宵距官筒 90.4-90.8 80点 奈良国立文化財研究所

o奈文研 : 1飛鳥 藤原官発路調伐概線J21 

。条文研 『飛鳥 雌服官発規調布出土木"概級J10 

o 奈文研 『奈良国立文化財僻究所勾三組1991J
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1989年

1988年
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近.

。繍本務則

。木簡学会編

奈良藤原宮跡J<I木簡研究J13) 

: I日本古代木簡集成』東京大学出版会

藤原宮跡 (67次)向裏東官簡地区 {ふじわらきゅう] 福原市

古代宮陪 官情 91.1¥ -93. 4 13.e. 奈良国立文化財研究所

。祭文研 : I飛鳥厳原宮発倒調査概縄123
o衆文研 。『飛鳥 藤原奮発組調査出土木簡概線111 

o奈文研 : 1奈良国立文化財研究所等級19目』

。織本館則 奈良 磁原宮跡J<1木簡研究J15) 

線原宮跡 (69-4次)南面西門地区 〔ふじわらきゅフ ) 極限市

古代宮殿官術 92.8 215点奈良国立文化財研究所

。諸詩文研 : r飛鳥 必原官発鋸調査慨鰻J23

。議文研 : 1飛鳥 藤B京高発姻調驚幽土木簡続線JII 

。a詩文研 : r奈良国立文化財研究所等級199311

。橋本綾刷 奈良 正語版宮跡J<1木簡研究J15) 

。木簡学会編 : r日本古代木簡集成』東京大学出版会

線療宮跡 ()O次)向裏 内裏西宮街地区 {ふじわらきゅう 】 極草原市

古代目殿官街 92.9-92.1110点奈良国立文化財研究所

。奈文研 『飛鳥藤原官発組制変複線)23

。奈文研 『飛鳥 居筆原宮発鋼調査出土木簡概線JII 

o奈文窃 『荻良国立文化財研究所年鰍1993J

。繍本義則 『祭食藤原宮跡J<1木簡研究J15) 

。木簡学会保 『日本有代木簡集成』東京大学出版会

織原宮跡()l次)向裏東官街地区 {ふ じわらさゆフ) 梅原市

古代宮酎 富街 93.4-93.83点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : r飛鳥 藤原宮発纏別査概報124
。奈文研 : r策良国立文化財研究所年報1994j
oj詩文研 『飛鳥 藤原宮発姻調査出土木簡概級J12 

o縄本総則 奈良 雌原宮跡J(f木簡研究J16) 

藤原宮跡(72次)西南官街地1&<ふじわらさゆヲ } 橿原市

古代宮尉官街 93.8-93.10 2点奈 良国立文化財研究所

。京文研 『飛鳥藤原宮健婦調菟複線124
o奈文研 : r奈良国立文化財研究所年報1994j
。家文研 『飛鳥 厳原宮発槻調査出土木簡続線J12 

0 橋本線則 f奈良藤原宮跡J<1木簡研究J16) 

藤原宮跡 (75-7次)西北官街地1& [ふじわらきゅフ} 橿院1市

中世集落 94.7 . 94.8 2点奈良国立文 化 財 研 究 所

。奈文僻 : r飛鳥 藤原宮跡発姻関査慨線125
。奈文研 『奈良国立文化財研究所年線1995J

。ヨ詩文研 『飛鳥 藤原官発御調査幽土木簡既報112 

0繍本義則 『奈良 藤原宮跡J<1木簡研究J11) 

藤原宮跡 (75-13次)東方官簡北 東面北門南方地区 {ふじわらきゅう ]

古内都城 94.11 -91.12 286点 察 良国立文化財研究所

。奈文僻 f飛鳥 様服宮跡発処調査概線J25 

。奈文研 : r奈良!副主文化防研究所年線1995J

。奈文研 : r飛鳥 線照宮発織調査出土木簡概線112 

0備本穂則 奈良 藤原宮跡J(1木簡研究J11) 

。木簡学会編 : 1日本古代木簡集成』東京大学出版会

橿原市

蔵原宮跡 (78次)向車東官簡 東方官描北地巨 [ふじわらきゅう]

古代官瞳 ・官情 95.3-95. 7 2点 条良国立文化財研究所

。奈文研 『飛島泌尿宮発蝕調安視線J26
。衆文研 : r飛鳥 語原奮発組調査出土木簡慨線j12 

o j詩文研 : r奈良国立文化財研究所年報1996J

極原市

-]96-

1991年

2003年

年

年

年

年
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9
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9

9
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9

9

9
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。寺崎保広 f奈良 語原宮跡J(1木簡研究J(8) 

議原宮跡 (79次)西方官衛南地区 {ふじわらきゅう} 橿原市

古代宮殿官市 95.6-95.10 I点 奈 良国立文北財研究所

o奈文研 : 1飛鳥 属高原宮発熔調査概則自

。完詩文研 : r飛鳥 藤原奮発御調査出土木簡線級J12 

o衆文研 『奈良国立文化財研究所年報1996J

。寺餅保広 衆良 藤原宮跡J (1木繍研究Jl5) 

。木簡学会編 『日本古代木舗集成』策烹大学凶阪会

見事原宮跡 (80次〉西方宮衝南地区 〔ふじわらきゅう 】 樋原市

古代宮尉官簡 95.10-96.2 1町長奈良 国立文化財研究所

。奈文研 : r飛鳥楼原官発綴調査慨組126
。奈文研 : I飛鳥 藤原宮多登輝調査出土木簡概綴J12 

0'詩文研 : r奈良国立文化財研究所年制119同』

0'宇崎保広 奈良 雄似宗跡J(1木簡研究J18) 

藤原宮師 団2次)西方官衝南地区 {ふじわらきゅう 〕 極原市

古代官瞳・官街 96.10-97.2 1点 奈良国立文化財研究所

。者詩文研 f奈良国立文化財研究所年線1997-u Jl 
。第文研 『飛鳥H高原宮発掘調査出土木簡既領113 
0'宇崎保広 f家良 雄原宮跡J([木簡研究J19) 

藤原宮跡 (83-7次)向裏地区 {ふじわらきゅう 〕 福原市

古代官街 97.9-97.10 保 奈良国立文化財研究所

01詩文研 f奈良国立文化財研究所年鰻1998-[! J 

o奈文研 『飛鳥 様照宮発楓調査出土木簡概線J13 
0寺崎保広 f奈良 藤原宮跡J(1木簡研究J20) 

藤原宮跡 (85次)西方官街南地区 {ふじわらきゅう 〕 曜原市

近世聾務 97.4-97.6 点 奈良国立文化財研究所

。努文研 : 1奈良国立文化財研究所年綴1998-II J 

o議文研 r飛鳥 秘際官発姻調査凶土木簡慨綴J13 

0寺鮒保広 f京良 藤原宮跡J(1木簡研究J20) 

議原宮跡け07次 )向裏 朝堂院靭堂院東地区 {ふじわらきゅう] 福原市

古代中世宮瞳集落 00.3-00.11 3点奈良国立文化財研究所

。夜文研 『奈良文化財研究所紀要20(>lJ
。奈文研 『飛鳥 離原宮発鋼調査出土木簡既報J15 

O市大樹 r~詩良 雄際宮跡J(1木簡研究J24) 

藤原宮跡 (118次)東南官街地区 {ふじわらきゅう 〕 複Jjj~市
古代都繍 01.10-02.2 3点 奈良文化財研究所

。疹文研 : r奈良文化財研究所紀要2003J

o祭文研 : r飛鳥 語原官発鍋調査出土木簡慨綴117 

0 竹内苑 奈良 線原宮跡J([木簡研究.025) 

藤原宮跡 (124次)南面東門南東地区 [ふじわらきゅう 〕 湿原市

古代都械 02.10-02. 12 15点 奈良文化財研究所

0'詩文研 f奈良文化財研究所紀要2003j

。奈文僻 f飛鳥 藤原官発姻綱蜜出土木簡既報J17 

0 竹内苑 f奈良 秘原宮跡J(1木簡研究.125) 

務原京跡友東北五条三坊西南館 (市97-18次) (旧.大厳原京跡)(ふじわらきょっ 〕

古代都城 97.1I -98.3 2点 極原市教育委且会0'軍原市千縁資料館 : rかしはらの歴史をさぐる6早成9悠Jj'哩厳文化財発栂調査成果縁』

o宿高ロ利弘 奈良 大様原'"跡左京北五条三坊南西呼J(1木鮪研究J21) 

藤 原京跡左京二粂ニ坊西北卸(109次 )(ふじわらきょう 〕 煙原Ili
古代都城 00.8-00.103lま 奈良国立文化財研究所
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近.

。損詩文研

。斉詩文研

。竹内売

: 1議良文化財研究所紀美2帥 'J
『飛鳥 蔵原宮発磁調査出土木簡慨線J15 

r..良 ..'"京跡左京三条二幼) <1木簡研究J24) 

積聞東跡左京三条三幼~七条三坊 (21-2次 ) <ふじわらきょう]※ 橿原市

古代都機 77.2 -78.1 在奈良国立文化財研究所

。z詩文明 『飛島 雄際官発担鋼生概"18
。a詩文研 『察良国立文化財研究所年報 1918J

議原京跡左京大条三坊西北線 (54-1次 )<ふじわらきょう ] 緩原市

古代耳障官筒都城 87.4 I怠奈良国立文化財研究所

。衆文研 : 1飛鳥 藤原宮跡発鋸調査幽土木簡概削 8
0 衆文研 : 1飛鳥 藤原宮跡発姻関査概銀J18 

。諸詩文研 : 1衆良国立文化財研究所年線"田』

。加勝if 家良 藤原烹跡)(1木簡研究J10) 

。木簡学会編 : r日本古代木簡選』岩波嘗底

蔵原京臨左京六条三幼!IUt'平 (47次 50次 西) (ふじわらきょう ] 様原市

古代都城 85.11 -86. 12 26点 奈良国立文化財研究所

。衆文研 : 1飛鳥藤原宮発焔調賓概級J" 
。策文研 : r復良国立文化財研究所会手銀1986J

。衆文研 『飛鳥 藤原宮発掘調査幽土木簡概鰍Js

。加緩慢 『奈良 雌原京跡)<1木簡研究19)
。木簡学会編 『岡本古代木簡選』岩該'"''

。神様。也 佐藤，.編 r上代木簡資料集成』おうふう

藤原!l!跡左京七条一幼百商縛(J15次 )(ふじわらきょう] 橿原市

古{代t飾減 o引l

。a窃持文窃 : r療食玄化附窃究所紀要2叩0但』

。頭文研 : 1飛鳥 藤原宮発砲調査出土木簡阪線J16 

。d詩文僻 : r飛鳥 厳原宮発砲調査位1土木簡慨鰍J" 
。市大樹 奈良 雌原京跡左京七条一坊)<1木簡研究J25) 

蔵原京跡左京七条一坊東南館 [ふじわらきょう 〕 権草原市

古代抗措 91.9-95. 1 24点 橿原市教育委且会

2001年

2002年

2002年

1978年

1978年

1987年

""年: 1989年

1988年

19904手

1987年

1987年

: 1987隼

1987年

: 199ゆ年

白 1994年

2002年

2002竿

20凹年

2003年

。梅原市教書 : r図録 鴫原市の文化財J : I開5年

。t盛附11千爆資料鮪 : rかしはらの涯史をさぐる3平成6年度均級文化財鬼抱調査成巣炭Jl : 1同5年

0111ロ泌広 繍本S塩川 奈良 磁原京跡友京七条ー坊東南坪J仰木簡研究J17) :l9954手

蔵原京臨左京七条二幼百北縛 (113次 )(ふじわらきょう 〕 磁眼前

中l住吉瞳集椛 01.1-01.41点奈良国立文化財研究所

。療.，tiJF : r察良文化財研究所紀要2凹 1J :2帥 I年

。気持xijf : r飛鳥 縫係官発想調査幽 k木自民概鰍J15 :2帥 2年
。市大樹 京良 磁似'"跡在京六条二幼七条二坊)'1木簡ijf究J24) :2002年

蔵原京陣左京九条三幼西 北 縛 {ふじわらきょう〕 両市111明日香村

古代富瞳官 1~ 都機 88 卜 88 . 2 2.?!. 明日香村教育委員会

。明日谷村教書 : r略拘62年度明日'Ii村遺跡調査阪線J : 19田年

。，t付憲彦 お良 接原京左京九条三務)<1木簡研究J¥0) : 1988年

厳原康跡左京十ー粂 幼西南縛 右京+ 条 一幼東南縛 {ふじわらきょう]

古代椛植 00.1 -00. 3 1点 奈良県立橿原考古学研究所

。橿考術 : r察良県適量属高調査観線 1999年度{郊3分樋)J
o ll.~iJF附属附物館 : 1大向を織る 181999年度完姻m夜連機腐』

。ト都千7弘 『策良 藤隊旗跡+ー条 朱在大路)'1木簡研究J23) 

議原京跡左京十 条 坊西南鐸 {ふじわらきょフ ]※ 曜原市

古代都城 00.11-01.3 1白 奈良県立極限考古乍研究所

。樋考僻 『奈良県遺跡調査院銀 2000年度』
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奈良県

蕨原京跡左京+ 条三坊西北・西南坪 (71-13次) 冒丘北方遺跡 (4次)

古代都城

。奈文研

。携文研

。奈文研

。繍本義則

94. 1 

{ふじbらきょう/も町泊、づちのおかほっぽう 1
94. <1 10点 奈良国立文化財研究所

『系民国立文化財研究所平線ω94)

『飛鳥語原宮跡発御創造既級J25 

: [飛鳥 ii原官発御調査出土木簡概観112 

r fR.Q 藤原京高修左京十ー粂三坊J ([木簡研究J17) 

高市郡明白骨村

年

年

年

年

4
5

6

5

 

9

9

9

9

 

9

9

9

9

 
頭車原京跡左京十一条三坊西南 東南縛(75-16次) 雷丘北方遺跡 (5次)

[ふじわらきょう/，、かづちのおかほつぽつ〕
古代鶴城 95.1-95.4 3点 奈良国立文化財研究所

o奈文研 : r飛鳥 緩原官発a臨調査概緩126
0'詩文研 『奈良国立文化財研究所年線l凹 51

。奈文研 『飛鳥 藤原宮発銀舗を出土木簡慨線J12 

o ~'f崎保広 『奈良 務原京跡j 仰木術研究J18) 

湿原市

年

年

年

年

附

附

欄

醐

議原京跡左京十 条三坊西南坪 (66-I次) [ふじわらきょフ]

古代初E披 91.4-91.84点奈良直立文化財研究所

o奈文研 : I飛鳥藤原宮発倒調ま続報J22 

。奈文研 : r努良国立文化財研究所年線 1992~

01詩文'" : r飛鳥 頗服官発御凋"出土木簡慨線J11 

o繍本義P'J 奈良 離原京勝J<I木簡研究J14) 

橿原市高市都明 日香村

年

年

年

年

2

3

3

2

 

9

9

9

9

 

9

9

9

9

 
藤原子史跡左京+一条三幼西南館 (66-13次)[ふじわらきょう〕

古代郷城 91.12-92.415点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : r飛u 藤原官発御調査概観J22 

o楽文'" : [飛鳥 泌原官発御調査Iti土木簡慨線J11 

o繍本義P'J 奈良 議開'"跡J<I木簡僻究J11) 

橿原市・高市郡明日香村

年

年

年

2

3

2

 

抑

的

帥

議原京跡右京北五条一幼東北 東南卸(旧.下明寺遺跡 蘇原東条坊間遭遇機) [ふじわらきょう〕

権原市
古代初城 79.8-79. 10 I 点 奈良県立極限考古学研究所

: I家良県遭跡調資概線 1979年度(第2分冊))

『奈良 泌隊東条幼関連遺情J"木簡研究J21
1981年

1980年
。奈良県教委

。中井 夫

蔵原京跡右京ー条一坊東北縛 {ふじわらきょう 〕 橿原市

古代間1城 98.10-98. 12 I 点 植原市教育委員会

。煙席市千減資将官官 : rかしはらの歴史合さぐる7平成10年度鹿蔵文化財発姻調査成果庚.0 : 2帥 O年

。11口氏広 竹内亮 奈良 勝即烹勝布京ー条ー坊J[1木鮪研究J25) : 2003年

蔵原京跡右京一条一坊西南得 [65次) [ふじわらきょう] 笹原市

古代侃城 91.2-91.31古 来良直立文化財研究所

o l芦文研 : r飛鳥 藤際宮鎗御調査慨級J22 : 1992if-
o君津文研 : r寝食国立文化財研究所午線l拍 lJ : L 992~ 
。衆文研 : r飛鳥 藤原官発銀縄貸出土木簡概観J11 : 1993年

。橋本義制 奈良 藤原点跡J，!木簡研究J11) : 1992if-

蔵原京師右京二条三坊西北 西南i事 (66-5次) [ふじわらきょう〕

古代都城 91.6-91.7 点 奈良国立文化財研究所

。話詩文研 『飛鳥 脱原ti発楓調査概緑122
o京文研 『飛鳥 梅原宮発18>>1:fi"出土木簡慨報J11 

o橋本縫則 f家良 藤原京跡J'!木簡研究J14) 

橿原市

年

年

年

2

3

2

 

9

9

9

 

9

9

9

 

蔵原京跡右京四条五坊西南坪 (四条遺跡 'J2次)) [ふじわらきょう/しじよう〕

古代都械 91.8-91.9 3点以上 奈良県立恒原考古学研究所

。樋宅研 『奈良県澄跡調査慨線 1991年度(第2分冊JJ
o休前3灼 f奈良 四条遺跡J，r木簡研究J14) 

福原市

1992年

1992年

薦原京跡右京五条目坊西北館 (市 1次)[ふじわらきょう〕 撹原市

合{¥都城 91.11-92.3 29む 篠原市教育委員会

-199-



近 a

。梅原市平線資斜館

。竹悶政敏 拘倒筆

。木簡学会伺

: rかしはらの歴史をさぐる平成4年度埋蔵文化財発蹴関造成果展』

察良 藤原京右京五条凶坊J<1木簡研究J15) 

; 1日本古代木簡集成』東京大学幽阪会

年

年

年

明

朗

捌

議原京師右京五条田翁西北海 (市2次)[ふじわらき ょう〕 福原市

古代信事機 92.12-93.18点 纏原市教育昏員会

。極原市千場資料館 : 1かしはらの歴史舎さぐる平成4年度理麗文化'0>棚調査成果展J : 1993年

。竹岡敬敬 "関掌 第良 勝原京省東玉条掴坊J<1木簡研究J15) : 1993生存

蕨原京陣右京大条因坊西北卸 (市 98-15次)[ふじわらきょう) 織原市

古代節減 99.I -99.3 6点極原市教育答品会

。極原市千爆資"館 ;1かしはらの歴史をさぐる7平成10年度埋蔵文化的抱腹調奈成果展J ;20同年

。古賀口和弘 察良 厳原京跡省京大粂凶場北西坪J<1木簡峨究J21) : 1999年

梅原書史跡右京六条四翁百繭縛・七条回総西北館 {ふじわらきょう〕 橿原市

古代都櫨 95.11 -96.3 2点 福 原市教育書員会

。4笹原市平塚資料館 『かしはらの歴史をさ ぐる4平成7年度坦磁文化財提姻調査成来展J : 1996年

。a口実広 市大樹 「奈良 硲原京跡右京六条七象因坊J<1木簡研究J25) : 2003年

蔵原J;!陣右京 七条一幼東北 東 南 卸 (17次)[ふじわらきょう)※ 橿原市

古代都披 75.10 -75. 11 10点 奈良国立文化財研究所

。奈文僻 『飛鳥 篠原宮完鍋筒輩出土木簡視線J2 
0奈文研 『飛鳥 縦断官発槻調査続l1IJ6

o議文研 『来良国立文化財研究所年級1976J

。奈文研 『様胤宮木簡IJ<夜食国立文化財研究所受科12)

o神蕊皐也 佐雌..編 『上代木簡資斜集成』おうふ う

。木簡学会錫 『日本古代木備選』岩量生書唐

1975年

1976年

1976年

1978年

1994年

1990年

議原京跡右J;!七条 幼東南却 (23次)[ふじわらきょう}※ 橿原市

古代都城 78.8-78.9 I点 事良国立文化財研究所

。奈文研網目 雌'"京右京:r藤原J:!右京七条一物調査続線』

七条一物跡欄査会発行 j 
。者詩文研 : 1飛鳥 厳原奮発銀調査般観H
。衆文研 : 1奈良国立文化財窃究所年鍬1979J

。奈文1)1 : 1飛鳥 蔵原奮発銀調査幽土木簡概線J4 

。務文研 : 1樋際宮木簡2J<奈良国立文化財研究所史料18)

1978;手

1979年

1979lf. 
1979年

1981年

蔵原京師右京七条一坊西北 西南雌(19;欠)[ふじわらきょう〕※ 橿原市

古代都線 16.11-77.2 2点 奈良国立文化財研究所

。a詩文1)1 : 1飛鳥 藤原宮発制調査続線J7

。諸詩文1)1 : 1議良自立文化財研究所年線1977J

。話詩文研 : 1藤保宮木向島IJ<奈良国立文化財研究所史斜12)

1977年

1977~ 

1978年

蕨原子R跡右 京七条 坊 西 北1平 (62次)[ふじわらきょう } 価証原市

古代都城 89.7-89.102<¥点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : 1飛鳥 語原奮発砲調査概観J20
。ヨ詩文研 : 1療段目立文化防研究所年緑内田』

。a詩文研 ; 1飛鳥 厳原省莞磁調査出土木簡既報J10 

0焔本総.II.IJ rt;持良 離原京跡J<1木簡研究J12) 

1990年

1991年

; 1991年

: 19同年

藤 原京 跡右京七条一翁i!!ijt'平 (63-12次)<ふじわらきょう 〕※ 慮。京市

古代都城 90.12 -91. 2 725点 奈 良国立文化財研究所

。姦文研 : 1飛鳥 藤原宮発蝋調査慨鍬J22
。覇詩文研 ; 1奈良国立文化財研究所年報1991J

蔵原京跡右京七条 幼西北海 [66-12次)[ふじわらきょう 〕 憧原市

古代都機 92.1-92. 2 41点 茶良国立文化財研究所

。復文1)1 ; r婚原宮跡の便所遺憾ー右京七条一坊西北呼』

。衆文靭 『飛鳥。藤原宮発砲調査概観』目

。奈文研 f議良国立文化財研究所年鰍199ロ』

1992年

1992年

信
平
年
年

2

3

3

 

四

時

開

2凹



。奈文研

o繍本2皇制

o木簡学会編

: I飛鳥 旗開官発姻舗を出土木簡慨線J11 

『奈良 藤原京跡J(I木簡研究J14) 

f岡本古代木簡集成』東京大学的阪会

薦原京降右京七条 幼西南得 (75• 15次 )(ふじわらきょっ] 橿原市

古代初城 91.12-95.2 1点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : r飛鳥藤原宮発御調査慨級1Z6

。衆文研 : r務良国立文化財研究所等級1拍 5)

。奈文研 : r飛鳥 雌原宮発磁調査出土木簡概領112 

0 寺崎保広 奈良 藤原京跡J<1木簡研究J18) 

梅原京跡右京七条二坊東北 東南i平 [ふじわらき ょう】 憾原市

"代都措 90.9-90. II 点 福原市教育委員会

。阪口俊幸 奈良 藤原京跡右京七条二坊J(1木簡研究J13) 

藤原京跡右京七条目坊西南探 (58-5，た)(ふじわらきょフ 〕 蝿原市

古代郎被 88.6-88.74点 察良国立文化財研究所

o/ii文研 『飛鳥 藤原-s発姻調査慨綴J19 

。奈文研 『飛励 藤原宮発姻調査凶土木簡慨徹j9

0 祭文僻 『事良国立文化財研究所停綴i抽 9J

。情本禽則 『衆良 脱原京跡J(r木簡研究J11) 

蔵原京跡右京 九条四幼東北 ・東 南 館 {ふじわらき ょう} 樋原市

古代都拙 93.8 -93. 10 6，02: 撞原市教育委員会

。恒考研附属問物館 : r犬和宏観る"，，-1同3年度発御調査速報機』

。梅原市千塚資料館 : rかしはらの歴史をさくる2平成5年度理組文化財発織調査成果拠s
o iS t.Jl'写広 備本持蜘祭良 眠語版烹跡右京九条四坊J(1木簡研究.JI16) 

。木簡学会編 : r日本古代木簡集成』東京大炉削版会

和田廃寺(1次)(わだはいじ〕※ 極 原 市

古代寺院 74.7-71.102点 奈 良 国立文化財研究所

o調詩文研 : r飛鳥 藤原官発栂調査概綴150'詩文研 : r奈良自立文化財研究所年報1975J

和田廃寺 (3次 ) [わ目立b、じ〕 樋 原 市

古代寺院 86.10-86.11 2侭 奈良国立文化財研究所

。奈文研 『飛鳥藤原宮発御調査続報J17 

。奈文研 : r飛鳥 縦牒官発御絢夜出土木簡続線jS

。加雌優 「奈良 拘闇路毛筆j 仰木簡研究19)

今弁町環濠 (1、まいちょうかんごう 〕※ 梅 原 市

近世集活 75.3 2 .. :=!; 奈良国立文化財研究所

o祭文傾 『奈良国立文化財研究所年綴197511

本薬師寺西南閤 {もとやくし じ〕 ※ 福 原 市

古代寺院 76. 1 -76. 2 3点 奈良国立文化財研究所

。京文研 : r飛鳥藤似宮発似絢査概観j6

。奈文研 : r祭良自立文化財研究所年線1976J

幽川遺跡 [まがりかわ〕 極 原 市

古代m務 86.7 -87. 1 3点 綴原市教育委員会

。阪口俊拳 奈良 繭川遺跡j 仰木簡研究)9)

山国寺師(1次)(ゃまだでら)※ 桜 井 市

古代寺院 76.'1-76.10 2点 系良国立文化財研究所

o奈文研 : r飛鳥絡際宮発姻測変領報J7 

。奈文窃 : r務反自立文化財研究所年線1977.1
o夜文研 : r山闘争発繍調査鍬告(本文繍) (図版縮)j (奈良文化財研究所学級63)

。議文研 : r家良文化財研究所紀要2004j

201 

奈良県

1993年

1992年

2003年

年

年

年

年

似
内

M四

%
M拘

9

9

9

9

 

1991年

時

岬

岬

岬

明
帥
町
田
明

1994年

: 1994i!'-

:1押岬

:2003字

: 1975年

: 1976年

1987年

: ¥987年

1981年

: 1976年

1976年

1976年

1987年

1977年

1977年

; 2002年

: 201)4年



近.

山田寺師 (2次)【ゃまだでら]※ 桜 井 市

古代寺院 78卜 78.7 2点 奈良国立文化財研究所

。祭文研 : r飛鳥 雌原官発期謂査概線19
。衆文研 : r奈良閣立文化財研究所年緯1979J

。奈文研 : r山間寺発制調査報告(本文編) (図版編)j (奈良文化財研究所学線制

。奈文研 : r奈良文化財研究所紀要2004j

山図寺跡 (4;欠) (ゃまだでら〕 桜 井 市

古代寺院 8乙8 内3.1 3点 奈良国立文化財研究所

。奈文'" : r飛鳥 様原官発御調査概徹J13 

。衆文研 : r努良国立文化財研究所年報i9白』

。奈文研 : r飛鳥 緩隠密発綱調費出七木簡慨報J7 

。奈文研 f山岡寺発舷調交報告(本文編) (図版編Il(察良文化財研究所学観631

。'"文研 『奈良文化財研究所紀要2∞4J

。加藤健 f家良 山間寺跡J(Ir*術研究J5)

山田寺跡 (7次 )(やまどでら〕 阪井市

古代寺院 89.10-90.249点 奈良国立文化財研究所

。衆文研 : r飛鳥藤原宮発組編査観報120
o祭文研 『系良国立文化財研究所年報1990J

。家文研 『飛鳥 藤原官発鋸調査出土木簡統領J10 

。奈文研 r ~LJ f.珂守発矧調査線告{本文編) (図版編IJ(奈良文化財研究所学級631

o奈文研 『務良文化財研究所紀要2帥 4J

。橋本'"民，1) : r祭良 山間寺跡J仰木繍研究J12) 

山田寺跡 (8次 )(ゃまだでら〕 桜井市

古代寺院 90.8-90.12 8点 奈良国立文化財僻究所

。奈文研 : r飛鳥藤原官発御調変概線J21 

。奈文研 : r飛鳥 居筆原官発栂調査出土木繍慨線J10 

0奈文研 『宗良国立文化財研究所年級 1991.11

。奈文研 『山岡寺発栂調査報告(本文編) (悶版縦)J(祭良文化財研究所学容器631

o奈文研 『奈良文化財研究所紀要四D4J
。橋本綾則 『奈良 UJ図寺跡J([木簡研究J13) 

。木簡学会編 『日本古代木簡集成』東京大学出版会

阿部六ノ鐸遺跡 [あペろくのつぼ〕 篠 井市

古代集 滞 82.4 -82. 7 l.~三 奈良県立居原考古学研究所

。奈良県教委 : f奈良県遺跡調査概線 ¥982年度』

。関川尚功 奈良 阿部六ノ呼遺跡J([木簡研究J5)

よ之宮遺跡 (5次 )(うえのみや〕 桜 井 市

古代届航跡 90.2. 90.4 1点 桜井市文化財協会

。伎井市文化財協会 : [上之宮遺跡第S次 第'"ト レンチ発縮施変概鍬』

。篠井市立哩文センタ : [平成8年度冬象企嗣展解放..古代縦井の木製品』

。消水梶ー 奈良 上之官遺跡J(f木簡研究J12) 

吉備池目隆寺 (3次) (飛鳥藤原町次)(きぴいけはいじ〕 桜井市

古代寺院 99卜 99.4 1点 奈良国立文化財研究所 桜弁市教育委員会

。奈文研 : 11奈良国立文化財研究所等級19凹 llJ 
。祭文研 : r吉備池廃寺発姻調査報告 百済大寺の綱稜J，幾良文化財研究所学録曲)

o寺崎保広 '1長良 吉備池廃寺J，[木簡研究J21) 

下茶屋遺跡 {しもんちゃや〕 嗣 所 市

古代集落{流路 93.6-93， 12 2点 奈良県立恒原考古学研究所

。纏考研 : [奈良県遺跡調査概線L9回年度(第2分冊)J 
。纏禽研 十『南郷澄跡群IVJ (奈良県立梅原き古学研究所調査線街76)

。妓柄拘図表f- : r療段 下茶展遺跡J，[木簡研究J16) 

蔵量級関連遺跡(9次) (たかやすじょ っかんれん〕 生駒郡三郷町

中世ヵ集落 。直物包吉地 81.9-87.11 l.~ 奈良県立極原考古学研究所

202-

1979年

: 1979f手

.2002年

: 2004年

1983年

1983年

: 1983年

: 2002年

: 20(}4年

: 1983年

1990年

1991年

1991年

2()02年

200)4年

1990年

: 1991 ~字

: 1991年

: 1992年

: 2002勾乙

: 2004年

: 19ゆ1年

:2003{手

1983年

1983年

年

年

年

0

6

0

 

凹

岡

田

: 1岬岬

j四03年

: 1999年

: 1刊岬

: 200岬

: 1994年



。橿考研 : !奈良県遺跡調査既線 1987年度(第2分冊)J

。備本俗行鶴見畿勢 奈良 高安城関連遺跡J(!本舗研究.ll7)

法隆寺 〈大踊堂修理 工 事) [1まう りゅうじ]※ 生駒郡斑岨町

近世寺院 1935 -1937年 2点 法陣寺国宝保存事業部

奈良県

1988年

1995年

。法隣寺囚玄保存感累計1: rn包除手国玄保存工事報告書第6冊一固 定泡造物法隆寺大織笠修理工事録告J:1941i!' 
O奈文研 f法隆寺考古資料j (家食文化財研究所史料56) 初ω年

法瞳寺 (東童修理工 事)[ほうりゅうじ〕 ※ 生駒郡斑鴎町

近世寺院 57.2-59.3 11白 奈 良県教育委員会文化肘保存課

。奈良県教委文化財保存 『到底襲文化財法隆寺東宝修理工事級告書』

課 (
。奈文研 『法鎗寺湾古資科J(奈良文化財研究所史料56)

法隆寺 (防車工事) [ほうりゅうじ〕 生駒郡施岨町

近世寺院 81. 6今 82.3 3車 法路寺防民委員会

1961年

2002年

。法隆寺 : r法隆寺発楓調査概被 IJ : 1同 2年

。m文研 奈良県教委 : r法陰寺防災施設工事発阪調査線告書J : 1985年

oiNU1持制 奈良 法隆寺){1木簡研究.H> : 1982年

上宮遺跡 {14次 かみや〕 生駒郡廊崎町

古代官間 00.1 -00. 3 I庶 斑崎町教脊委員会

o I~峰町教香 : r阪崎町内遺跡発錨調査慨線 写rJi:11年度 (¥999)J :2002年

。苅木浩司 奈良 」宮遺跡J(1木簡研究J22) :2000年

，去貧寺遺跡 【ほうぎじ] 機嫌郡岡原本町

中世JIl落 寺院 84.6 -85. 5 L~ 奈 良 県J.7.極原考 古学研究所

。幌符i)f : I奈良県遺跡調奄既銀 ¥986年度(第2分冊)j ， ¥987年

。今1己文附 : r奈良 法命令遺跡1(r木簡研究J7) :1985年

金剛寺遺跡(1次)[こんごう口 融機郡関原本町

中世居館 。寺院 87.5 -87. 6 1点 田原本町教育委員会

。岡原本町教書 r"剛寺遺跡発楓調査機綴l(凶町J本町桜厳"化財発抱調査概要10) ; 1988年

o藤岡一郎 『議良 金剛寺遺跡1(I木簡研究J16) : 1994年

丹切遺跡 [3次)[たんぎり 〕 宇 陀 郡権 原 町

古代遺物散布地 92. <1 -92.6 3点 槙原市教育委員会

。梅原市教委 : r機照町埋磁文化財発観謂資慢製織告書 19ゆ2年度J(梅原町文化財調査慨婆9) : 19回年

。 柳滞-~売買良 川切遺跡J(1木簡初究J15) : 1993年

飛島東跡(9 叩次)(あ寸かきょう)※ 両市部明日香村

古代都城 ・富世 67.1-67.4 221紅 ヲ奈良県弘綴阿考古学研究所

。務良県教書 f飛鳥策勝昭和41年度発槻謂資概縄』

。奈良県教委 『飛鳥京跡短縮繍査簡線JI 

。m'f穆教 「飛鳥t色方遺跡の木簡J(奈文研 f第1"，木簡研究集会犯録J)
o奈良県教委 『飛鳥京跡21(奈良県史跡名勝天然記念物調夜級告40)

飛鳥京跡 (28次 )[あすかさよフ ) 両市町:明日香村

古代痛惜官間 71.4 -72.3 2点奈良県立橿原考古学研究所

。奈良県教香 『飛鳥京跡限'1146年度発脳測夜開銀』

o~詩文研 『第l圏木簡研究集会記録』

。如同 ' "家良 飛鳥京跡1 <1木簡研究~ 13) 

飛鳥京跡 [51次 )[あすかき£う } 高市郡明日署村

古イ-'i:.fr尉官f1!j 76. I -76." 27点奈良県立橿原考古学研究所

。宗良県教委 『飛鳥京跡昭拘"年度発腿調査慨綴』

。}質管研編 奈良県教委 『飛鳥京跡昭和51年度発協調査概綴』

発行

1966{1三

1910年

1916年

1980年

: 1971年

; 1976年

: 1991年

1976年

1917年

。奈良県教盛 r奈良県i!l跡欄夜概綴 1976年度J :1977年

。菅谷文則 F孝俊男 f飛鳥京 跡第51次発似調費出土木簡について1{奈文研 『第2聞木簡僻究集会 1977年
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近盆

:報告記録』

。木簡学会編

。鎗見泰薄

: 1日本古代木簡選』岩波書底

奈良飛鳥京跡J(1木簡研究J22)

飛鳥京跡 (104次)(あすかきょう ) 高市郡明日香村

古代宮酎宮間 85.3 1082点 奈良県立福原考古学研究所

011考研 : r奈良県遺跡調査復縁 1984年度(第2分冊)j

o層今研友史会 : 1講演会飽緑日本と東アジアのを古学(1)J
。亀倒博和国務 f姦良飛鳥京跡J(1木簡研究J12) 

。木簡学会編 『日本古代木簡選』岩波書底

飛鳥京跡 (111次) [あすかきょう〕 ※ 両市郡明日香村

古代官瞳官間 86.8-86.9 3lま 奈良県立樋原考古学研究所

。橿宥研 : 1奈良県遺跡調査段級 l回7年度(第i分冊リ

飛島*跡(12n欠)[あすかきょう ] 高市仰明日香村

古代宮肱官筒 93.1-93.3 点 奈良県立極原考古学研究所

。順理研 『奈良県遺跡調査概線 199ロ年度(第2分冊)J
。休部均 f奈良 飛鳥京跡J(1木簡研究J16) 

飛鳥京跡 (131次) [あすかきょう 〕 高市郡明日香村

古代宮殿 95.2. 95. 5 89点 奈良県立極原考古学研究所

。櫨考研 : 1奈良保遺跡調査概線 1995年度(第2分冊)J

。清水昭樽 和 凶 家 鶴 奈 良 飛 鳥 京 跡l仰木簡研究J18) 

見現存舟

。木簡学会編 『日本古代木簡集成』東京大学出版会

飛鳥京跡苑池 (2次) (飛鳥京跡143次〉【あすかきょうせきえんち} 高市部明日香村

古代催国 00.11-01.4 72点 奈良県立樋原考古学研究所

: 1990~ 

:2000年

1985年

1987;手

1990年

: 1990年

1990~ 

1993年

1994年

19同年

1996年

2003年

011考研 『飛鳥'"跡宛地造情調夜概観』学生社 :2叫 2年

。幡考研 『奈良県遺跡調室概鎌田01年度(間分冊)J : 2凹 2卒

。卜部行弘 観見泰貯 f奈良 飛鳥烹跡発池通量情J(1木簡研究J25) : 2帥 3年

飛鳥京跡苑 池 (3次) (飛鳥京跡 145次 )(あすかきょうせきえんち〕 尚市部明日香村

古代出固 01.5-01.8 10点 奈良県立橿原考古学研究所

。樋考研 : 1飛鳥京跡施地遺憾調査慢線』学生社 : 2002年

。峰宅研 : 1夜良県遺跡調査慨線四例年度(第3分冊)J :2002年

。卜部行弘錦見秦野 奈良 飛鳥京跡苑池遺構1([木簡研究J25) : 20[13年

飛鳥京跡亮，也 (4次) (飛 鳥 京跡 147次 )[あすかきょうせさえんち} 布市部明日香村

古代躍聞 01.11-02.2 90占 奈良県立極原考古学晴究所

0'長宥研 : 1飛鳥京跡苑地遺構調査観領』学生社 (四位年

。橿考研 : 1奈良県遺跡潤査概観 2001年度{別分冊'j 四02年

o卜部行弘鶴見泰野 奈良 飛鳥京跡苑池遣情J(1木簡研究J25) : 2ゆ03年

lJi田寺跡 (J次) [さかたでら〕 高市郡明日香村

古代寺院 72.8-72.10 7点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 : r飛鳥磁原官発姻調査際線J， 
。奈文研 : 1飛鳥 磯係官発銅鐸夜幽土木簡概綴J1 

o複文研 : 1奈良国立文化財研究所年鰍197311

o奈文研 : [飛鳥 藤原宮発槻調奈出土木簡概綴j17 

o木簡学会繍 : [岡本古代木簡湿』岩波書信

。竹内亮 奈良 旋回寺跡J(1木簡研究J25) 

坂田寺跡 (2次) [さかたでら〕 高市郎明日答村

古代寺院 74.1-74.4 10点以上 奈良国立文化財研究所

。奈文研 『飛鳥藤原宮発砲調流概姐j5

。奈文研 r奈良自立文化財研究所年報 1974 ~
。務文研 『飛鳥 様原奮発規調輩出之木簡既報J17 

0 竹内亮 f奈良 型反問寺跡J([木簡研究J25) 

204 

1973年

1973年

1974年

2003年

1990年
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1975年
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奈良県

坂田寺跡(23次) [き かたでら〕 高市郡明日香村

古代寺院 02.10-02. 12 1点 明日香村教育委員会

。明日脊村教委 f明日香村遺跡調査概綴平成14年度』

。個原嘉之 竹内亮 f気持良 坂開寺跡J[1木簡研究J25) 
20例年

四03年

県立明 白書養瞳学校遺跡 [げんりつあすかようごがっとう ) 両市郎明日香村

古代性絡不詳 72. 12 2点 奈良県立湿 原 考古学研究所

。白石太 郎 前園英知 f明日答餐護学佼校低出土の木簡J[奈良県立梅原理古学研究所業総 f脊陵J: 1973年
鑑 22)

。綱平野教 『飛鳥他方海紛の木簡J[楽文研 『第}回木簡研究集会記録J> : 1976年

。初回牽 気持良 県立明日香看緩学校遺跡J[1木簡研究J13) : 19ゆ}年

大官大寺跡 (3次)[だL、かんだいじ]※ 高市郡明日香村

古代寺院 16.1-77.1 6占奈良国立文化肘研究所

。祭文研 : 1飛鳥縫版省発御調査規制 7

。家文研 : r京良国立文化財研究所午線1肝 7J

。議文I)f : r飛鳥 藤原官発賜調査出土木簡概観J3 

oiミ簡学会編 : r岡本古代木簡選』岩厳密脂

1977年

1977年

1977年
l開。年

紀寺跡 {さ Fら〕 高市部明日香村

古代寺院 78.1-78.25お 奈良県立憧原考古学研究所

。奈良県教委 : r奈良県遭跡調資概観 19η年度』

。泉議峻帰俊男 察良 紀守跡J([木簡研究J1) 

1978年
; 1979年

紀寺跡 (1981-1次 )[きでら〕 州市部明日香村

古代寺院 87.8-87.9 14長 奈良国立文化財研究所

。奈文僻 : r飛鳥磁原宮発機調査慨綴J18 

01JO雌使 奈良 紀寺跡J [f木簡研究JiCl) 

19岨年

1988年

橋寺 (1986-1次)[たちばなでら} 両市郡明日香村

古代寺院 86.9-86.11 9点 奈良国立文化財研究所

。複文研 : r飛鳥 藤原官発姻調査既綴J17 

o奈文I)f : r飛鳥 藤原官発槻調査出土木簡慨鍬j8

0奈文研 : r奈良国立文化財研究所年報1987J

。加雄使 奈良 楠考J[1木簡研究j9) 

年
信
平
年
年

附

則

醐

附

山田遺跡 (3次)[ゃまだみち] 高市郡明日香村

古代都城 90. 10 帥 11 4点 奈良国立文化財研究所

。祭文I)f : r飛鳥藤原奮発姻凋資概線121 

。奈文I)f : I飛鳥 藤原宮売網調査出土木簡概観110 

o奈文研 『奈良悶立文化財研究所年線1991J

。続本筏則 「奈良 山図通跡J[r木簡研究J13) 

1991年

1991 ~芋

1992年

1991
'
苧

飛鳥池遺跡 (飛鳥 寺1991・1次 )[あすかいげ〕 高市郎明日答村

古代生産遺跡 91.1-91.8 103点 奈良国立文化財研究所

。奈父研 : r飛鳥藤原奮発掘調査概鰻122 

。奈文研 : r.，，，闘立文化附研究所年緑内目』

。京文研 : r飛鳥 藤原省発櫛綱'"出土木簡概鰍J11 

0奈文研 : I飛鳥 厳原宮発短調査出土木簡慢領Jl' 

0 橋本健則 奈良 飛鳥池遺跡J[r木簡研究J14} 

0*鮪学会縦 : ，日窓古代木簡集成』東京大学出版会

1992年
1992年

1993年

2002年

1992年

2003年

飛鳥，也遺跡(飛鳥藤原84次) [あすかいけ〕 高市郡明日香村

古代生産遺跡 97.1-97.1276同点 奈良国立文化財研究所

。奈文研 『宗良国立文化財研究所午線l凹 8-II.n 

o f;言文研 : r飛鳥 藤原宮発砲調査幽土木簡慨槻.n13' 14 . 15 

。寺崎保広

。*簡学会編

奈良 飛鳥池遭跡J(1木簡研究J21) 

: r日本古代木簡集成』東京大学出版会

年
~
信
平
年
年

開

醐

川

淵

捌
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近.

飛島泡遭陣 (飛島蔵原8)次)[あすかいけ〕 高市郡明日香村

古代生産車酔 97.12-98.71点 奈良国立文化財研究所

。調詩文研 ， 1家良国立文化財研究所年報19冊 一nJ
o ~詩文研 ， 1泰良国立文化財研究所年縄問明 日』

。議文研 : 1飛島 藤原官発掘調査出土木簡阪線J14 

。命簡保広 奈良飛島池遺跡J(1木簡僻究J21) 

1998年

: 19明年

: 19四年

: 1999年

飛鳥池遭陣《飛鳥蔵原93次)[あすかいけ】 高市朗明白骨村

古代金座遺跡 98.7・99.2 174戸、 奈良国立文化財研究所

。祭文I)f : 1夜良国立文化財研究所年報19回 uJ 
。務文研 『飛鳥 藤原官発御調査出土木簡複線J" 
o j'j詩文研 ， 1飛鳥 膳陳官発御綱査出土木簡機微J15 

0守附保広 奈良 飛鳥池遺跡J(1木術研究J21) 

。木簡学会編 : 1日本古代木簡集成1m烹大学幽阪会

""年1999年
:2002年

: 1999竿

:2003年

飛鳥池遺跡 (飛鳥蔵原98次) [あすかし、け〕 高ili耶明日 寄与村

古代生産遺肺 99. 3 -叩 9 26在 奈良国立文化財研究所

。衆文I)f ， 1衡段目立文化財研究所年縄20QO-uJ 
。奈文研 ， 1飛鳥 藤原奮発掘調褒出土木簡慢鍬J15 

o rti大樹 祭良 飛鳥池遺跡J(1木簡研究J21) 

年

俸

年

0

2

2

 

曲

師

凹

2

2

2

 

飛蝿池遺障 (飛鳥蔵原1(2次) [あすか功、け} 高市郡明日香村

古代生産遺跡帥 12-01.3 点 奈良国立文化財研究所

。罰詩文研 :r議良文化財研究所紀要2帥 IJ

。r戸文研 ，1飛鳥 厳原奮発銀調査凶土木簡概.JIS 
。市大樹 療良 飛鳥泊遺跡1(1木簡研究J201)

年
信
平
年

2
2

2

 

0

0

0

 

0

0

9

 

2

2

2

 

飛鳥池東方遺跡 〈飛鳥蔵原92次) [あすかいけとうほ 日 目当市部明n香村

古代I~ 98. <1 98.6 I怠 務良国立文 化財窃究所

。祭文研 『飛島 藤原奮発燭調夜IU土木簡概観J14 

。複文研 『筏良同立文化財研究所年線1999-0J

。φ鮒{帳広 f療良 飛島池東方遺跡 1(1木簡研究J2I)

伊
半
年
年

醐

柵

剛

飛島寺南方遺跡 ("欠・ 3次)[あすかでらなんぼう]※ 高市邸明 H谷村

古代官間ヵ 92.12-93.311点 奈良国立文化財研究所

。条文研 ， I飛鳥 雌原宮発姻調査開鍬J23 

。務文I)f ， r飛鳥 絡線省発掘調貸出土木簡慨領J11 

01詩文研 ， r袋良国立文化財研究所年級"拍』

。奈文僻絹 布良県教委， r飛鳥寺南方遺跡発姻調査報告』

発行

年
年
信
平
年

回

目

阿

倍
W

9

9

9

9

 

西福遺跡 {にしたらばな]※ 両市郎明日香村

古代性協不鮮 93 卜 93.3 出土点数 不詳 明日香村教脊昏且会

。明白骨村教書 : 1明日香村遺跡調査概縄 平成4年度』 1993年

立御地内遺蹄僻{定林寺北方遺跡) [たらべちない] 高市郎明日梼村

古代白熱波路 93.7 2点 明日香村教育委員会

。明日香村教書 ，1明臼寄付遭略調査概鍬平成5年度』

。納谷守曾 絹本健側 幾良 定休学予北方遺跡J(1木簡研究J16) 

酒船石遺跡 (9次)[さかふねいし】 高市部明日昏村

古代百聞蹴1i1!" 97.3-97.1 13点 明日香村教脊書且会

。明日格付敏魯 『明日香付遺跡調査複線平成8年度』

。相原高之 宅手術保広 「奈良 橋船石遺跡J(1木簡研究J20) 

1994年

199~年

1998年

""年
酒船石遺跡 ((0次)[きかふねいし〕 街市部明日香村

古代官補 97.5-97.9 16点 明日香村教背番員会

。明円谷村教書 : r明肉番付遺跡調査慨銀平成9年度』

。何胤:Al之 命崎保広 f系良 j商船石遺跡J(1木簡研究Jl20) 
1999年

1998年
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着船石遺跡 (14次)(さかふねL、し〕 高市都明日香村

古代宮殿間連 00.6 . 00. I1 4点 明日香村教育委員会

o明日香村教委 : r明日宅寄付遺跡簡査視線平成12年度』

。相原男都之 山下" 郎 :f括原良 柄船石遺跡j (1木簡研究J23) 

酒船石遺跡 (19次 )(きかふねいし) 高市郁明日香村

古代宮障関連 02.4.02.7 415点 明日香村教育委員会

。明日香付教安 『明g肴付遺跡調査既報平成14年度S
。西光倹治 市大樹 fl持良 酒船石遺跡j ([木簡研究J25) 

酒船石遺陣 (23次)【さかふねいし] 高市郡明日香村

古代自然流路 03.2 -03.3 1市 明白香村教育書員会

。明日答村教安 : 1明日香村遺跡調査観報平成14年度』

。函光慎恰 市大附 奈良 酒船石遺跡j (l木簡研究J25) 

川原寺跡 {かわはらでら〕 高市郡明日香村

古代道路 98.6 3点 明日香村教育委員会

。明日笹村教書 : r明日香村遺跡調謙慨線平成10年度S
o商光i健治 系良 川原寺跡j (1木簡研究J21) 

飛鳥東垣 向遺跡 {あすかひがしかb、と} 高市郡明日香村

古代講 99.2 . 99. 3 3 ，~正 明日香村教育委員会

0高光包礎的 京良 飛鳥東垣内遺跡j (1木簡研究J2J)

石樽遺跡 (13次 ) (飛鳥藤原110次 )(1、しがみ】 高市郎明日香村

古代宮障関連 00.10' 01.2 2点 奈良国立文化財研究所

。条文研 『夜食文化財僻究所紀要2001J

。議文研 『飛鳥 緩原宮努銅調査出土木簡慨銀J15 

01;詩文研 『飛鳥 藤原宮発砲調輩出土木簡概観J16 

。竹内苑 f家良 右神遺跡j (1木簡研究J24) 

石綿遺跡(14次 ) (飛 鳥 蔵原 ((6次)れ、しがみ) 高市郡明日香村

d古代宮殿関連 01.7-01.1283白 奈良文化財研究所

。奈文研 : r謀良文化財研究所紀要2002J

。祭y:研 : r飛鳥 藤原宮発取調資出土木簡続線J16 

0竹内苑 安良石神遺跡j (1木簡研究J24)

石神遺跡(15次) (飛鳥藤原122次) (1、しがみ}※ 布市郎明日喬村

古代官障関連 02. 7 -03. 1 1000軒以上 奈良文化財研究所

。衆文研 : r奈良文化財研究所紀婆2Q田』

。員詩文研 : r飛鳥 藤原宮発姻調査出土木簡概線J11 

太田遭蹄(1次)(おおた]※ 北葛城郡古岬町

中世居師 94.5. 94. 11 点 奈良県立極原考古学研究所

。極考研 『奈良県遺跡調査機領 1994年度(第2分{附』
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近.'中 国 周 囲

和歌山県

百IIn遺跡 {にしのしょう] 和歌山市

中性集落77.9-78.31点 和歌山県教育書員会

。拘敏山県教舎 利歌山 『百度旭区遺跡姥組酒査眠lI!lJ 
県文化財研究会 i 

1978年

。辻綿的

年

年

花

田
9

9

 

a
 

緑情財化文縁埋幽
閉山駅u

 

g
f
 

『積教県山取

り

和

』

(
 

』

究

符

研
呪

簡
-

ホ

と

り

造

』

憎

跡

の

遺

跡

E

落

往

信

県

西

世中

山

庄

歎

西

}

和

『

l

f

。ホIfiE鮮

放月遺跡 {あきづき〕 和歌山市

古代集落 85.7-86.21点和歌山県教育委員会

。山本高照 『和歌山 "'月遺跡J(r木簡研究18) : 1986年

連玉大事土鎌内線石桂縁鮮 {はやたまたいしゃ』打、だいれきいしきょう づか]※ 新富市

中世経線 発掘年月不昨 4.~ま
。上野元 興三郎 『熊野新宮経縁の研究』熊野神室館 : 1963年

i島川神社嶋向遺障 {ゆかわじんじゃ6打、だい] 岬駒市

中i住居館 81.7-81.9 1点 間窃市遺跡調査会

。御物'"遺跡調査会 : r湯川神社境内遺跡 {湯川氏館跡}発御調査慨鰻』

。夕、貝健 拘歎山 湯川神社機内遺跡J(1木簡研究』ω
。1982'手

1982年

野園地E遺跡 (4区 )(のだちく 】 有図郡吉備町

古代 ・中世寺院 80.5-80. 8 4怠+的8凹点 和歌山県教育委員会 和歌山県文化財研究会

..."山県教司書 拘鉄山 r.."山県荷図鶴吉備町野閑 語並崎区遺跡発掘調Ji眠縄J : 1981年
際文化附研究会

。拘歌山県敏笹 『拘歌山保有岡弱音信町野悶 磁並絶区遺跡第 I'" !II湿"lI!-野悶旭区遺跡4d9田年

区幽土木製品の概要』

。a鳥谷高秀 『拘"山 野院地区遺跡J(r木簡研究J3) :1981年

。白鳥谷高秀 f和歌山 ，予防他区遺跡J(r木簡研究J4) :1982年
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和敬山県.a取県

鳥取県

天狗山遺跡 {てんじんやま〕 鳥取市

中世級朝1 89.3 -89， 4 2点 鳥取県教脊委員会

。鳥取県埋文センタ 偏:r天神山遺跡発銅調査報告書ー鳥取農業高等学校校舎糟築に伴う発綴鯛資J : 1989年

鳥取県教委発行 1 

。中村徹 『鳥取 天神山遺跡J (1木簡研究J12) ; 1990年

縫見過酷 (八ツ割地区 埋谷東地1&.壇谷西地区) (かつらみ) 鳥取市

古代集稼 93.4' 95.12 1 白 鳥取県教育文化財団東部狸蔵文化財調査事務所

。鳥取県教育文化財団 : r鳥取市控見遺跡 八ツ割ffi!.s:• J是谷京地区 堤谷西他区一主要地方道鳥取 1996年

(鹿野倉吉線道路鐙備事業に伴う塩越文化財発綱調査悔告書IJ(鳥取県教育文

j化財団組査報告書.5)

。牧本問峻 : r鳥取 径見遺跡』仰木簡研究J18) : 1996年

縫見遺跡 (97年度調査01&)(かつらみ)※ 鳥取市

古代集務 97.6-97.7 1点 鳥取市教育福祉彼興会

。鳥取県教育文化財団 : 1佳見遺跡群(その2) とっとり刷会いの蕊鐙備に伴う埋蔵文化財発綴調査 1998年

:綴告得 市道刑廃愛の奈線型陸倫夢業に係る埋蔵文化財の発御調査線""'1 

官長竹ケ..遭跡 {みやえながたけがはな] 鳥 取 市

古代 中世襲落 93.7-94. 3 点 鳥取市教育福祉振興会

o鳥取市教官福祉仮興会 『紙子谷省境群官長竹ケ廊遺跡 周辺四号線鴻ノ弁バイ パスA量級工事に係る:1994年

}埋蔵文化財発綴調査J
。稲'"降志 。f鳥取宮長竹ケ鼻遺跡1(1木簡研究J16) : 1994年

岩吉遺跡 {いわよし〕 鳥取市

古代官情ヵ 95.4-95.921点 鳥取市教育描祉復興会 鳥取市埋蔵文化財調査センター

。鳥取市縞祉教育阪興会 rw古遺跡W 糊山変電所新設に伴う埋厳文化財発綱調弦J : 1997年
。山III真宏 『鳥取岩お遺跡I([木簡研究J18) : 1996年

障図小犬田遺跡 μ、んだこいんだ} 米 子 市

古代ヵ水問 自黙流路 94.4-94.12 1点 鳥取県教育文化財団

。鳥取県教育文化附図 : r米子市除問遺跡鮮陰図マノカンヤマ遺跡堤ノ下組区 陰凶ヒチリザコ遺跡;1開時

( 小犬阿遺跡(本文編 Jl)(写真図版編)J (鳥取県教脊文化財団調査線告書47)

。北浦弘人 鳥取 除問小犬悶遺跡J(1ホ術研究Jl7) : 1995年

米子減陣7適時 [.tなごじ t フ] 米 子 市

近 t1t拙下町 94.8'94.12 4点 米子市教育文化事業団組蔵文化財調査室

。米子市教育文化事業団:r米子械跡7遺跡J(米 子市歓育文化事業団文化財調査報告書15)

理文調夜安

。筒悌治樹 『鳥取 米子械跡七遺跡JII木簡研究J17) 

米子崎臨8遺跡 [よなごじよう 〕 米 子 市

近世城下町 95.1 -95. 4 22点 米子市教育文化事業団滋版文化財調査室

。米子市教育文化事業団:r米子城跡8遺跡J(米子市教育文化車業団文化財調査報告書161

痩!<調査室

。高繍 浩樹 鳥取 米子城跡八澄跡J(f木簡研究Jl8) 

米子城跡21遺跡 [よなごじよう]※ 米 子 市

近世城下町 97.4 -97.11 lZ.s 鳥取県教育文化財団

1996-;芋

1995年

1996年

1996年

。鳥取県教脊文化財団 : 1鳥取県米子市米子媛飾21i!跡 3'3，7号米平釈境線道路改良工事に伴う埋蔵 l四時

文化財発槻調査線告書J(鳥取県教脊文化財団調査報告書56)

米子城跡 (33次)[よなごじよう]※ 米 子 市

近惟城下町 01.4'01.9 1点 米子 市教育文化事業団埋蔵文化財調査室

。米子市教育文化車業閉 『米子被跡第33次 m失調査J(米子市教育文化事業団文化財発慰問査報告書:2002年

哩文調査室 39) 
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中国四 国

目久美遺跡目 次)(めぐみ〕 米子市

古代水悶 ・自然流路 96，9-97. 2 I.~I 米子市教 育文化事業団埋蔵文化財調査室

。米子市教育文化事業団 『目久美遺跡V.V] 郎市計画道路車尾白久美町線道筋改良工事に伴フ層厳文:1998年

寝文調査室 化財発組調査線告書1(米子市教育文化事業団発姻調査報告書25)

。高橋浩樹 『鳥取 目久美遺跡J(1木簡研究J19) : 1997年

大醐堂廃寺 (1次補lE)(おおみどうはいじ] 倉吉市

古代寺院 96.11-97.1 8点 倉吉市教育委員会

。倉吉市教委 : r史跡大御盤廃寺跡発鼠調査報告書J(倉吉市文化財調査綿密"'1仰 :2001年

。俄鈴智津子 鳥取 大御堂廃寺J(1木簡研究J20) : 1995年

大御堂廃寺 (久米寺) (3次 )(おおみどうはいじ] 倉吉市

中世寺院 98.7-99. 3 I点 倉吉市教育委員会

。倉吉市教委 『史跡大御袋廃寺跡発担単調査報告書J(含古前文化財調査線告笹川7) : 2001年

。制限鈴智f'子 f鳥取 大御堂廃寺(久米守)J (r木簡研究Jz2) : 2000.fF-

大田堂廃寺〈久米寺) (4次 )(おおみどうはいじ】 倉吉市

古代寺院 99.7-00.3 14点 倉吉市教育委員会

。会古市教径 : r史跡大御鍵廃寺跡発網開査線告書J(倉吉市文化財調査線告畜107) 四01年

。恨鈴智津子 鳥取 大御堂H隆寺{夕、米寺)J <r木簡研究J22) 。叩ooq;:

因幡匡府跡 (，、なliこくふ} ※ 岩美郎国府町

古代官街 77.5-77.11 2点 鳥取県教育委員会

。鳥取県教委 : 1鳥取県岩美郎国府町悶幡国府遺跡発銀調査線倍野羽一回府地区県哲ほ場錐:1978年

:備事業に伴う 先短調査J

前因遺跡 [まえだ} 八顕郡河原町

中世集落 82.12 -83，3 2お 鳥取県教育書員会 河原町教脊書員会

。鳥取県教筈 : 1鳥取県前岡遺跡発銅調査線脅副{河原町埋蔵文化財調査線告書1) : 19田年

。小谷l'nft:鳥取 前岡遺跡J<I木簡研究J6) :1984年
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鹿取県 島観県

島根県

出雲国府跡 (68年 -70年度観査 ) 11目、出雲固庁跡) (，、ずもこくふ}

古代官f財 団 8-70.1212点 鈴江市教育委員会

。松江市教委 ， r出雲同庁発鍋調資概銀』

。位江市教委 irtU:国，j'亮繍調査概報』

。島機県教委 IH1雲図的跡環境披備線告書』

総江市

1970Ij'-

1971年

1975年
。平石充 rUI察国r-i'跡附土木簡について』(島根県古代文化センター『古代交化研究J: 1995年

3) 

。島恨県古代文化センタ rllJ 陰育代出土文学資特集成 ， (出雲 石見 隠敏編)1 ，島恨県 o代文化セ 2003年
lンター調査研究綴告書14)

o 鬼頒 清 明 『島恨 出'"国庁跡)([木簡府究Jll) 円四年

。平お先 『島俊 山雲閏庁跡(第一一今) 釈文の訂正と追加)(1木簡研究J20) : 1998年

。木簡学会編 『円志古代木簡遜』足岩波書官 : 19同年

出雲国府跡 (O(年度調査 ) (，吋もこくふ] 松r工市

古代官楠 01.5-01.11 7点 品機県埋級文化財調査セ〆タ

。励恨民全教委 『史跡出護国府跡 'J(風土記の丘組内辺自跡発絡調査銀告書14) :2003;手
。'"俄県古代文化セー〆タ 『山絵古代出土文字資科集成， (出菜 石見 隠岐編Il(島被県古代文化セ 2003年

〆ター珊夜研究鰍告書，"

。角"'徳{01"島.を 出雲国防跡)Ii木簡研究J21) :2加2年

才ノ 峠遺跡 {さいのとうげ〕※ 松 江市

古代集落 80.5'80.10 2卑 品彼県教脊委員会

。励恨貼教笹編 助，.県 ，rr司道9号線バイパス也綾子定地内埋磁文化財発制調査鍬缶詰JV(本文編)(図 :1983年

教委 i!投首紛江国追工J版編)j

事事務所発行 i 
."'快県古代文化センタ:r山陰占代出土文学資料集成， (出諮 石見 限峨稲川 (島根県古代文化セ:2003年

::..-タ 調査研究線告1!J14) 

タテチョウ遺跡 ( 8 7 ~手置調査) (たてちょう 〕 鈴江市

中世戸I週 88.4 -88.12、87.5-88.12点 烏様県教育委員会

。助俄県1本郷何川課 ， r倒的川河川改修工事に伴うタ テチョウ遭跡発御調査報告笹山(本文縦) (図 :1岨 7年

島恨県教委 j版編)J

。柳浦俊 ー 島俄 タテチョウ遺跡)(1本鮪研究Jl~ ~19例年

西川湯温跡 (94年度調査)(にしかわっ ttiJ市
近世河川 9'1.-1-94.12 8白 島崎県滋'"'文化財センター

。島俄県教委 [悶川f'遺跡、E一朝酌川中小町11改修事実に伴う埋蔵文化財発砲綱査線告書12J : 20曲年

。西尾克巳 緬恨 西川法遺跡) <1ホ筒研究J23) :20例年

大坪遺跡 (99年度調査) (おおっlま] 必 江 市

古代湿地 。条思ほか 99.11 . 00.2 3点 鈴江市教育書員会経江市教脊文化復興事輩出

。鈴江市教育文化振興事 『哩蔵文化財課年線V 平成12年度J : 20例年

集団 i 
。'"江市教委 怯江市教 『市道真名"神社線準備4医薬に伴う大師遺跡発御調菟報告欝J(佳江市文化j目的年

脊文化復興事業問 ut調査線告書9t1
。島機県古代文化センタ 『山陰占代目i土文字資斜線成 ， (出雲 石見 隠岐編)j(島根県古代文化セ:20凹年

ンター調査研究線白書 14)

。江川主子 「島恨 大呼遺跡) ([木簡研究J22) : 2000年

古市遺骨 {ふるいち〕 浜 関 市

中世銀絡 93.6-95.3 4li 浜岡市教育委員会

。浜岡市教委 『伊，t土旭区画教理事業に伴ヲ古市遺跡発担単調査概観』

。浜岡市教書 『古代から中世へ一躍動の時代ー 古市直跡発姻調変概報』

。榊腕{怖英 ，.，恨 古市遺跡)'1木簡研究J16) 

矢野過酷 [やの] 山富市

中世集落 90.5-90. 9 I白 出雲市教育書員会
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中国四回

。'"山智弘 I島照 矢野遺跡J<1木簡研究J13) 1991 i事

天神遺跡(l次)[てんじん〕 出 雲 市

中世来~近世集落 94.5-94. 10， 95.5 -95. 10 5点 出雲市教育委員会

。出雲市教" : r出雲市駅付近連続立体交差事業地内天神遺跡第7'"発綴舗を線告梅J ;1997i手

。路道三 I島恨 天神遺跡J<1木簡研究J19) : 1997年

三田谷 I遺跡 (94年度調査)[さんただに} 出童市

古代集落 94.4-94.12 点 島彼県教育委員会

。島側県歓育庁埋文調査:r三図谷 1遺跡 Vo¥.3 嬰伊川紋水路建設予定抱内塑磁文化財発銅調査線告畜i四回竿

センター :医j

。..限県古代文化センタ 『山陰古代出土文字資料集成 1 (凶裳 石見 隠岐繍)J <烏仮処古代文化セ;20回年

〆ター調査僻究報告書14)

o平石充 『動機 三悶谷 1遺跡J(1木術研究J17) : 1995年

三図谷 l遺跡 (95年度調査)[さんた出こ] 出富市

古代集務 95.4 -95. 8 4点 局椴県教育書員会埋蔵文化財センタ ー

。島恨県数育庁糧文調型，:r三国谷 I遺跡1'01.2一隻伊川股水路建般予定地内温麗文化財発姐調査線告書 2000年

センター LXJ 
" ，融制良県古代文化センタ 『山陰古代凶士文字資特集成 1 (出雲 石見 隠岐編)J [島根県古代文化セ 2003年

iンター調査研究線告書14)

。鳥谷労雄 『島根 三関谷 l遺跡J(1木簡研究J19) : 19ゆ7年

三田谷 I遺跡 (97年度調査)(さんただに) 出富市

古代集落 97.4-97.12 3点 島織県教育庁埋踊文化財調査センター

。島恨県教育庁担文調査 『三闘谷 1遺跡I'ol.2 斐伊川級水路"t安予定地内塑厳文化財発観閲査報告書叩00，"

センタ一 明J
。島根県古代文化センタ 『山陰古代出土文字資料集成 1 (出雲 石見 隠岐綴)1 (島恨県古代文化セj四叫年

ンター調査研究線;;"14)

。久保問一郎 f島恨 三凶谷 1遭跡I(r木簡僻究J20) : 1998年

三田谷 I遺跡 (98年度調査)(さんただに} 出書市

古代集落 ・官簡 98.4-98.122点 島線県教育庁lli蔵文化財調査センター

。島制使県教育庁埋文調査 『受伊川放水路発組物語Par凶J : 1999年

セ〆タ

。島根県教育庁埋文綱策 『三関谷 I遺跡I'o¥.2 斐伊"[鰍水路建股予定地内塑緩文化財発御調査線告書 ;2曲。年

セン夕 、IJ
。島根県古代文化センタ !l'1!J陰古代尚土文字資料集成 1 (出雲 石見 隠岐編)J (島'"県古代文化セ:2003年

ンタ 調査研究報告書14)

。然闘賞係 『烏恨 三関谷 』遺跡J(1木簡研究J21) : 1999年

青木遣鶴(02年度調査)(あおき〕 出雲市

古代官 間間巡遺跡 02.4-03.331点 島被県教育庁埋蔵文化財調査センター

。今岡一三 島根 警本遭跡J(1木簡研究』田 四03年

白保遺跡(1次)[しらつき〕 大岡 市

古代集落 87.11-88.2 3点 大図布教育委員会

。大関市教委 『自制F遺跡発綱概鰻J(大岡市埋蔵文化財調査報告書8) : 1989年

。島根県古代文化センタ:r山陰古代出土文字資科集成 1 (凶盆 石見 隠岐編)j(治恨県古代文化セ 2003年

!ンター調奪研究報告書14)

。逮Z遅浩巳 島恨 自郎遺勝J(1木簡研究J10) : 1988年

自2不遣隊 (2次 )[しらっき〕 大 岡 市

古仕集 落 88.4-88. 7 22点 大関市教育委員会

。大岡市教委 : r白停遺跡発熔慨綴1(大凶市埋磁文化財調査線告書8) : 1989年

。島根県古代文化センタ:r山陰古代出土文字資料集成 I (出雲 石見 隠岐編)J (島根県古代文化セ:2003年

ンター調査研究報告嘗14)

。遠藤浩巳 「島恨 8lf遺跡J(1木簡研究.010) : 1 985~ 
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円減寺前遺跡 {えんじようじまえ] 大関市

中世寺院 92.4-93.61点 大岡市教育委員会

。趨藤浩巳 島限 内核寺附遺跡J(1木簡研究J16) 

盲目川珂床遺跡 [とだがわかしよう ] 能義郎広繭町

近世銀洛 81.6-82.1 点 島被県教育委且会

。島根県教'" : r奮闘川河床遺跡発姻凋査線告書皿』

。酉1亙克己 島根 梅岡川河床遺跡J<1木簡研究)9)

富田城跡 (菅谷田董区) (とだじよう 〕 能義郡広瀬町

近世械館 82.3 1点 お俄県教育書員会

。島俄県教委 : r史跡奮闘械関連遺跡群発掘調査報告書』

。鳥谷芳緯 r"，制使 奮闘械跡J(1木簡研究J8)

稲城遺跡 [，、なぎ〕 桂川都豊川町

古代遺物散布地 91.10 1点 豊川町教育委員会

島被県

1994年

1983年

:1987年

1983年

1986年

。島被県古代文化セ J 夕:I山陰古代出土文字資糾集成 I (幽0: 石見 偲岐繍)j (島根県古代文化セ;2003年

iンター調査研究鰻告笹川)

。金築基 島恨 稲被遺跡J(r木術研究J14) : 1992年

高田遺跡 {たかた〕 鹿足郡陣和野町

中世集落 90.7.91.32転 津和野町教育委員会

。北補弘人 島照 病問遺跡Jrr木簡研究J20) 

有編寺遺跡 fおぶ〈じ} 鹿足都減和野町

中世阿道 92. 7 1点 津和野町教育委員会

。津和野町教委 : r有縞争遺跡発期刻表概要報告書』

og四健ー "通恨 省福寺遺跡J(1木簡研究J20) 

事時雨遺跡 {きじゅう 〕 鹿足部隊和野町

中世集終 98.7.98.121点 諸和野町教育委員会

。禅干日野町教委 : 1春時雨遺跡J[薄利野町埋緩文化財級告書}

。富岡健 島俊 書時間遺跡J [[木簡研究J22) 
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ゆ国四国

岡 山 県

鹿図遺跡(n地点)(しかた] 岡 山 市

古代集落 83.8 83.12 1点 岡山大学埋蔵文化財調査室

。岡山大学埋文調査研究:I組関遺跡 IJ 1岡山大学情内遺跡発繍調査線告。

セノター

。近桜義郎 書留秀散 f岡山 鹿岡遺跡J11木簡研究)7)

lI'i田遺跡 19l欠)(しかた〕 岡 山 市

古代中世集落{荘園関連 98.11 -99.5 2点 岡山大学埋緩文化財圃査研究センター

。岡山大学埋文調査研究:1岡山大学隅内遺跡調牽研究年!ji16199泡年度』

センタ : 

。剛山大学坦文調査研究 『間11，大学哩厳文化財調査研究センタ 纏23J
センター

o山本悦佐 久野修終 f岡山 鹿悶遺跡J11木簡研究J22) 

鹿田遺跡(11次)(しかた] 岡山市

古代 中世車務開 8-99. 12 I忠 岡 山 大 学 埋 蔵 文 化 財 調 査 研 究 セ ン タ -

o剛山大学埋文調査研究 f岡山大学前向内遺跡調査研究隼搬161998年度』

センター

。岡山大学理文調査研究 『陶u，*掌惜内遺跡調変研究年線1719同年度』

センター

。剛山大学埠文調査研究:1岡山大学埋蔵文化財調査研究セ J ター線23J

センター

。山本悦佐久野修筏 f剛山 腹図遺跡J(1木簡研究J22) 

百間川原尾島遺跡 [ひやっけんがわはらおじま] 岡山市

中世集落 79.4 -81.4 I.s 岡山県教育要員会

1988年

1985年

2000年

; 2000年

: 2000年

2000年

2000年

:zoo。年

: 20ω年

。関山県教委 : r百聞川原尾島遺跡2-魁州政水路{百聞川}改修工事に伴う発御調査vJ (121: 1984年
:111県均級文化財発抱間賓館告書56)

。幽間情 闘liI 百関川澄跡齢{原l丞島遺跡)J 11木簡研究J4) :1982年

百聞川原尾島遺障 {ひや勺げんがわはらおじま] 岡山市

古代中世集落 88.8 • 89. 3 5.?!. 岡山県教育委貝会 ・岡山県古代吉備文化財センター

。岡山県教委 f岡山県明磁文化財報告JI9 :1989年

。岡山県古代吉備文化財 r育問Jllo;t尾島遺跡5 旭川敏水路〈百聞)11)改修工事に伴う鼻綱網干E沼J(岡 ¥996年

センタ ー編 岡山県教委山県四厳文化財発協調査長線告106)

発行

。岡本克久 I岡山 百聞川原尾島遭跡JtI木簡研究J12) :1990'手

E間川米田遺跡 〈当時 地 区) 183年度調査) 1旧、当昨週陣}【ひやっけんがわよねだ] 岡山市

中世集落 83.7-83.12 11長 岡山県教育番且会 岡山県古代吉備文化財センター

。岡山県教委 : r陶山県橿磁文化財線告J14 ;1984年

。岡山県古代吉備文化附:1"閉川米岡遺跡3(悶当麻遺跡) 旭川鉄水路(首問JJll政修工事に伴う発:19明年

センター編 建股省陶山 ;11囲網変¥11(本文) (袈 図版)J (岡山県哩蔵文化財受短調査*&$14)
河川工事事続所 岡山県:

教;!;発行

。平井勝 岡山 百問川当麻遺跡J(1木鮪研究J7) :1985年

百聞川米田遺障 (当麻地区) (94年度調査)(ひやっけんがわよねだ)※ 岡山市

中世撞岸範陵情河道 94.7-田 3 2市 岡山県古代吉備文化酎センター

。岡山県占代吉備文化財:1百問川米図遺跡4ー旭川敏水路{百問川}改修に伴う発細凋Ji>>o'J(陶山県:2002会事

センター編 岡山県教委j哩属文化財提栂調査機告書164)

"行

百聞川米田遺跡 〈組問上金色巨) (96i:手度調査)(ひやっけんがわよねだ〕※ 岡山市

中世議岸施設備がI道 95.5-96.3 1草 岡山県古代古俗文化財センター

。岡山県古代吉縄文化財:r百聞川米!日遺跡4ー細川l級水路{百聞川改修に伴う発制鋼氏>JIJ 1関山県:21)(12年

ピンター編 岡山県教書j糧雌文化財発協調査録音谷164)
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岡山県

発行

百聞川米国遺跡 (岩間下地区) (97年度調査 98年度調査) [ひやっけんがわよねだ〕 岡山市

中世I量岸縫E絡 将I道 97.4-98.1114点 岡山県古代吉備文化財センター

。岡山県古代吉備文化財;r百問川米関遺跡4ー魁川政水路(百関川)改修に伴う発悩簡を"'J(岡山県。2002年

センタ ー編 向山県教委}寝起文化財発鍛調査報告書164)

発行 1 

0 中野権契 『岡山 否問川米関遺跡J<1木簡研究J20) : 1998年

。物郎茂樹 『岡山 首問川米関遺跡J<1木簡研究J2!) :19明年

米 田遺跡 (1次 )[よねだ〕 岡 山 市

中世阿道 93.4 -93.11 1占 岡山県古代吉備文化財センター

。岡山県教委 : I米関遺跡ー米問排水機織建股(溢水鈎除事業東陶山砲区)に伴う発銅調査J: 1995年

岡山県埋蔵文化財発磁調交線告101)

。同凶怖 岡山 米関遺跡J(1木簡研究J21) : 1999年

岡山減二の丸跡 {おカやまじようにのまる] 岡山市

近世峨郭 90.6-90.83車 中国館行本成建設事業埋蔵文化財調査委員会

。乗凶実 岡，lJ 岡山娘二之九跡J<I木簡研究J13) 

岡山城二の丸跡(中国電力重電所)遺循 (1次 ) [おかやまじようにの支る] 岡山市

中世;[i世拙郭 94.8 . 94.9 6市 中国屯カ内山下変電所建設事業埋蔵文化財調資委員会

0中国電力内山下変調色所:r岡山線二の丸跡ー中国電力内山下変電所悠般事業に伴う発蝋調査緩衝』

超級事業理厳文化財調査j
委員会

0 ，"本卯~) f[i司'lJ 岡山械二の丸跡J仰木簡研究j22) 

岡山城二の丸跡(中国電力宜電所}遍構<2<欠)[おかやまじようにのまる) 岡山市

近世城郭 96.4-96.5、96.11-97.3 3点 岡山市教育委員会

。陶山市教委 : r岡山市埋蔵文化財調査の規要 1996{平成81年度』

0 "，開館司 剛山 岡山減二の丸(中[!l電力変電所}遺構J([木簡研究J21) 

岡山城二の丸跡 (1次) 【おかやま じようにのまる〕※ 岡山市

近世減抑 99.10 -00. 1 12点 岡山県古代古備文化財センター

， 1991年

。1998年

2000年

; 1998年

19悼年

。陶山県古代吉飾文化附 『岡山械二の丸跡 県立関密館建伎に伴コ発偲調査J<岡山県鹿蔵文化財発倒 2003年

センター編 剛山県教委調査報告書175)

発行

吉野口 (担山小〉遺跡 {よしのぐち] 岡 山 市

近世寺院 ・1長孫 91.8-92.1 2点 岡山市教育委員会

。岡山市教書 『吉野口遺跡ー岡山市立鯉山小学校給食棟建築宅修業に伴ヲ発熔調変線告J : 1997年
。広原孝典 f陶u， 吉野口(鰻山小}遺跡J<[木簡研究J14) : 1992年

海寺遺跡(中厘調査区 EII茎) [つでら〕 岡 山市

中世集落 水図 90.11 -90.11 点 岡山県古代吉備文化肘センター

。岡山県古代吉備文化財:rln争遺跡4 山陽自動車j益迎般に伴う発俗調査14<第i分冊J<第2分冊JJ <陶 :1997年

センタ ー編 岡山県歓脊:山県埋蔵文化財発掘調炎報告116-1-116-2)

委員会 円本道路公印刷 i

自支社剛山事傍所発行

。陶悶憎 f剛山 fI!存遺跡J<[木簡研究A20) : 19四年

新遭遇跡(清輝小) [しんみち〕 岡 山 市

中世集落 荘幽 98.3 -98. 9 3.R: 岡山市教育委員会

。剛山市教委 : r岡山市樫厳文化財調査の概要 19弼(平成iOJ年度』

o岡山市教倭文化財捜 : I新進遺跡ー備前回鹿凶庄関連遺跡の発姻調査線告J
o.草原孝典 岡山 街道(情属小}遺跡J<1木簡研究J21) 

川入 中撫川遺跡 {法 万 寺W調査巨) [かわいり なかなつかわ】 岡山市

古代!j.，H容 00.4-01.3 I点 岡山市哩蔵文化財センター

。岡山市教望書 『岡山市湿蔵文化財センタ一年観[ 2000 {平成12>年度』
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中国四国

。安川満 ， r陶山川入中嫌111遺跡J(1木簡窃究JZ4l 2002年

美作国府跡(県3次)(みまさかこくゐ〕 津山市

古代 中世官簡跡 71.4-72.3 1点岡 山県教育書且会

o岡山県文化財保護協会:r中国縦貫自動車道建設に伴う発組調査3J(岡山県埋厳文化財受樋調査線告 1974年

:~6) 
。海山郷土惇物館 : I美作国府』展示濁緑 l拘 5年

。岡図怖 岡山 美{字国府跡J (1木簡研究J19) : 1997年

ヨ農作国府跡(市1次) (み議さかこくふ〕 神山市

古代官街 82.11-83. 1 長 浄 山市教育委員会

o ll: 111刊行教委 : r美{字国府跡発短調査報告ー総社 小原線道路改良工事に伴う発綴調査J(主主印刷年

j山市埋蔵文化財姥御調査線告書15)

。安川重量史 岡山 美{字国府跡j 仰木簡研究J6) : 19剖年

肩脊堀町内遺 跡 {かたせほりのうち] 赤 盤側繭戸町

古代娘師 82.8 1点 繭戸町教育委員会

。瀬戸町史編纂委員会 : r瀬戸町詑』

。吉岡永 関山 周脅曜の内温跡J(1木簡研究J5) 

助三畑遺跡 {すけさんばたけE.久郡邑久町

中世集落 82.3-82.9 15点 邑久町教育E委員会

。!馬渇呂， 1岡山 助三畑遺跡JJI木簡研究J5) 

o第q回中世遺跡研究集 『第4回中世遺跡研究集会資料中世の呪術資糾』

会実行委員会

。開場8- 向山県助三畑仕i土の陶磁器J(I貿易陶隊研究J41 

熊山図散布地 {くまやまだ] 邑久都邑久町

中世銀洛 98.9-98.10 点 邑久町教育委員会

。馬嶋白ー 岡山 熊山岡敏布地J(1木簡研究J2I)
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広 島県

届遭遇跡 (5次 )(おのみち〕 尾 道 市

中世都市 78.8-78.98点尾道市教育委員会尾道遺跡発掘調笠間

。広助県信戸千併町遺跡 :r尾道 1978一市街地売網調査概要』

調資研究所編尾道市教

委発行

。志"'係g.人 広島 足道市街2也遺跡J.1木簡研究J，) 

尾道遺跡 (7次 )[おのみら) 尾 道 市

中世都市 79. 11 -79. 12 1.#: 尾道市教育委員会 ー尾道遺跡発梅田査団

。尾道市教~ : r尾道 1979一市街地発栂調査概要』

。山県元 志岡原到底人 広島 尾道市l1itt遺跡， (f木簡僻究J2J 

尾遭遇跡 (8次 )[おのみち] ※ 尾 道 市

中世都市 80.10'80. II 点 尾道市教育委白会 尾道遺跡発砲調査団

。尾道市教魯 : I尾道 1980 市街出発娼調査慨嬰』

尾道遺跡 (9次 )[おのみち〕 尾 道 市

中世都市 82.12 -83.2 l/i 尾道市教育委員会 尾道遺跡発俗調査団

0)豆沼市教養 : r尾道 l岨 2一市街地短編調査概削

。君臨政能文 広島 尾道遺跡)([木簡研究)6)

尾道連蹄 (33次 ) (0001地点)[おのみち〕 尾道市

中世都市 85ト 85.8 I .?~ 尾道市教育婁員会 尾道遺跡発燦調査団

0)芭辺市教委 十『尾道 1985一市街地発鋸割賛概裳』

。謙虚彰文 『広島 Iliu遺跡)<1木簡研究J8) 

尾道遺跡 (58次) (6DO)地点)[おのみち〕 尾道市

中世県務 88.10 点 16道文化財協会連蔵文化財部

o I(道市教委 : r尾道遺跡 1988 市街地発射剖夜概要J(尾道市周蔵文化財調査鰍告16)

。議放彰文 広島 尾道澄跡 (GDOl地点)J <r木簡研究J11) 

尾遭遇飾(72l欠)(おのみち] 尾 道 市

中世澗:市 89.3 1点尾道市教育't;員会

。尾道市教委 『尾道遺跡 1988一市術地発銀鋼"慨妥J(尾道市漫蔵文化財調査線告.，)

。森到底彩文 r広島 尾道遺跡).1木簡僻究J23) 

尾道遺跡 (75次 )[おのみち〕 尾 道 市

中世都市 89.6 1自 尾 道 市教育書員会

。尾道市教書 : I尾道遺跡 1989一市街絶発銀調査慨嬰J(尾道市曙磁文化財調査機告17)

0'採血"文 広助 fl!道遺跡JII木簡研究J23) 

箪戸千草子町遣隊 (5次 )((さどせんげんちょう ] 福山市

中世車終日 7-69.9 19点 広島県教育委員会

。広烏県教委 『草戸千併町遺跡 1969年度発槻調査概銀』

01.ぷ島県東戸千fifIRr遺跡 『江戸千軒ー木簡は (j江戸千栴町遺跡研究資料，)

調査研究所

。広島県草戸千肝町遺跡 rJ.t戸千併町遺跡発御調査線告 Iー北部地様化半部の..資』

調査研究所縦広島県教

委発行

。広島県草戸キ併町遺跡 f慈戸千符町遺跡発摺調査線告田ー南部地峻北半部の調査』

調査研究所領、広島県教

餐発行

。広島県銃戸千軒町筆跡:l'正戸千.f町遺跡発槻調査報告V 中位瀬戸内の集落遺跡』

調貧研究所編 広島県教j
倭発n
o広島県立医史情物館 : r草戸木簡集成j， (草戸千刷I遺跡調変研究報告3)

0*文研 : r第1回木簡研究集会記録J(各遺跡liliの木簡(追加)の項}
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中 国 固因

。下"'問康夫 『広島 草戸千舵町遺跡{第五 六 八百'=.)J (rオド鮪研究J15) 

葦戸千野町遺跡 (6次 )(<さどぜんげんまうよう 〕 岡山市

中世銀簿 70.7-70.1010点 広島県教育委員会

。広島県教委 : 1総戸千併町通勝 1970年度発磁剣謙概観』

。広島県草戸予併町遺跡:rJ，l:戸千餌 木簡1I(鼠戸乎併町遺跡研究資料1)

調査研究所 : 

。広島県悠戸千筋町遺跡 『悠戸予併町遺跡発砲調査報告町 南総地後北半部の綱盗』

調査研究所箱、広島県教

袋発行

。広島県厚戸千併町遺勝 『隼戸千併町遺跡発編調査保管IV-M阿割11包峨南半郎の潤夜A

調査研究所編 広島県教

安兜行

。広島県立歴史博物館 : r..戸木簡集成11 (草戸千約町遺跡調査研究鍬担任3)

。京文研 : 1剣l回木簡研究集会記録1(各遺跡出土の木簡(追加)の項}

o下抑間康夫 広助 疏戸千軒町iI跡 {第五 。六八制J(1木簡研究J15) 

車 戸千舵町遺跡 目次 )(<さどせんげんちょう 〕 田山市

中世集搭 72.1-72，[02点 広島県教育委員会

。広島県教委 : p.tp千併町遺跡 1972年度完姻調査慨要』

。広島眼"戸手"町遺跡:1I，t戸千併 木簡1I(草戸乎併町通験研究資格。

調査制究所 : 

。広島県草戸千斜町遺跡:r犠戸千軒町遺跡史観調査線告 I-;ftant也域北学認の調査』

調査研究所節、広島県教

委発行

。広島県立歴史問物館

。京文研

。下検問康夫

f1，~戸木簡集成J 1 (総戸千併町遺跡捌資研究線告3l

『第1阿木簡研究集会記録1(各遺跡山jの木簡 (追加}の項}

f広島 鉱戸千併町遺跡 (第五六八百1::)J ( ~木簡研究J 15) 

草戸千野町遺陣 (9次) (くさどせんげんちょう]※ 岡山市

中世集落 73.7-73.9 2691点 広島県 草戸千僻町遺跡調資所

。広助県教委 『認戸千僻町遺 跡 第9-lO~発組綱d医院要1 (箪戸千併町遺跡調斑所隼線1973)

。広島県J，l:戸千併町遺跡 『続戸千"一木簡1I(翠戸千併町遺跡研究資将1) 

調査研究所 l 

o広島県隼戸千併町遺跡:r信戸下僚町遺跡発栂IU線告 1ー北部絶機北学部の調査』

関可証研究所繍 広島県教:

袋発行 : 

。広島県立廃史問物館 : r広戸木簡集成11 (必戸乎肝町遺跡悶査研究鰍'13)

。衆文研 : r第1岡木簡研究集会配録1(各遺跡出 tの木簡 {追加}の頃)

掌戸千腕町遺跡 (10次 )(<さどせんげんちょヲ]※ 福山市

中世集落 73.9 -73. 11 437点 広島県草戸千僻町適跡割安所

。広島県敏.， : r悠戸乎僻町遺跡第9-IO~発縫調査概要1 ，，;.戸千約町遺跡調査所年組¥973)

。広島県隼戸千併町遺跡 rJ，l:戸千併一本筒IJ(tI戸司F・F町通櫛研究費斜iJ

調査研究所

。広島県箆戸千併町遺跡 『紙戸千併町遺跡発姻調査線"" 北部地蟻北ド舗の調査』

調査研究所編 広島県教

.，発行

。広島県立歴史問物館 : fJ，t戸木簡集成11 (草戸千僻町遺跡調鷲研究穂告3)

。衆文研 : r第i回木簡研究集会記録1(各泡跡Uli:の木簡(追加)の項}

尊戸平腕町遺跡 (11次 )(<さどせんげんちょう 〕来 福山市

中世築港 73. II -73. 12、74.2-74.4 70点 広 島県草戸千軒町遺跡調資所

。広島県教委 : r鼠戸千例町追跡第11、14;;::Jl婦調査厩要1(思戸千・"f遺跡繍在所年W-1974)

。広島県掌戸千併町遺跡:r即 時 約一本簡1I(草戸千僻町遺跡研究資将1) 

調査研究所 ; 

0広島県草戸千斜町遺跡:r..戸千併町遺跡発掘調査偵告U 北部地域南半a患の調査』

調査研究所編広助県教i

後発行 i 

。広島県立歴史博物館 『鉱戸木簡集成J2 (草戸千糾町遺跡調を研究綴告1)
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車戸子前町遺跡(12次)((さどせんげんちょう) ~話 回山市

中世lI!落 74. '1 -74.7 473l>. 広島県都戸千軒町遺跡調倉所

。広島保教委 : IJ.t戸手僻町遺跡第1I -14~Ji差値調査概要1 (箪戸千"町遺跡調査所年鍬1914) ; 1976年

。広島県"戸千解町遺跡 『悠戸千肝 木簡1I(草戸千約町遺跡研究資料1) : 1982i手

調査研究所

。広島胤篤戸乎併町遺跡 『 修戸千僻町i・跡発錫調ヨ託銀管 u -~t:m地蟻南半総の調査J : 1994年

調査研究所縦 広島県教

智駐発行

。広島県立歴史博物館 : 1草戸木簡集成12 (箪戸千併町遺跡調査僻究報告4) : 2000年

草戸千野町遺跡(13次 )(<さどせんげんらよう 〕策 福山市

中世lI!)事 7-1.7ー74.I1 26点 広島県都 戸千軒町遺跡調査所

。広島県教袋 : r認戸千併町遺跡第1I-1411¥.Ji!:姐調査概要1(草戸千僻町遺跡測在所年槻(974) ; 1976年

。広島県.'戸千併町遮僻:1草戸千併一本筒1I(箪戸千併町遺跡研究費将!l : 1982年

調査研究所

。広島県依戸千糾町遺跡 l'五戸千約町遺跡発制調査徹脅nー北部絶岐南半簡の調査J :1994年

調資研究所絹 広島県教

袋発行

。広島貼:.7.，箆史問物館 f1;'"戸木簡集f&J2 or戸キ併町遺跡簡を研究線告4) : 2000~ 

車戸予約町遺跡(J5次) (<さどせんげんちょう]※ 福山市

中 jltt息子事 75. " . 75. 7 26点 広島県草戸予約町遺跡調査研究所

。広島恥l'戸千軒町透跡:I政戸千糾町遺跡節目、 1''''発姻鯛査概要JU'!:戸千併町iA跡調査研究所年 1977年

調盗研究所縦 広島県教白線(975)

9監鐙行

。広島県I;'i.戸千軒町遺跡 『続戸千併 木簡1) (主主戸千併町遭跡研究資料I) :1982年

m査研究所

。広島眼 1，'("τ軒町遺跡 1M戸千幌町遺跡発抱調査徹告W 市RII1色崎市宇部の調査J : 1 995~ 

調査研究所縦 広島県教

後発行

。広島保立腹史博物館 fl主戸井 簡集成JJ (Ci，戸千併町遺跡調復研究領告6) :2004i! 

掌戸予約町遺跡(16次 ) (くさどせんげんちょう 】※ 福山市

中世集者高 75.8 . 75. 9 I点 }j-;品保革戸千軒町遺跡醐査研究所

。広島県江戸千併町遺跡:r邸戸千併町i聖跡第師、 17次発砲鋼..続安1("戸千糾'fi1t跡調貧研究所年:1977年

調査研究所縦 広島県教噛1975)

'1;，在行 : 

。広島県瓜戸千野町遺跡:rJ.t戸千併ー木簡1I(草戸千僻町遺跡研究資斜II :1982年

調覧研究所 : 

。広島県筑戸千野町遺跡:1"戸千併町遺跡祭銅調査鎌倉W 南郷絶域南中綿の調変J : 1995年

刻査研究所縦 広島県教:

'1;発行

。広島県立ぼ史問物館 :r草戸木簡集f&.J3 (隼戸乎僻町遺跡調驚僻究徹鈴6) :2004年

草戸 干前町遺跡((7次) (くさどせんげんちょう }務 縮山市

中世mg 75.10 -75. 12 2点 広島県草戸千軒町週跡醐査研究所

。広島県悠戸予約町遺跡 『隼戸乎併町遺跡第 15- 口ì't~IIU・策慨要1(箪戸千併町直跡調夜研究所年:1977年

調査研究所縦広島削教鰍1(76)

信鎗行 ; 

。広島胤4U'乎斜町遺跡:1 J/(戸司r-fFー木簡1I(第戸千併町遺跡研究費約1) 

調査研究所 : 

。広島県:t，'i.戸千軒町噂跡:l!，t戸千軒町遺跡発帰調査保管¥V-'阿部泊岐南半'"の調査』

剖ま傾究所側広島県教 i

:;Þ ~fi 

o広島県立限史問物鮪 : rJ，i.戸木簡集成1， (怠戸千"町遺跡調査研究報告6)

車戸千野町遺跡(19次 ) (<さどせんげんらょう ]気持 岡山市

中i止集落 76ト 76.10 I点 広島県，.戸千僻町遭僻調査研究所

1982年

1995年

四例年

。広島県 I，r.r千糾町iI跡 『獄p千僻町遺跡第¥8、"'"発綱調資限要J(広島県厚戸千肺町遺跡調査研:1977俸

調査研究所縦 広島県教究所年鰻1976)
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委発行 : 

。広島燥"戸千糾町遺跡:r草戸手併 木簡'J(怠戸千野町遺跡研究資料，) 

調査研究所 : 

o広..県草戸千併町遺跡:I管戸乎事同『遺跡発熔調査報告{ー北錦地場北半Z容の調査』

調査研究所縁 広島県教:

委発行

。広島県立歴史問物館 : r箪戸木簡集成J2 (草戸千野町遺跡翻査研究領制)

草戸子軒町遺跡 (20次)(く さどせんげんらよう)※ 福山市

中世集落 76. 10.76.12 2点 広島県草戸千軒町遺跡調萱研究所

: 1982年

: 1993年

2000年

。広島県c<戸千斜町遺跡 『草戸千併町遺跡第18-20'O;::発綱調査概要1(広島県富Z戸千併町遺跡調査研 1977年

調査研究所編 広島県教 i究所年線1976)

委発行 ( 

。広島県草戸千斜町遺跡:r草戸千"町遺跡発制調査線告 I 北部地機北宇都の調1.U : 19回年

周遊研究所編 広島県教

委発行

。広島県草戸千栴町遺跡 f掌戸手併ー木簡'J(鼠戸千軒町遺跡研究資料II
調査研究所

。広島県立歴史情物館 『草戸木簡集成J2 (箪戸千軒町遺跡調査僻究組脅4l

草戸千軒町遺師 (2)次)(くさどせんげんちょう]※ 福山市

中世集落 77. 2 . 77.6 4点 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所

1982年

20帥年

o広島県鉱戸千軒町遺跡:r草戸千軒町遺跡第21、23"発御調査概要J(広島県草戸千斜町遺跡調脊研 1979年

調査研究所編 広島県教j究所与綴1977)

委発行 : 

o広島県年戸千併町遺跡:r翠戸千軒一木簡'J(政戸千軒町遺跡研究資料1) :1四 2年

調査研究所 : 

。広島県草戸千軒町遺跡:r草戸千軒町遭跡発御調査線告 l一化都旭城北半部の寓交J : 1993~ 
調査研究所編 広島県教:

委費行

。広島県立歴史附物館 : I広戸木簡集成12 (箪戸千併'f遺跡調査研究報告4) : 2000年

草戸千野町通掛 (22次)(くさどせんげんちょ う)※ 福山市

中世集落 77. 7 . 77. 9 I点 広局県草戸千軒町遺跡調資研究所

。広助県lt戸千"町遺跡:r草戸千併省『遺跡第21-23t:発姻調査慨婆J(広島県"戸千餌町遺跡附査研 1979年

調査研究所編、広島県教i究所午線1977)

委発行 ; 

。広島県草戸千斜町遺跡:r江戸千野ー木簡 lJ(草戸刊F町遺跡研究資料II :1982俸

調変窃究所 ; 

。広島県2江戸千併町遺跡:r草戸予約町遭跡発御調査報告 lー北部地域北半部の調査』

調査研究所繍 広島県教:

委発行

。広島県立歴史問物館 『草戸木簡集成J2 (草戸千軒町遺跡婦を窃究匁，..)

尊戸千野町遺跡 (23次) (くさどせんげんちょう 〕※ 福山市

中世襲高 77.10-77.12 1点 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所

199J1f-

2000年

。広島県草戸千軒町遺跡 『草戸ヰ 併町遺跡第21-23V;:発姻調査概要J(広島県E江戸千斜町遺跡鯛d託研 1979句界

調査僻究所編広島県教究所年報1977)

委発行

。広島県草戸千軒町遺跡 r"戸千" 水筒'J(草戸千e同了遺跡研究資料I) :1982年

調査研究所

。広島県箪戸千野町遺跡 『草戸千併町遺跡発鋼調査線告 1 北部泡核北学部の調資』

調査研究所編 広島県教

委発行

o広島県立歴史博物館 『箪戸木簡集成J2 (草戸子供町遺跡調査研究領告4)

尊戸千野町遺跡 (24次)(くさどせんげんちょう] 福山市

中世襲務 78.2-78.6 61点 広島県桜戸千軒町遺跡調査研究所

1993年

:2000~ 

。広島県"戸千軒町遺跡 『箪戸千併町遺跡第24-26lX発姻調査慢婆1(広島県主主戸千軒町遺跡測愈研:1980年

調査研究所編広島県教究所年線 1978)
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委発行

。広島県草戸千併町遺跡 『箪戸千併ー木繍1I(草戸司eo子町遺跡研究資料"

調査研究所

。広島県草戸千糾町遺跡 『悠戸千併町遺跡発短調査線傍 I 北E草地峨北半部の調査』

調査研究所偏 広島県教

委発行

。広島県立陛史情物館 『草戸木簡集成J2 (箪戸千併町遺跡調査研究線包笹川

o志 "'原到底人 f広働 尊戸千併町遺跡](1木簡研究JIl 

車戸千野町遺跡 (25次 ) (くさどせんげんちょう 〕 福山市

中世集落 78ト 78.9、 78.10-78. 12 737長 広島県Z江戸千軒町遺跡調査研究所

広島県

1982年

: 1993年

印00年

1979年

。広島県集戸平野町遺跡:I政戸千野町遺跡第24、"次発短調査慨要J(広島県草戸千肝町遺跡調査研:19帥等

調査研究所繍 広島県教j究所年報 1978)

委発行 i 
o広 島県政戸千野町遺跡 :r草戸千併ー木簡 IJ(箪戸 F併町遺跡研究資将1) : ¥982年

調査研究所 ; 

o広島県取戸千ff'r遺跡:r草戸千年子町遺跡発御調査線告 I 北部取壊北半部の調査J : 1993年

調査研究所得 広島県教 i

委発行 } 

。広島県立陛史情物館 : r草戸木簡集成13 (草戸千併町遺跡調査研究級告6) : 2004年

。志関原鼠人 広島 必戸千僻町遺跡]"木簡府究j l) :1979年

草 戸千野町遺跡 (26次 ) (くさどせんげんちょう ] 福山市

中世集務 78.10-78.124点 広島県市戸千軒町遺跡開査研究所

。広島県政戸千併町遺跡:r箪戸千軒町遺跡第四、，，'"苑綿調査概要J(広島県草戸千野町通跡調査研:1蝿 O年
調夜研究所編 広島県教i究所年綴19削

委発行 j 
。広島県説戸千軒町遺跡:r広戸千軒ー木簡 1.1(J:i.戸千併町遭跡研究資料1) : 1四2俸

調査研究所 : 

。広島県箪戸千併町遺跡:r草戸千野町遺跡発熔寓査線告 lー北熊地機北半鮒のm査J : 1993俸

調査研究所綱広島県教;

調書発行 : 

o広島県立自主史情物館 : r息戸木簡集成J3 (怠戸千府町遺跡調査研究線告6) :2004年

。志岡原重人 広島 怠戸千間町遺跡](1木簡研究J1) : 1979年

葦 戸子軒町遺跡 (27次) (くさどせんげんちょうJ 福山市

中世集滋 79.2 -79. 11 97点 広舟県草戸千軒町遺跡調笠研究所

。広島県む戸司ffflr遺跡:r草戸千解町遺跡第27;;;J!:抱調査概要1(広島県箪戸千併町遺跡潟査研究所 ¥981等

調査研究所編 広島県教j年報1919)

委発行 j 
o広島県草戸千併町遺跡:r蕊戸千野町遺跡発短調査線告 E 北部泡岐南半部の調査J : 1994年

調査研究所編 広島県教;

委発行 : 

。広島県"戸千野町遺跡:r草戸千事同r遺跡発偲調査報告山 南部地核北半認の調査J : 1995年

調査研究所編広島県教:

委発行 i 

。jζ励県立歴史情物館 : r旗戸木簡集成13 (箪戸千例町遺跡調査研究緑告6) : 2004年

。志関原盤人 「広島 箪戸千間町遺跡]([木簡研究J2) :1980年

草戸予約町遺跡 (28;欠)(くさ どせんlずんちょう 〕 福山市

中世集落 79.12 -80. 10 64点 広 島 県E江戸千軒町遺跡調査研究所

。広島県主主戸千野町遺跡 『草戸千軒町遺跡第28. 29次発制調査概要J(広島県草戸千併町遺跡調査研 1982年

調査研究所編 広動県教究所年報 1980)

委発行 : 

。広島県単戸千"Ir遺跡:r怠戸千併町潰跡発姻調査線告 U 北部他駒市学部の調査J 印刷年

調査研究所編 広島県教:

0;発行 ; 

。広助県立歴史情物館 : r1.!戸木簡集成J3 (革戸千約町遺跡調査研究線告6)

o志岡原重人 広島 蕊戸千併町遺跡](1木簡研究J3) 
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草戸子府爾T遺跡 (29:，<) ((さどせんげんちょう] 福山市

中世集落 80.10-81.670点 広島県箪戸千野町遺跡調査研究所

。広島煤尊戸千併町遺跡 『航戸千幌町遺跡第28.29lXJ達制綱在概要J(広島県草戸千併町遺跡m査研 1982年

聞を研究所縞 広島県教究所年側1980)

袋発行 ; 

。広島県草戸千野町iI跡 r"戸乎併町遭跡発鋸調査線告 11 北却処岐南半偲の縄糞J : 1明 4年
制査研究所縞 広島県教

司島発行

。広島県立歴史問物館 『草戸木簡集成J3 (l{戸乎併町iI餅網査研究観音6) : 2004年

。忘関'''''i人 f広島 草戸千僻町遺跡J(r木簡研究J3) :1981年

尊戸千軒町遺跡 (30次 )((主どせんげんらよう〕 樋山市

中世集落 81.7-82.62.s 広島県草戸千約町遺跡調査研究所

。広島県政戸千軒町遺跡 r1.t戸千野町遺跡第30故発姻調資限要J(広島県筑戸千糾町遺跡鍋在研究所:1983年

調驚研究所編 広島県'晩年相1981)

領発行 ; 

。広島県箆戸千併町遺跡 r1.t戸千併町遺跡発綱調藍線傍[J -~t$絶桜南半宮市の調査J : 199~年

繍査研究所編、広島県教

書ヲ並行

。広島県立腹史問物館 。r1.t戸木簡集成J3 (J;i戸千併町i聖跡周査研究報告6) :2001年

。志凶原箆人 『広島 1.t戸千僻町遺跡J(r木簡研究J4) :1982年

.戸平野町遺跡 (3'次 )((さ どせんげんちょう } 福山市
中世集落 82.4-83.59点 広島県草戸千約町遺跡調資研究所

。広治県草戸千約町遺跡:r主主戸予併町遺跡1¥"次提倒綱交慨喪J(広島県1.t戸乎併町遺跡拠資研究所 1984年

測査研究所繍広島県教(年鰻l四 2)
袋発行 1 

0広島県態戸千併町遺跡 f恕戸千併町遺跡発磁調査線告 11-北部地域南学部の綱査J : 199~年

調査研究所編広島県教 1

司"走行

。広島県立陛史附物館 『草戸木簡集成J3 (思戸千併町遺跡調を研究報告6) :2004年

。小関原昭嗣 志岡原M:r広島事戸千.，・ril務J(r木簡研究J6) :1983年

人

.戸平野町遺跡 (32:'<)((さどせんげんちょう } 福山市
中世集穆 83.2-84.3 1 7 ，~三 広島県箪戸千軒町遺陪調査研究所

。広島県草 戸内F町遺跡:rL-¥:F千併町遺跡見高321>;発制調査概要J(広島県草戸千併町遺跡調質研究所:1985年

調査研究所縞 広島県敏j年組印刷

義発行 i 
o広島県草戸司'"町海跡:r筑戸司F併町遺跡発制調査線告 日一兆'"也..南半郊の粛奮J : I四4年
調安研究所領、広島県教:;，，，.行 :
。広島県立歴史問物館 ， r悠戸本簡集成13 (五五戸千併町遺跡調査研究縄告6)

。小闘廊崎嗣 志岡原:Il:r広島 鉱戸千納町遺跡J(rホ術研究』ω
人 t

革戸千軒町遺跡 (33次 )((さどせんげんちょう } 福山市

中世集落制 1-84. 11 21点 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所

:2004年

: 19制年

。広島県厳戸千事同f遺跡 r 1äf'キ併町遺跡第331X~/.!i!1I夜慢要 J (広島県原戸千軒町遭跡関''''究所 1986年
創査研究所編 広島県教年線1984)

密売行

。広島県草戸千併町遺跡 『草戸千肝町遭跡発砲舗を鍬告 D-北部t金峰南半部の調査J : I同 4年
調送研究所領 広島県教

委実行

。広島県立歴史得物館 r"，戸木簡集成J3 (隼戸千併町遺跡調夜研究被告的 :2004年
。m問E辰夫 f広島 尻戸千併町遺跡J(r木簡研究J7) :1985年

尊 戸予約町遺跡 (34次) [<さどせんげんちょう] 岡山市

'1'世集洛 81.11 -85.11 13点 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所

。広島県草戸千併町遺跡:r鉱戸千停町遺跡第341>;発御調査視要J(広島県草戸千併町遭跡"を餅究所 1981年
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調査研究所締 広島州教年縄1985)

'"実行
。広島眼鏡戸千併・r;1跡 『箪戸千幌町遺跡発擁調査線i!r n-~化郎櫓域前半錫の綱炎』
調査研究所制 広島県教:

'"鐙行

。広島県立歴史情物館 : l'匹戸木簡集成J3 {箪戸千約町遺跡調査研究領告的

。下湾問成夫 広島 尊戸千軒町遺跡J(I木簡研究J8)

草 戸千野町通陣 (35次) (<さどせんげんちょう } 福山市
中世集ffj 85.11-86.8 7保 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所

広島県

1991年

2004年

1986年

。広島織統戸千併町遺跡:1"戸千併町遺跡第35. 36l):.発姻調査概要J(広島県草戸千併町遺跡調査研 19岨午

現夜研究所縮、広島県教究所年線 19ほ6)

香発行

。広島県"戸千府町通跡 『革戸平解町遺跡発御調査報告 日一北部地域商学'"の網釜』

調査研究所側 l 広島川教

番多量行

。広島嚇立限定史情物館 『革戸木簡集成J3 W:戸千併町遺跡間資研究線告"

o .fll!.問康夫 f広島 鼠戸予約町遺跡J(r木簡研究J9) 

尊戸千野町遺跡 (36次) (<主どせんげんちょう〕 福山市

中世銀繕 86." -87. 3 2l!. 広島県草戸千軒町遺跡調資研究所

1991年

2004年

1987年

。広島県総戸千併町ilI跡 1"戸千併町遺跡第35. 36lX発雛揖査機安J(広島県草戸'f・F町遺跡調査研 1988年

目町資研究所編、広易保教究所年tIi:1986) 

餐先行

。広厳島県草戸千併町遺跡 『悠戸千併町遺跡発短調査線告回-II!郎絶域化学"の調蕊J : 1995年

調査僻究所倒 広島県教

'"宛行
。広島県立低史情物館 1/'戸木簡集成J3 {姫戸千納町遺跡調査研究線傷的 2004年

。m聞岡崎炎 『広助 "戸千肝町遺跡I(I木術研究J9) : 1987'f. 

草戸千野町遺陣 (38次) (くさどせんげんちょう 〕 隔山市

中世終結 87.4-87.122点 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所

。広島県筑戸千肝町遺跡 1"戸千併町遺跡第37.38.39次提姻調査慨重要J(広島県舵戸予解町温跡調 1989年

調査研究所編 広島県教質研究所午線1987)

袋発行
。広島県"戸 司同千.r ;t~停: p.t戸乎幌町遭勝発銅調査線告Mー南部地域化学部の岡宏J : 1995年

調査研究所縦 広島以教

4佐，進行 ! 

o 広島県立It~史情物館 : r1.t戸木簡集成J3 (草戸千糾町遺跡調驚研究鰍缶約 2004年

。下"問土俵夫 f広島 瓜戸千粁町遺跡J(1木簡研究J10) : 1988年

尊戸千舵町遭陣 (39次) [<さどせんげんちょう 〕 福山市

中世集機 87.6-88.4 9.~ 広島県1;戸千軒町直僻調査研究所

。広島県鉱戸川千町趨跡:rJ，i戸千併町遺跡第37-38-39次発組調査院要J(広島県単戸キ章子町遺跡調 l叩昨

測を研究所縦 広島県教j査研究所年報1987)

:1"進行 1 
0広島眼箪戸千併町遺跡:1"戸千幌町追跡楚磁調査報告Eー南節ifl域北半却の凋:tiJ : 1995年

調査幌究所銅 広島県教:

'fi先行 1 
0広島県立歴史問物館 : I車戸木簡集成J3 {箪戸手続町遺跡調夜窃究緩慢階的 20例年

。下"問康夫 広島 a戸手併町i量鱗J(!木簡窃究J10) : 1988年

尊 戸千野町遺跡 (40次) (くさどせんげんちょう】 福山市

中世1誕鷲 88.4-89.3 ，.点 広島県1;戸予約町遺跡調査研究所

。広島胤筑戸千併町遺跡:1"戸千併町遺跡!.it40'41l):.発燭調査概要J(広島県指戸千併町遺跡調査窃抑制年

創査研究所術 広島県教j究所年繰l抽8)

袋発行 ! 
。広島県広戸司同開遺跡:rl.t戸乎僻町遺跡発姻調査報告凹 漸部地織化半期1の調査J :1995年

調査研究所編 広助以教;

事~li!行}
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。広島県立歴史博物館 『草戸木簡集成J3 (1l.戸千併町it跡調査研究根告6l

。下海開成夫 広島 草戸千併町遺跡J(1木簡窃究Jll) 

草戸千軒町遺跡(42次)【くさどせんげんちょう) 福山市

中世集落 89.4-90.614点 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所

2004年

1989年

。広島県草戸キ併町遺跡:r草戸刊問遺跡如2. 13次発飽調査慨要1(広島県草戸千糾町遺跡調査研:1991年

調査研究所編、広働県教j究所年線 1989)

委発行 : 

。広島県まま戸千約町遺跡 1:0:戸千併町遺跡発鋸調査報告W 南部地域南学部の調査J : 1995年
調査研究所編広島県教

委発行

。広島県立歴史情物館 rJ，r戸木簡集成13 (主主戸HI町遺跡調査研究線告6) :2004年

。下f.ltroll康夫 広島 草戸千併町遺跡J(1木簡研究J12) : 1990年

尊戸子息子町遺跡 (43次 )(くさどせん'fんちょう] 福山市

中世集落 89.4-89.12 19点 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所

。広島県草戸千野町遺跡 『箆戸千僻町遺跡第42. 43次発鋸調査概要J(広島県草戸千糾町遺跡調査研 1991年

調査研究所編 広島県教究所年報 1989)

司書発行

。広島県:0:戸千肝町遺跡 『主主戸千軒町遺跡第判 ..'"発姻調査概要J(広島県草戸キ併町嘩跡調査研 1991年

調査研究所編広島県教究所年..，曲。}

袋発行 l 

o広島県草戸千野町遺跡 r務戸千併町遺跡発惚調査線告W 南部地峨南半部の調査J :1995年

調資僻究所繍広島県教

委発行 i 

。広島県立歴史御物館 『怠戸木簡集成J3 (忽戸千野町遭跡調資研究鍬告6)

。下津間康夫 f広島 お戸千野町遺跡J(1木簡研究J12) 

草戸千野町通師(45次) (くさどせんげんちょう ] 福山市

中世jjH客 90.7-91.3 1点 広島県草戸千軒町遺跡調査研究所

:2004年

: 19同年

。広島県鐙戸キ軒町遺跡 『草戸千野町遺跡第44. 15次発御調査概要1(広島県草戸千軒町通跡調査情:19例年

鍵査研究所編 広島県教 究所年線 1990)

""発行
。広島県草戸千僻町遺跡 『草戸千年千町遺跡発焔調査報告! 北都地域北半"の調査J : 19931手
調査研究所編 広島県教

委発行 : 

。広島県立隆史問物館 : r箪戸木簡集成J3 (鼠戸千斜'r遺跡調査研究報告別 2004年

。下諸問康夫 広島 "戸千軒町遺跡J(1木簡研究J13) :19例年

草 戸子軒町遺跡 (50次 )(くさどせんげんちょう ]※ 福山市

中世集詩作 95.10-95.12 1点 福山市教育書員会

。福山市教委 : r革戸千併町遺跡 法脅脊槍改築工事に伴う発臨調査報告帯』

備後国府肺 [ぴんごこくふ】 府 中 市

古代官街 85.10-85.11 点 広島県埋蔵文化財センター

。広島県鹿文センター : 1櫛後図府跡惟定地にかかる第，'"調査慨鍬』

o片山利裁 広島 備後国府跡J(1木簡研究18)

山崎遺跡 〔やまささ〕 三次市

中性集落 92.6-92.11 2点 広 島 県j星蔵文化財調査センター

。広島県埋文調査センタ:r山崎遺跡1(広島県埋蔵文化財調査センタ 国費綴告書i目)

。河野間彦 「広島 山崎遺跡J([木術研究.!I15) 

安芸圏分尼寺跡(1次)Iあきこくぷにじ] 東広島市

古代寺院集落77.11-77.12 1点 広島県教育委員会

。広島操教委 : r安芸国分尼寺跡 第，'"調査慨婆』

o鈴下疋司 山県元 広島 安芸自分尼寺伝忌地J(1木簡研究J2) 

一224-

1997年

1986年
1986{手

1994年

19凹年

1978年

1980年



週間遺骨{どうしよう 〕 東広島市

中世居館 81.2-81.8 1点広島県教育委員会 広島県埋蔵文化財センター

。広島県教委 広島県坦 『道閉遺跡 商条パイパス漣綾子定地内埋厳文化財発熔調査報告書』

文センタ } 

o福島敏文 広島 近照遺跡J(!I';f:、簡研究14) 

山崎一号遭陣 {やまさきいちごう] 東広島市

中世集落 91.6-94.1Q 3点 東広島市教育文化振興事集団

。東広島市教育文化復興 『山崎ー号遺跡発織調査領告書J(文化財セム〆ター調査線告書的

事業団

。東広島市教育文化振興 『阿岐のまほろぱJ(文化財センタ一線4)

事業問 ! 

。立川敏之 広島 111餅 号 遺 跡J([木簡研究J18) 

鴻 の巣東遺跡 にうのすひがし*広島市

中世末近世県落 96. 5 -96. 8 il.戸 東広島市教育文化仮興事業団

。東広島市教育文化復興 『何峨のまほろば1(文化財センタ}報7)

事業因

。東広島市教脊文化仮興 『阿岐のまほろぱJ(文化財センタ 一線10)

事業団

o 東広島市教育文化促興 『鳩の巣東遺跡J(文化財センタ ー鋼賀線告書17)

事業団 1 

。立川敏之 ， r広島 掲の巣JI(遺跡J([木簡研究J19) 

四 日市遺跡(1次 )1ょっかL、ち] 東広品市

中世集落 98.9 -99.3 1b 東広島市教育文化恒興事業団

o立川敏之 広島 四日市遺跡J<r木簡研究J21} 

下上戸遺跡 [しもうわど〕 東広島市

中世集務 99. 2 2点 1葉広島市教育文化振興事業団

。古野健志 広島 下上戸遺跡J ([木簡研究J21) 

土居遺跡 {どL、} 東広島市

中 l佐城館 99.5 -99. 6 2点 東広島市教育文化振興事終団

。東広島市教育文化娠興:r土足z遺跡発相調資線告書J(文化財センター調査線告書31)

事業印 ( 

。吉野健志 広島 土居遺跡J(1木簡研究J22) 

安芸国分寺跡(12次)[あきニくぶんじ〕 東広島市

古ft寺院 00.8-00.11 29府 東広島市教育文化復興事業団

広島県

1982年

1982年

: 1995年

1995年

: 1996年

1996年

1997年

1998隼

: 1997年

: 1999年

1999~ 

2001年

2凹 0年

。東広島市教育文化板興:1阿岐の主ほろばJ(文化財センタ一線21) :2凹 i年

事業団 j 
。東広島市教育文化振興:[史跡安芸回分寺跡 凶土木簡左その概要J(阿政のまlまろぱ特集号} 四例年

事業団 : 

。東広島市教育文化振興:r史跡安芸国分寺跡発姻調査線告書Wー第12次 第13'"調査の記録-](文化 2002年

事業団 : IItセ〆タ 観術書36)
。妹!iUf~三 佐竹昭 ， r広助安芸閣分寺跡j 仰木簡研究J24) 加叫年

賛帽一号遺跡{おうばんいちごう] 東広島市

時代不詳 集落 02.4-02.8 1古 東広島市教育文化振興事業団

。関野克己 『広島 貨幅ー号遺跡J[1木簡研究J25) 2003年

下岡田遺跡 (2次 )[しもおかだ〕 安芸部府中町

古代官間 64.3 2点 府中町教育委員会

。府中町教委 府中町並:1府中町下向凶古代建築騨遺跡調査録音日第2次発砲発梅調査視線.0 : 19剖年

要文化財保穫協会

。むと下正司

。本俗学会編

『広島 下向田遺跡J([亦術研究J3) 

『日本古代木簡選』岩波書府
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中 園 田 置

吉 川元春匝跡(1次) (き。かわもとはるやかた} 山県郡豊平町

中世居館 94.5-95. 3 17点 広島県教育委且会

。広島県教委編 広島県:1中肢からのメッセージ古川元瀞館一筋，'"発樋綱査概要A : 1凹 5年

教接照平町教委大朝;

町数番 千代図町教委 ( 

省佃町教委発行 [ 

。広島県教委 : 1史跡吉川氏擁館跡吉川元理惨館勝 第，'"発倒舗変鰻重要J(中世城館泡跡保存 1996年

:Il!傷事 a震発姻調査.~6)

。広島県教書 : 1史跡古川氏峻館跡古川元事館勝一第，"'..短調査留ま要J<中世様館遺跡保存:1998'f. 

:Il!備事業..制調査報告10)

。尼崎先陣 「広島 省川元禅館跡J仰木術研究J17) ;1995年

吉 川元春匝跡 (2次 )(きっかわもとはるやかた〕 山県郡豊平町

中世居館 95.4-95.12 9点 広島県教育番目全文化t集中世遺跡調査班

。広島県教餐 : 1史跡古川氏織館跡古川元禅館跡 貿j2~発鼠調査概要J <中世城館遺跡保存 l凹 7'1'

:鍍備事業発綱縄査線告7)

。広島県教丞 : 1史跡古川氏械館跡古川元縁側跡 第5次発磁調査規要J(中世城館遺跡保存:1998年
:披飾帯袋発短調糞縄各10)

。"元保夫 「広島 古川元学館跡J<1亦簡I)f究J¥')) : 1997年

郡 山嫌下町 遺跡 におりやまじ ょうか玄ち〕 高図邸奮闘町

古代S義務 93.9-94.31点 広島県湿蔵文化財調査センター

。広島県湿文綱"セ ンタ:r I!$III犠下町遺跡一吉悶郷便局庁舎続築工事に伴う埋雌文化財の発俗調査J( ~1995年
i広島県明蔵文化財調査センタ 調査報告書135)

。伊藤公ー 広島 前山械下町遺跡J<1木簡研究JItH :1994年

郡 山城跡 (大通院谷地区)(こおりやまじよう 〕 高岡部吉岡町

中世減館 96卜 99.6 1点 古関町地織復興事業団

。吉岡町地核短興事業図:1郡山大通院谷遺跡{中世舗)J<占例町地犠振興事業団調査線符:1m :2002年
。紙川隆 広島 郡山城跡{大通院谷砲区)J (f木簡研究J22) :2000年

三 日市遺跡 {みつかいち量級邸語1!t1屋町

中世集務 90.11 -91. 2， 91. 4 -91. 10 3点 広島県埋蔵文化酎調査センター

。広島県埋文調査セ rタ 『三日市遺跡J<広島県埋慮文化"凋葱センタ 調査領告書11l) ;¥993年

。金近忠昭 f広島 三日市遺跡J<1木簡窃究J11) 1992年
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山口県

長門国府周辺遺跡 {紺置民地区) r伝がとこくふしゅうへん】 下関市

古代 中世集落77.7-77.8 2点 下問市教育委員会

。F闇市教委 : 1長門闘的一長阿国府周辺遺跡欄fi鰍告』

。山口県 : 1山口県史 的 予備 古 代』

。m元英之 山内紀嗣 山口 長門図府刷辺遭跡I仰木簡研究J1) 

伊"照雌

長門国府周辺遺跡 (宮 町 内 {車宮締役)地区)rながとこ くふしゅう へん】

古代 ・中世集落 78.7-78.8 I保 下関市教育署員会

。下関市教委 : 1長門由府 長円国府周辺遺跡酒造線'"n J 
。山口県 : 1山口県史史料編古代』

。'1'元英之 山内紀銅 山臼 銭門国府周辺遺跡JI[木簡僻兇J" 
伊東附雄

長門国府盗事(12次 ながと二 〈ふ]※ ド関市

近世武家屋敷 98応一00.3 1点 下間市教育委員会

下問市

広島県 ・山口県

1978年

2001年

: 19乃年

: 1979年

: 2001年

: 1979年

。下関市教委 : 1庭内国府跡{長門国府跡周辺遣瞬静郷12次提栂調査}一山口県下関市長防省 2001年

!の内町絶内長問問府跡惜の内地区}発砲調査線沓容J<下側市埋;r文化財

:調資被告書71)

亜門国分寺跡(圃分寺地1&) (80年度調査)rながとニ 〈ぶんU 下関市

中段寺院 80.4-80. 10 2点 下問市教 育昏員会

。F闇市教委 : 1長門I割府一長門国府周辺遺跡調査線笹川

。伊雌附緯 山臼 畏門圏分令跡J<f木術研究』ω

長門国分寺師(国分寺地区) (81年度調査)rながと ζ 〈ぶんじ] 下関市

古代寺院 81.4 -81.12 I点 下関市教育昏員会

o下関刊行教委 :1疑問由分場一長門閣府周辺遺跡発蝋闘賞縄傍VJ
。山口県 : 1山口保史史科稲古代』

。'"島陰夫 山口 長門国分寺跡J<1木簡僻究J10) 

畏門国分寺跡{下安lI!寺 地 区) (悶.安聾寺遺跡)<ながと ζ 〈ぷん じ}

中世集洛 81. 11 -81. 12 l.?!. 下 間 市教育委員会

。下関市教委 : 1長阿国分命一条門国府川辺i監跡兜繊調釜銀世VJ
。山円保 : r山口県史史将偏古代』

。水島稔夫 山口 安資脊遺跡j 仰木術研究J10) 

畏門国分寺師 {ながとこくぶんじ]※ 下関市

古代寺院 87.12-88.5 I点 下間市教育委員会

。下問市教委舗 神鋼興:1長門鴎分秒一長門国府跡周辺遭跡完婚調査線骨川』

厳様式会社 下関市教委i
9逆行

E行条里遺跡(85年度調査)rのぶゆきじようり 〕 下関市

古代水rs'集搭 85.5-86.2 1点 下関市教育昏且会

下関市

: 1980年

: 1982年

1982年

i四oi年

: 1988年

1982年

2001年

同開年

1988年

。下関市教委 『鰻楠木IWIご流域の地域開発史一山口 県 F関市大字綾搭木 延行 省寓雄内経 1990年

行~1I1遺跡 lまか多量栂調査線告書』

。IlJn県 rlJJO恥史史料編古代J :2001年

"'"必修女 『山口 雄行条!量逮省高j ぽ木簡研究J10) : 1988年

E行条里遺跡 (86年度調査)<のぶゆきじようり } 下関市

古代水阿 集落 86.5・87.1 2点 下関市教育昏且会

。ド関市教司書 :1綾..木川下流'"の他峻開発史 山口県下関前大字綬括本 経行 有術増内雄 1990tJ:;

:行条製;J跡ほか発樋調査担告書』

。山口県 !日 旧 派 史 史 料 編 古 代』 凹 oi年

"'"晶色夫 flll口 雄行条単遺跡J<[木簡研究J10) : 1985年

-227-



'" ，面四国

延行条里遺跡 (1地区) (00年度調査)(のゐ ゆ含じようり] 下関市

中世条里 00.6-01. I 点 下関市教育昏員会

。演崎真ニ 『山口 雄行条里遺跡J(1木簡研究J25) 20回年

E行条里遺陣 (K地区)(01年度調査}【のぶゆき じようり〕 下関市

中世条里 01.6-02.3 I転 下関市教育委員会

。漬崎真ニ 山口 淫行条里遺跡J(1木簡研究J2汚} 2003年

周防鋳昌司跡

古代官街

。山口市敏~

。山口県

。奈文研

。倉住嫡r玄

(1次)[すおうじゅぜんし} 山口 rli
66.2 -66. 3 1 3.~ 周防帥雄司遭肺努急発協調査団

; 1剤防iJI銭司跡』

『山口県史史料編古代』

『第l白木簡研究集会館録J(各遺跡幽土の木簡 (迎加}の項}

『山口 周防鈎銭司跡I(1木簡研究J2l

1978年

2001年

1916~ 

J9帥年

初瀬遺跡 (はせ] 山口市

中世寺院 93.5-93.8 18点 山口市教育書員会

。山口市教香 : 1初湖遺跡J(山口市甥磁文化財調査線告51)

0噌野樽ー r tlJロ 初瀬遺静J(1木簡僻究J16) 

1994年

1994年

:11槻寺 .a山遺跡 {とうぜんじ 〈ろやま〕 山口市

中世m浴 99.5-99.10 2点 山 口県教脊財団 山口県湿蔵文化財センター

。'"ロ"拠地文センター ; r JI(州命 黒川遭跡V一平成11'手度南若川一般向川改修 2級工機に伴う発悩:20明年

::11安保管J(山口県姥雄文化財センター調査微傷21)

。酋闘を 山口 束縛寺鱒山遺跡I(1木簡研究J22) : 2000年

萩嫌跡 {外堀地区)(97年庫調査)(はぎじよう } 萩市

近世峻下町 97.5-98.1 29点 山口県教育財団 山口県埋級文化財センター

o山口以教育財団 山口:1槻る 見るわかる域下町一級域跡{外線地区)提鋸調査縄告 IJ (111口県:1997年

県瑚文セ J ター [埋厳文化"センタ 調資細管7)

。山ロ以"文セノター : 1荻械跡{外線絶区) I J (山口県甥蔵文化財センター綱査線音27) ;2叫2年

。待口行ー 山口 後械跡{外鱈絶区)J仰木簡IJI究J20) :1998年

萩城跡〈外沼地 1&)(98年度調査 )[はぎ じよう] 荻市

近世械下町 98.5-99. 3 32点 山口県教育財団 山口県担蔵文化財センター

。山口県場文センター : 1萩犠勝{外層他区) I J (山口県埋蔵文化財セ〆ター調査線告27) ;2凹 2年

。谷口何ー rtJt口 萩械跡(外樋地区}J (r木簡研究J22) :2000年

周防国府陣 (47次 )[すおうこ〈ふ〕 防府市

古代官間 86.12-87.3 1点 防府市教育委員会 周防国府跡調査会

。防府市敬愛 : 1周防の国府跡J : 1990年

。山口県 : 1山口県史受斜編古代J :2回'年

。音順勝康 山口 胸防団府跡JII木簡研究J9) :1987年

周防国府陣 (62次)[すおうこ〈ふ】 間府市

古代官術 89.6 -89. 10 1点 防府市教育番且会 ー周防国府僻醐査会

。防府市敬答 : 1州防の国府跡J : 1990字

。掴防団向勝調査会 防:1胸防国府跡一山陽本線防府駅同辺連続立体実差事業 江川改修司区JIl.1Il市n:1993年

府市教勢 j蘭街路鐙備事業に伴う発組問1<概要報告書』

。山口県 : r山口県史史料編古代J :2001年

。大勝目E夫 山ロ 周防国府跡J(1木簡研究J12) : 1990年

周防国府跡 (78次 )[すおう 二〈ふ) 防府市

古代官lti 92. 7 -94. 3 3点防府市教育委且会

。防府市教委 『胸防白河寺跡湾，，>'; 制>';発掘調査甑要』

。山口保 『山臼県"''''斜編古代』

。吉樽勝成 f山口 鳳'"国府跡I(1本鮪研究J16) 

年

年

年

5

1

4
 

9

0

9

 

9

0

9

 

1

2

l

 
周防国府跡 ()12次 )[すおうこ〈ふ〕 防府市

古代官衡 98. 7 -99.2 7点 防府市教育書且会・周肪国府酔調査会
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o羽鳥幸 山口 周防国府跡J(1木簡研究J22) 

周防国府跡(121次 )(すおうこくふ〕 防 府 市

古代官筒 99.7-99.10 1点 防府市教育委員会

o椀智子 I山ロ 周防回府跡J(1木簡研究J23) 

山口県

2000年

2001i:手

周防国府跡 (125次 )(すおうこくふ〕 防 府 市

古代官街 00.5-00.12 29長 防府市教育番員会

。防府市教委 『平成12隼度防駒市内遺跡発御調査慨要一周防国府筋第 124. 125次調査 開:20凹写

防国分寺第10. 1I次調査 阿弥陀寺第2次調査 下右関連勝井上山遺跡 多(
.良寺山富噴J(防府市埋蔵文化財寓査観要0201) 

。柳智子 山ロ 周防白府跡J(1木簡研究J23) :2001年

周防国府跡(135次 )[すおうこくふ]※ 防 府 市

中1社集孫 02.3 1点 防府市教育委員会

。防府市教~ : 1平成13年度防府市内遺跡発槻調査提要一周防国府跡第 lJO次 第131次 第:2003年

: 132次第133次第134次東135l!;. ， 2001 -A~発磁調在J (防府市埋蔵文化

:財調査概要030t)

長畳銅山陣 (90年度調査) [ながのぼりどうざん} 美祢郡美東町

古代官楠 90.7-91.3 1柏市 美東町教育委員会

。美東町教委

。美東町民東町教委

。美東町教委

。山口県

。地闘吉野文 八木充

o著者不明

。木簡学会編

『長夜銅山跡 目J(美東町文化財調査綴倍5) : 1993年

『古代の鋼生産一古代の鋼生"シンポシウム川長笠資料集J :2001iJ'-

『長笠銅山跡出土木簡 古代の鋼生産ゾンポシコウム'"長笠木簡腐解鋭図録J :2001年

『山口県史史料編古代J :2叫 l年

『山口 長盗銅山跡1([木簡研究J13) : 1991年

f長登銅山跡{山口県美称郡美東町)幽土の逃亡関係木簡J(1木簡研究j 14) : 1992年

f 日本古代木簡集成』東京大掌出版会 2003年

長畳銅山跡 (91年度調査) [ながのぼりどうぎん} 美総郡美東町

古代官簡 91.8-91.12 点 葉東町教育(tl委員会

。美東町教委 :11を笠銅山勝 IIJ (美東町文化財調査鰍告5) :19開"
omM町美東町教委 : r古代の銅生産古代の鋼生援ンンポνウム'"長笠資糾jj!J 四例年

。美東町教委 1長宣銅山跡出土木簡 古代の創生虚シンポジュクムm長登木簡屡解説鴎録J 四例年

。111口県 : r山口県史史料編古代J 印刷年

。池悶梓文 : r IlJロ 長建銅山跡J(1木簡研究J¥4) : 1992年

美怖郡美東町長畳揖山跡 (94年度調査 E糊3年次) (大切 nc区4T) (ながのぼりどうざん〕

古代官情 91.6. 96.8 2点 美東町教育委員会

0)島東町教委 : 1長堂銅山跡m一平成4年度-7年度縞笈概綴J(美濃町文化財網査報告8)

。3島東町 美東町教委 : r古代の鋼生産 古代の鋼生産://ポジウム'"長整資料集S
。美東町教委 : r長宣銅山跡出同筒ー古代の鋼生産シンポジュウム'"長益木簡展内閣図則

o ，"ロ県 : r山円以 史 史料編 古 代』

。池凶普文 山口 畏琵銅山跡1(1木簡研究J18) 

長量壁画山跡 (95年産調査 E期4年次)[ながのぼりどうさん〕 美術郡美東町

古代官筒 95.12-96.33点 葉東町教育委員会

0'陽東町教委 『長並銅山跡回一平成4年度、7年度調査概領J(美東町文化財調"綴傍8)

o ~ JI!:町 美東町教曇 『古代の鋼生産ー古代の鋼生産シンポジウム'"長壁資料集』

o 美東町教委 : r畏受銅山跡(ti土木簡 古代の鋼生産シノポジュウムm長笠木簡腐解説図録』

olLJ口県 : rUJロ県史史料編古代』

。地問答文 f山口 実lf銅山跡1(1木簡研究J18) 

長畳銅山跡 (96年度調査盛期1年次)[ながのぼりどうぎん} 笑飾郡美東町

古代宮市 96.8-97.3.97.6補足 437点 美東町教育委員会

o 美東町 美東町教~ : r古代の鋼生選一古代の鋼生産シンポシウム'"長壁資料集』

。美東町教<1> : I長量銅山跡出土木簡ー古代の鋼生高ンンポゾ品ウム'"長笠木簡展解観図録A
O山同県 『山口県史史料編古代』

o池間穆文 議開1f.-.: r山臼 長筆銅山跡1<1木簡研究J19) 

八木光
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1998年

20例年

2001年

2001年

1996年

年

年

年

年

年

8

1

1

1

6

 

抑

凹

加

帥

削

20例年

2001年

2001年

1997年



中国四国

。木簡学会結 : 1臼本古代木簡集成』東京大学幽阪会 20回年

長量銅山陣 (97年度調査 E織2年，欠} 【ながのぼりどうぎん〕 美徳t!M島東町

古代官術 97.10-98.3、補足98.4.98.5 228点 美東町教育番目会

。~.!I区町 英東町教'1> : 1古代の鋼生産ー古代の鋼生産シンポジウムm役霊資骨身障J :2001年

。g島東町教袋 : 1長壁銅山跡幽土木鮪 古代の鋼生産シ〆ポジュ クム同長量木簡展前級悶録J :2帥 1惇

。山ロ県 f山口県史史斜領直代J :2001年

。池四.文 八木'Jf.山ロ 度量銅山跡j (1木簡研究J21) : 1同.'"
末原黛跡総 〈庇原上層 ) (すえはらかまあとぐん} 美怖郡美東町

中世集落 97.4-97.6 1点 美東町教育委員会

。池...文 毒事問診山口 末原禦跡群(灰原上層)j (r木簡研究J20) : 1998年
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山口県徳島県

徳島県

中島図遺跡 (1次 ) [なかしまだ] 徳 島 市

中世集落 86.-1-86.11 5報 徳島県教育委員会

。徳島県教委 : r徳島市中島悶遺跡 南島阿遺跡一県道徳島鴨島線改良事業に伴う哩蔵文化 1989竿
財発砲調査徹告書』

。福家清司 f徳島 中島問遺跡J<1木簡研究J9} :1987年

中島因遺跡 (4次}【なかしまだ) 徳 島 市

中世集落 92.7-92.123在徳島県教育委員会

。徳島県教委 徳島県埋:1"''''周遺跡H 鶴市計画道路術三島中島銅線改良工事に伴フ埋蔵文化財発櫨 l帥6年
文セ〆ク ;調査報告嘗1，徳島県仰厳文化財センター調査緯告書 15)

。山下知之 : r徳島 中島問遺跡J，r木簡研究J15) : 19ゆ3年

新蔵町3丁目遺跡 〈徳島保健所地点) (2次 )(しんくらちょうさんちょうめ} 徳島市

近世城下町 95.7-95.12 点 徳ぬ県狸蔵文化財センター

o徳島県教鐘 徳島県濯:r新産町3T"遺跡徳島保健所地点一徳助保健所改築事業に伴う埋蔵文化財発 20帥年

文センタ (鋼凋査報告剖{徳島県埋蔵文化財センタ ー調査級官富山)

。緑川智之 徳島 新蔵町三丁目遺跡J，r木簡研究J2S) :a回年

常三島遺酔 (徳島大学工学部光応用光学科地点)(じよフ さんじま)

近世城下町 95.8 -96. 3 6点 悼島大学埋蔵文化財閥査室

。中村堕 徳島 常三島遺跡J，!木簡僻究J25) 

徳島市

常三島遺跡 〈徳島大学工学都サテライト ペJ チャーービジネスーラボラ ト'J 地点)

{じようさん じま〕 徳島市

近世拙下町 96.6 . 96.8 3，?!， 憶島大学湿蔵文化財調査室

。中村豊 筒島 常三島遺跡J，[木簡研究.!l25) 

常三島遺跡 {徳島大学工学御構械工学科地点)[じよ うさんじま〕 徳島市

近世城下町 96.7-96.112点 徳島大学埋蔵文化財調査室

。中村捻 『徳島 常三品遺跡J，r木簡研究J25) 

常三島遺跡 (檀島大学工学飾韓合情報処理センタ一地点) (じようさんじま}※ 徳島市

近 l笠城下町 97.3'97.6 I 点 徳島大学根蔵文化問調査室

(文献なし)

常三島遺跡(徳島大学工学部共同渇 E期2<&地点)(じようさんじ主}※ 徳島市

近世拙下町 99.7-00.5 7点 徳品大学羽蔵文化財調査室

'J(献なし)

常三島遺跡(徳島大学総合科学部3号白改聾地点) (じよフさんじま〕※ 徳島市

近世捕下町 02.7-02.103点 徳島大学四歳文化財調査草

(文献なし}

臣遭跡 (1草島大学医学部共同溝1a区地点) [しよう]※ 徳島市

近代軍事範設 96.11-97.6 点 徳島大学埋蔵文化財調査室

文猷なし)

観音寺遺跡 (97年度調査)[かんのんじ] 徳島市

古代宮間河道 97. <1 -98. 3 74.<2: 徳島県坦蔵文化財センター

2003年

2003年

2003年

。徳島県埋文センター : I徳島県埋蔵文化財センター年蜘平成9{¥帥7J年度J : 19明年

。徳島県溜文センター 『鈍音寺本簡 録音寺遺跡出土木簡概観J，徳島県寝蔵文化財センタ 調査概 1999年
:，裂の

。徳島県教委 徳島県埋:r観音寺遺跡 ， ，鰻音寺遺跡木簡穏)ーー般国道192号徳島南環状道路改築に 2002年

文センター :伴う埋蔵文化財発楓調査J(徳島県哩緩文化財センタ 調査報告書10)

。藤川管之 初問掌 : r憶"' 続脅寺遺跡J(1木簡研究J20) :1998年
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観音寺遺跡 (98年度調査) [かんのん口 植島市

古代官補間道 98.4-98.9 10点 徳島県埋蔵文化財センター

。徳島県坦文センター 『徳島県哩康文化財セ〆タ 年徳川平成10(1998)年度J : 1999年
。10.10係閣文セ ンター 『観脅守木簡ー鰻音寺遺蹟幽土木簡餓織J(梅島県塩蔵文化財センタ }調査概;1999年

線2)

。徳島県教鐘 徳島県哩 『観畜守遺跡 ， (観音寺遺跡木簡篇} ー般国ilI92号砲島南扇状道路改臨こ;20四年

文センター 伴う埋蔵文化財楚鋸調査J(徳島県岨磁文化財セ ンター調査ti'i5-lIω
。膳川智之 拘 凶 " 徳 島 観 音 寺 遺 跡J(r木簡研究J21) :1999~ 

観音寺遺跡 (00年度園査) [かんのんじ〕 徳島市

古代官問 自閉流路 00.10-01.11 14点 徳島県埋蔵文化財 センター

。徳島県明文センター ， r徳島県哩緩文化財セ〆タ 年報12平成12(2曲0)年度J : 2叫 l年

。徳島県教書 徳島県坦 『観音令遺跡 ， (健音寺遺跡木簡篇}ーー般閣道'92砂徳島南現状道路改築に:21)1)2字

文センター 伴う岨蔵文化財発縮問査J(徳島県唄級文化財セ〆ター調査線告審判

。関川憲 『徳島 観音寺遺跡J(1木簡研究.il23) :2001年

観音寺遺跡 (0'年度翻査) [かんのんじ〕 ※ 徳島市

古代官補 目鼎流路 01. 4 -02. 3 1点 徳烏県迎蔵文化財センター

。徳島綱島周文センター ， r絶島県坦磁文化財センター年傾13平成13(200!l年度』

'聖地遺跡 (99年度調査) [しきじ】 徳島市

古代居師 99.4 -00. 3 4点 徳島県埋蔵文化財センター

。徳島県埋文セ J ター 『路島県埋蔵文化財センター年鍬日平成11(1999)年度』

。民家敏之 『徳島 敏鳩遺跡J(r木簡研究J22) 

敏雄遺跡 (02年度調査)[しさじ〕来 徳烏市

中世流路 02.4-03.3 数怠徳島県埋 蔵文化財センター

。徳島県纏xセrタ- : r徳島県埋蔵文化財セJ ター年線14平成14 (2002)年度』

徳島滅下町跡 {動物園跡地)1四年度調査)1とくしまじょ うかまち]

近住減下町 99.6-00.2 37点 徳島市教育委員会

。勝浦厳守 徳島 徳島峻下町跡JIr木簡研究J22) 

徳品市

毎週‘城下町跡 (勘物園陣治)100年度調査)1と〈しまじよコかまち]淡 徳島市

近世城下町 00.7-01.3 4.g 徳島市教育委員会

文倣なし}

徳島緩下町陣 {徳島中学桂)(02年度調査) [とくしまじょうかまち]※ 龍島市

近世擁下町 02.5-02. 10 10点 徳島市教育委員会

文総なし)

中前川町二丁目遺跡 〈県立.遭文学館)【なかまえがわらようにちょうめ〕 徳島市

近住械下町 99.8-00.3 60点 徳島県埋蔵文化財センター

2002年

20∞年

2000年

2003年

20冊'"

。徳島納品酒文センター ，r徳島県埋厳文化財センター年綴"平成I1{I帥例年度J ;20∞年

。議"'智之 徳島 中前川町二丁目遺跡J(r木簡研究J23) :2001年

爾前川町一γ自過酷 〈鳴門数育文学)1みなみまえがわちょういつらょうめ] 徳島市

近世城下町 00.4争 00.8 12点 槙島県埋蔵文化財センター

。徳島県教~'1Il島県埋 ， rili前川町一了目遺跡 昭島門敏育大掌{附小}俊舎衛首哩磁文化財発鋸調査線四四年

文セ J タ ，，，，・J(徳島県纏通産文化財センター調査銀管省36)

。泌川智之 'I!i島雨前川町了目遺跡JIr木簡研究J24) :2002年

ゆ檀島一丁目遺障 {嫌東高桂) (01年度調査)1なかと〈しまいっちょうめ]※ 描島市

近世城下町 01.4-02.39点 徳島県埋蔵文化財センター

。徳島県哩文センター ， r徳島県腹蔵文化財セ y タ 年微13平成13(2帥 ，)年度J ;2002年

中徳島-T自適蹄 〈線東高絞) 102年度調査)1なかとくしまいっちょうめ]※ 徳鳥市

近世城下町 02.'1. -03.3 13点 徳島県埋蔵文化財センター

。徳島県酒文センター ， I徳島県坦蔵文化財センタ一年線14平成14(凹02)年度』 四03年
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徳島県

守盟町勝瑞遺跡 (02年度調査)(しゅごまらしょうずb、] 板野郎監住町

中世滅舘 02.6 -02.9 4.1ま 藍住町教育委員会

o策見街怖 徳島 守綾町勝端ilIIfJ <f木簡研究J25) 20凹年
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香川県

紺屋町遺跡 にんやまち〕 高松市

近世都市 85.10-86.114点 高絵 市教育婁員会

011怯市埋文センタ ー : r紺陵町遭跡1(高給市観蔵文化財調資制告65)

。山本英之 香川 紺屋町遺跡I仰木簡研究J11l 

2003年

1989年

東山崎 水田遺跡 {ひがしやまぎき みずた) 高訟市

近世集落 水間 88叩 -89.3 3占 香川県埋蔵文化財調査センター

。香川県哩文縄復センタ 『財団法人香川県埋蔵文化財調査センタ 一年匁 1988年度J :1989年

。香川県糧文調査センタ 『葉山術 水岡遺跡 〈第 l分冊) (第2分冊)J(高位東道路建'"に伴う埋蔵文 1992年

縦 香川県教委発行 i化財発惚調査線告。

。議下友子 香川 東山崎水"遺跡) (1木簡研究J13) ; 1991年

空港跡地遺跡 (91年度調査) [くうこうあとち〕 高怯市

中世集簿 91.5.91.11 2点 笹川県埋蔵文化財調宣センター

。香川県教餐 : r空港跡地遭跡発楓調査概報 平成3年度J : 1992年
。者)11県埋文調査センタ:r空港跡地遺跡 ， (第l分冊) (第2分冊) 空港跡地盤備事業に伴う塑磁文化:19怖年

一編香川県教委 香JII:財発飽測査銀管第'''1
県土地開発公社発行 : 

。木下e1i'- ; r香川 空港跡泡遺跡{第3IIzOJ <r木簡研究J11) ; 1992年

高総緩跡 (95年度調査) [たかまっじよう〕※ 高絵市

近世城下町 94.4 -94. 6， 95.1 -96.3 2，R: 香川県思疎文化財調査センター

。香川県教愛 有川県岨:r高位減跡ー香川県歴史縛物館建叡に伴う寝磁文化財発徹調査線告J ; 19叫年

文調査センタ

/Ji総雛陣 (96年度調査)[たかまっじよう 〕 高訟市

近世臣敷 96.4 -97. 3 2.R: 香川県埋蔵文化財調査センタ

。香川県教委 香川県坦:11奇訟港頭土旭区葡鍍哩事業平成8年度発棚調査概要高怯城跡{商の丸町). ; 1997年

文淘笈センター i函打遺跡』

。級好史郎 香川 高むと城跡) (1木簡研究J20) ; 1998年

高松城跡 [98年度調査) [たかまっじよう〕※ 高位市

近世城下町 98.1' 98.6 約20.~ま 香川県埋蔵文化財調変センタ

。香川県教委 香川県埋:r高生公北答勲署建般に伴ヲ寝蔵文化財発制調査複線高怯峻跡 平成 10年度J : 1999年
文調査セ y タ

高松城跡 (丸ノ 向地区)[たかまっじよう]※ 高訟市

近 世城軒塘下町 01.4-01.9 4点 香川県湿蔵文化財調査センター

。香川県教委 香川県埋:r高訟家陸後判所移舷に伴う埋蔵文化財発期調査線倍高生公械跡(丸ノ内櫓区)J: 2叫3年

文調習をセンター

高給嫌跡(松平大間家中屋敷臨)[たかまっじよう ]※ 高絵市

近世機下町 02.2-02.3 13点 高松市教育委員会

。高訟市教委 『高松犠跡(位司区大瞬家中底鮫跡)ー香川県弁護士会館悠設に伴う埋蔵文化財 2002'1"
発協調査報告J(高怯市埋蔵文化財調変報告61)

渓ノ町遺跡 〔はまのちょう 〕 高 松 市

中 世集港近世措下町 00.2. 00.3、00.1-00.IL 01.10-03.3 12点

香川県埋蔵文化財調査センター

。香川県教委 香川県埋:rサンポート高低総合設備事実に伴う埋蔵文化財発掘調査係官旨6渓ノ町遺跡J:2帥 3年
文調査セ〆タ : 

。衆訟克也 香川 浪ノ町遺跡) (1木簡研究J25) 年加

下川浄遺跡 {しもかわず】 坂 出 市

古代集落 85.5-87.10 5点 昏川県埋蔵文化財調査センター

。香川県教iI) : r瀬戸大機長生般に伴う埋蔵文化財調査視線"下川滞遺跡 1J 1986年
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香川県

。香川県教委 : r瀬戸大繍建般に伴う埋蔵文化財調査慨舎が冒下川滞遺跡nJ ~19肝年

。香川県教委 ， r瀬戸大循ll!段に伴う甥蔵文化財調査概級以 下川滞遭跡皿J : 1988年

。香川燥機又調査センタ， r瀬戸大繍趨絞に伴う埋蔵文化財発鍋剖査総省隆司 下津川澄跡(第1分冊)(第:1990年

ー編香川県教径発行 "分冊) (第3分冊)j

。大久保徹也 舎川 下川滞遺跡J(r木簡研究J(1) : 19帥年

長 編寺 {ちょう.'<じ】※ さぬき市(旧、大川郡志度町)

中世寺院 1901年2月 11.-1. 工事中
。"川新報社 : r香川新緑J1904年2月9日付 .19例年

。志度町 : r志度町史J :1970年

。志度町 : r新編志度町史JJヒ 下 : 19凪年

。舘野手目 己 f舎川県長編寺山土の木簡ー備書般に伴って山並した木簡J([木簡研究J13) : 1991年
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愛媛県

前)IIl遺跡 {まえかわ〕※ 総 山 市

古代集落 76.12-77.1 2点畳揖県教育委員会

。愛媛県教委 『 般国道II号総山東道路関係遺跡埋磁文化財調変緩告If1 J (坦蔵文化財発:¥同l年

掘調査報告書ω : 

久米窪田 E遺跡 (くめくぽた] 松 山 市

古代性格不詳77.2-77.5 12点 量揖県教育委且金

。愛媛県教委 : r一般国道II号伝山東道路関係遺跡埋磁文化財調査線告書口 J，寝厳文化財発 1981年

j縄調査線告書5)

。吉本位 愛媛 久米糧問 自遺跡J"木簡研究J2) : 19回年

久米窪田森元遺跡 '3次)[<めくぽたもりもと 〕 絵山市

古代集落 ・水路 92. I1 -93.2 1長松山市生涯学習仮興財団埋蔵文化財センタ

。必山市教安 松山市生 『必山市開麗文化財調査年報vj
涯学習娠興財団埋文セン

タ}

1981年

。怯山市教委 怯山市生 『来住 久米地区の遺跡目 来住廃寺18. 20次久米極倒議元3次J，松山市文:1凹 4年

涯学制優興財閥哩文セン。化財調資線告書H)

ター

。""主宰則 r愛媛 久米密閉蕊元遺跡J<I木簡研究JL5) L993年

平田七且地遺酔 [ひらたしちたんじ} 訟山市

中世集落 97.4-98.32古 置媛県埋蔵文化財調査センタ ー

。愛媛県埋文商交センタ f道ヶ谷古旬開 地の奥遺跡平凶ヒ反地遺跡2 般国道¥9ij{き位山 北条パイパ 2000年

ス越設に伴う渥磁文化隊創査報告書1，糧蔵文化財発惚剖夜報告寄師

。商川真実 『愛娘 平問七反地遺跡J，r木簡研究J21) : 1999年

南斎院土居北遺跡 {みなみさやどいきた〕 怯山市

中世集"f%r 00.4 -00. 11、01.4-01.6 5点 空揖県組蔵文化財嗣査センター

。愛娘県埋文調資ピンタ :r愛比売平成12，叩00)年度年報J 却例年

。愛媛県鹿文悶査センタ 『南斎院土居北遺跡J(2004年刊行予定 :21)例年

。山下太志 愛媛 南斎院土居"遺跡J'1木簡研究.n24} 

南江戸圃自遺跡 (2次 )[みなみえど〈じゅめ】 鈴山市

中世集落 01.6-02.4 3点 畳媛県埋版文化財調査センタ -

o愛媛県埋文調査センタ I愛比売平成13(2001)年度年線』

。震媛県機文調査センタ 『南江戸圃 自遺跡(2次調査)J(2004年刊行予定)

。中野良ー 『安傾 南江戸間 目遺跡J，r木簡研究J:::5) 

別府遺跡 {八つぷ] 北 条 市

中世集落 00.4 -00. 11、01.4-01.6 5長 置媛県埋蔵文化財調査センター

:21)1)2年

2002年

: 2001年

: 2003年

。愛媛県埋文調査センタ:r愛比売平成13(2帥I)年度年線』 片岡2年

。三好総之 f愛娘 別府遺跡J"木簡研究J25) 2003年
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愛媛県高知県

高知県

高知機伝下E敷跡にうちじようでんしもやしき〕 高知市

近世拙下町 01.4-01. 7 51点 高知県文化財団寝蔵文化財センター

。高知県文化財団埋文セ:r高知城伝下屋敷跡一高知地家筒餓庁舎鍛胞埋磁文化財発短周査催告書j (高j叩叫年

〆タ j知県坦緩文化財センタ 発姻剖資綴告書75)

。池揮俊幸 高知 高知域伝下屋敷跡J(1木簡研究J24) :2002年

飛回巌本遺跡 [ひださかもと 〕 須 崎 市

近世集f<< 96.9 -97. 3 10点 高知県文化財団埋蔵文化財センター

。高知県文化財団糧支セ:r飛図版本遺跡!(高知県文化財団渥議文化財センタ 網査報告書35) :1998年

ンター

。小桶問機 f高知 飛回復本遺跡J(1木簡研究J19) : 1997年

船戸遺跡 {ふなと 〕 中村市

中世集落 93.5-94.2 1省 高知県文化財団鹿蔵文化財センター

。高知県文化財団埋文セ:1船戸遺跡中村 宿毛道路関連遺跡発姻調査線告書 日J(高知県文化財団調:19同年

ンタ i査線告書27)
ot:::岡信則 高知船戸遺跡J"木簡研究J16) : 1994年

田村遺跡群 (loc.43)Os.田村遺跡) (たむら) 南国市

中世城館 82.10-82.12 I点 高知県教育委員会

。高知県教委 : 1高知県岡村遺跡群J :19旧年

o高知県教委 : 1図村遺跡群 10分冊{本文10)←高知空路鉱横型車備事実に伴フ埋蔵文化財発 l明6年

"程調査報告書』

。高知県教委 : ，限付遺跡群 14分冊(写真図版4)一高知空港鉱張種備事実に伴う寝厳文化財 i制6年

:発御調査健告書』

o高知県教委 : r岡村遺跡群 15分冊{付図}一高知空港鉱吸盤備事業に伴 ヲ埋蔵文化財発鱈 1986年

:調査線告書』

。森悶尚宏 高知 関村遺跡J (1木簡研究.a5) : 1同3年

図村遺跡群 (loc.39)[たむら] 南 国 市

近世環濠毘敷 83.1 -83.3 4点 高知県教脊委員会

。高知県教委 : r附 f遺跡群 9分冊 {本文9)一高知空港鉱張盤備事実に伴う埋磁文化財発繍 19師年

(調査報告書』

o高知県教書 : 1関村遺跡群 14分間(写真図版4) 高知空港鉱強盤備事業に伴う埋蔵文化財 19師年

:発御調fi.鰻倍"1
。高知県教事長 : 1岡村遺跡鮮民分冊(付図} 高知変港拡張盤備事実に伴う埋蔵文化附発楓 1986年

"0査鎌倉"1
。海側尚宏 高知 図村遺跡鮮J([木簡研究.!I17) : 1995年

芳原械跡 {よしはらじ よう〕 香川郡春野町

中世械館 83.5-83.7 1占 高知県教育委員会

。高知県教昏 : r芳原峨跡発御調資銀告書一高知県菩川郎容野町中央地区県営圃場整備事業に:19剖年

(伴う埋蔵文化財発姻調査線告書J
o出原恵三 高知 芳照城跡J "木簡研究J6) :1984年
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福 岡 県

長野E遺跡(旧、畏野遺跡) [ながの〕 北九州市

中世集落 79.5、81.5-82.2 1点 北九州市教育文化事業団

。北九州市教脊文化事業 『長野E遺跡調査線告書一九州縦貫自動車道関係文化財測査線告省7][北九:19前年

図 I州市埋蔵文化財繍査報告書42)

。小方泰'"福岡 長野遺跡J<1木簡研究J4) :1982年

辻田西遺跡 (巨地区)[つじたにし〕 北九州市

中世集落 80.7 -80. 12 2.~ 北九州市教育文化事業団

。北九州市教育文化事業:r辻附酋遺跡 北九州市八幡西区大字的場山所住J<北九州市樫蔵文化財調査 1982年

因 縁告書13)

。栗山仲司 「福岡 辻関西遺跡J<I木簡研究J4} :1982年

長野角屋敷遺跡(旧.上長野A遺 跡 第1地点) [ながのかどやしき] 北九州市

古代河道 96.12-97.1 点 北九州市教育文化事業団湿線文化財調査室

。北九州市敏育文化事実 『榎麓文化的調査室年綴JI4 :1998年

間埋文調査室

。北九州市教育文化事業 『長野角段敷遺跡ー北九州市総合運動公園に伴う埋蔵文化附の発姻m査報告tJ: 19明年

図屋文調菟笠 (北九州市瑚蔵文化財調査線告書235)

o前図様人 f術向 上長貯八遺跡J[1木簡研究J20) : ¥998年

。木簡学会編 『日本古代木簡集成』東京大学出版会 20凹年

小倉機蹄 にくらじよう] 北九州市

近世娘祁 90.9-92.3 10点 北九州市教育文化事業団i里蔵文化財閥奪室

。北九州市教育文化事業:r小倉峻跡2一勝山公闘泡下駐車場也被に伴う埋緩文化財発俗調査報告2)<化 1997qo.
団理文調査室 j九州市樫磁文化財調査線告おl同)

。谷口俊治 福岡 小倉減跡J<1木簡研究J18) :1996年

小倉織代米掴蔵跡 [11&) [こくらじょっだいまいおくら}※ 北九州市

近世城軒 近代師団司令部 98.9 -99. 1 2fi.~ 北九州市主芸術文化板興財団鹿蔵文化財調査室

o北九州市祭術文化仮興:r小倉織代米御蔵跡 Iー械内大手町線道路改築工事に伴フ埋蔵文化財の発姻調:20昨年

財団漫文調査室 :査報告J<北九州南埋蔵文化財調査線告嘗271)

小倉城代米御蔵跡 [21&)[こくらじ tうだいまいおくら]※ 北九州市

近世城郡 99.4-00. 1 5点 北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室

。北九州市芸術文化仮興:r小倉城代米御蔵跡日一線内大手町線道路改築工事に伴う埋蔵文化財の発銅調 2002年

財団埋文調査室 :査線告1[北九州市埋蔵文化財縄査報告&，272)

小倉域代米田滋跡 [3区) [こくらじようだいまいおくら]※ 北九州市

近世城郭 00.4-01.1 5点 北九州市芸師文化仮興財団埋蔵文化財開査室

o北九州市"術文化猿興:1小倉械代米御蔵跡'" 織内大手町線道路改築工事に伴う埋磁文化財の発蝉綱 2003字

財団坦文調査室 :査報告J<北九州市煙厳文化財調査報告書293)

小倉線御菅請所跡 にくらじようおふしんしょ 〕※ 北九州市

近世城郭 99. 4干 99.7 2.~ 北九州市芸術文化仮興財団狸版文化財調査室

。北九州市芸術文化仮興:r小合城御前荷所跡ー街路本来減内大手町線道路改築工事に伴う埋蔵文化財発 2002年

附団四文調査室 :"，調査線告書J<北九州市埋蔵文化財調査報告Uf258)

朽網南塚遺師 (第 1地点)<くさみみなみづか〕 北九州市

古代集務 02.4-02.122点 北九州市芸術文化復興財団嬰厳文化財調査室

。北九州市芸術文化振興 『桁鋼所塚遺跡 I[策i地引 一政九州自動車道建霞エ本に伴ヲ寝簾文化財調:2凹3年

附図埋文舗を主 査線告5.1(北九州市埋蔵文化財調査綴告書2同

。谷口俊治 『縮問 符綱南駿遺跡J[1木簡研究J25) :2凹3年

主宅廃寺 {みやげはいじ] 福岡市

古代寺院 77.11-78.3 3点 福岡市教育委員会

。禍陶市教委 『三宅廃寺J[福岡市壊蔵文化財側資報告書50)

o二宮忠司 f樋岡 三宅廃寺J<[木簡研究J¥) 
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福岡県

高畑遺跡 (8次) (旧、高畑 廃 寺) (たかばたけ】 福岡市

古代寺院 82.4-82.6 12点 福岡市教育3委員会

。福岡市教委 : I板付周辺遺跡調査線告書9-1982零度簡を慨襲1(福岡市埋磁文化財調査線:1983{手

j告書98)

。柳沢一男 福岡 高畑廃寺J { I木簡研究~ 5} :1983年

。木簡学会編 。『日本古代木簡選』岩波書官 1990年

高畑遺跡 (17次)(たかばたげ) 福 岡 市

古代官街ヵ 98.9-99.3 1点 福岡市教育委員会

。福岡市教委 f高畑遺跡"1< 外環状道路関係腹蔵文化財調査線告書llJ(福岡市埋蔵文化 2001年

財調査報告書676)

o大彪康時 f協同 高畑遺跡J(I木簡研究J25) 2003年

弁稲田c遺跡 (2次 )(.、そうだ〕 福 岡 市

中世ml客 86.7-87. 1 2163点 福岡市教育委員会

。福岡市数委 : r弁側関C遺跡 1J (福岡市埋蔵文化財調査報告書152) :1987年

。福岡市教委 : r芥何回C遺跡rrJ (福岡術埋蔵文化財舗査報告書179) : I叫昨

。福間市教委 : r弁相図C遺跡日 別冊J(福岡市機蔵文化財調査線管~179 別冊: 19同年

。制本正志 楠岡 井相関 C遺跡J<r木簡研究J9) :1987年

弁相自 C遺跡目次 )(.、そうだ] 福 岡 市

古代官間ヵ 95. 1 . 95.3 2点 福岡市教育委員会

。福岡術教委 : I井初図c;ft跡第'1< 高畑遺跡第14!'XJ(福岡市鍾蔵文化財調査領告書458) ; 1996字

。吉武学 r福向 井何回 C遺跡J(r木簡仔究J23) : 21)例年

情多遺跡務 (築港線関係3次 ) (はかた} 福 岡市

中世邸前 85.2-85.12 3点 福岡市教育委員会

。価岡市教委 『問多一都市併蘭道路博多駅築港線関係纏蔵文化財調査線告31(福岡市埋縦:1989年

文化財調室綴告書204)

。博多研究会 『同多遺跡群出土111禽資料集成J : 1996年

。大隆康時 「協縄 問多遺跡鮮{築港線網係第三次調査)J (r木簡研究J10) : 1988年

1・多量蹄務 (61~欠 ) (はかた} 福 岡 市

中世都市 89.12 -90. I H至 福岡市教育委員会

。福岡市教委 : r惇多24 憎多趨跡群第61次発総調査線告J(緬岡市温蔵文化財調査線告書252) : 1991年

"1¥'1多靭究会 : r怖多遺跡群幽土墨書資料集成J : 1996年

。菅厳正人 福岡 博多遺跡群J (1木簡研究~ 19) : 1997年

情多遺跡鰐 (100次)(はかた] 福 岡 市

中世都市 96.10-96.11 1点 緬岡市教育委且会

。編岡市教委 11\'1多81一輝多遺跡鮮第IOO~調査の視要J (福岡市穆厳文化財調葱線告書707) : 2002年

"1¥'1多研究会 『陣多研究会誌11-1tf多遺跡鮮制土箆書資料集成2J : 2003年

。大低燃時 『偏岡 樽多遺跡群J(I木術研究1I20) : 1998年

llJ多遺跡務 (103次)(はかた}※ 福 岡 市

中世都市 97.12-98.2 I点 福岡市教育委員会

。福岡市教委 『問多"←怖多遺跡鮮第 I03~発煽調査報告J (禰陶市埋蔵文化財調査級担任<<1'627) : 2000{f. 

"1¥'1多研究会 『博多研究会誌 II一博多遺跡排出土麹省資料集成功 2003年

情多遺跡終什20次 B区)(はかた)※ 福 岡 市

中世都市 99.12-00. 3 2点 福岡市教育垂員会

。福間市教委 『憾多80 御供所疎開勝権道路関係棲麗文化財調査線告書1(福岡市腹蔵文化:21)02年

:Ill調査線告書706)

。樽多研究会 11¥'1多研究会誌II 樽多遺跡騨幽土盤書資料集成2J : 2003年

鴻踊睦臨 (5次 ・6次 )(こうろかん】 福 岡 市

古代官簡 89.4-89. 12. 90.4 -90. 12 73点 福岡市教育書員会

。福岡市教委 『鴻腫館跡 1J (福関市埋蔵文化財調資線告書270)

。析尾学 『福岡 渇腫館跡J(I木簡研究J13) 

。木術学会編 『日本古代木簡集成』東京大学出版会
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雀居遺跡 (9'年度調査) (ささい〕 福 岡市

古代集落水岡 91.10-91.12 1点 福岡市教育書員会

。福岡市教委 : 1後底遺跡 l第21"調査報告J(福岡市埋蔵文化財調査線告.322) : 1993年

。下村智 糧問 雀居遺跡J(1木簡研究J14) : 1992年

書権B遺陣(1次)(かしも、〕 福 岡 市

古代 中世集落 ・流路 95.4-96.7 7点 福岡市教育委員会

。福岡市教委 : r香椎8遺跡 呑稚住宅砲造成工事に伴う埋後文化財発鍋揖葦報告1(偶岡市:20凹年

坦歳文化財調蕊報告書621)

。淵本E志 f福岡香椎B遺跡J (1木簡研究J¥9) : 1997年

書維B遺跡 (2次)(かしb、) 福 岡 市

古代 ・中 t!t集落流路 96.7-97.4 3点 福岡市教育委員会

。編陶市教委 : 1番機B遺跡一番惟住宅権道成工事に伴う埋蔵文化財発御調査線告J(福岡市 :20凶年

四歳文化財舗驚線告.621)

。制本正志 f福岡香椎日遺郁J(1木簡研究J20) 1998年

立花寺日遺跡(，次)(りゅうげじ〕 ※ 福岡市

古代集落 94.7 . 94. 8 1点 福岡市教育委員会

。福岡市教委 : r立花寺B温跡ー福岡餌刊行高速道路 2号線建般に伴う埋蔵文化問調査報告書J: 1凹7年

福間的埋蔵文化財調査報禽.523)

元岡 桑原遺跡終 (7次 ) ((目、元岡遺跡君事)(むとおか くわばら} 福岡市

古代集落 98.5-99.63点 福 岡 市教育委員会

。師岡市教委 : r九州大学統合移転用油内埋蔵文化財発掘調査概線1一元岡 桑原遺跡瞬発規!目的年

j調査J(福岡市鹿蔵文化財調査報告書帥3)

。吉留秀敏 福周 元同遺跡群J(1木簡研究j21) : 1999年

元岡・集原遭跡務(15次) (旧、元岡遺跡欝)(もとおか くわばら} 福岡市

古代型酷 99.6-99.10 1点 福岡市教育書員会

。緬岡市教径 : r九州大学統合移伝矧地内埋蔵文化財発錦繍菟観報1一元岡 桑原遺跡群発組叩例年

:調査J(福岡市埋蔵文化財調査報告書帥3)

。吉町秀敏 福陶 元同遺跡群J<1木簡研究J22) : 2000年

。木簡学会編 : r日本古代木簡集成』東京大学出版会 20同年

元岡 桑原遺跡事草(18次) (もとおか くわばら〕 福岡市

古代製鉄 99.10-02.2 点 福岡市教育委員会

。福岡市教委 : r九州大学統合移伝用旭内鹿蔵文化財発繊細査続報2一元岡 桑原遺跡瞬発規j四回年

j調査J(福岡市坦蔵文化財調査徹告書743)

。吉留秀敏 悔岡元同桑原遭跡群J(1木簡研究J25) :2003年

元 岡桑 原遺跡幹 (20次 ) (旧、元岡 桑原遺跡)(もとおか〈わばら] 福岡市

古代 集落官街関連 00.4-継 続 中 31点 福岡市教脊委員会

。沼岡市教委 : r九州大学統合移伝用地内埋蔵文化財発観剖蓋使級2一元岡 桑原遺跡鮮発砲:2叩3年

:111査J(偏向市坦篇文化財調査報告書7<13)
。菅枝豆人 福岡元岡 桑原遺跡J<I木簡研究』田 :2凹l年

o育該正人 極向元岡桑原遺 跡群(第二三号) 釈文の訂正と is!l1J(U'木簡研究J25) :2003年

今山遺跡 (8次) (，、まやま) 福 岡 市

古代港 湾 99.9 -00.3 3点 福岡市教育書員会

。米倉秀紀 福岡 今山遺跡J(1木簡研究J22) :2叫O年

下月隈c遺跡群(7次)(しもっきぐま) 福岡市

古代旧河道 01.4-02.3 1点 福岡市教育委員会

。荒牧宏行 福岡 下月隈C噂跡群J<I木簡研究J25) :2帥3年

ヘポノ本遺跡 (52次) (へぽのき] 久留米市

古代官市 寺院 93.1-93.31点 久留米市教育委員会

。久留米市教委 : 1ヘポノ木遺跡平成5年度発焔調査概要J(久留米市文化財調査組告書90) :1994年
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。水願退範 福岡 ヘポノ木遺跡J<1木簡研究JuH 

呉 服町遺跡 {ごふくまら] 久嗣米市

近 i注減ド町 95.iJ -9.'>.6 33点 久留米市教育委員企

oY>.M米市教委 『久町米減下町呉服町遺跡1<久御米市文化財調査鰍告書104)
。大石俳 古賀正美 『協同 呉服町遺跡)<1木簡研究J18) 

魚 屋町遺臨 1I次)1うおやまら] 久ra米市

近世城下町 96.2-96.6 11点 久留米市教育委員会

縄開事

199.年

1995年

: 1996年

。久町米市敏委 :1仇徹米城下町魚屋町遺跡ー第1• 2次調査1<久留米市文化財調査線告.123): 19例年

。水際;!範 楢岡 魚屋町追跡J<1木簡研究J20) : 1998年

後 鎌田遺跡 {ひがんだ} 筑 後 市

rll t佐織館 00.10-01. 2 1点 描岡県教育委員会

。小川n利 筑後市復帰悶遺跡出土の呪符木簡)11九州陛史資料館研究鎗幾J28) 回同年

。小ru拘刷 偏向 彼降闘遺跡)<1木簡研究J23) :2001年

4・F村E隆寺 【つぱきいちはいじ]※ 行 裕 市

古代寺院 92.6-92.12 1点 行橋市教育委員会

。行幡市教委 『柳市!Il命日1<行鍋市文化財調査線6324) : 1996年

知，去寺遍陣 12次}【ねl'じ】 豊 前 市

中世寺院 81.7-81.8 1点 鐙前市教育委且会

。礎的市教委 : 1如法令一橋縄県鰻前fIj所在中世。院の関当証1<般的市文化的調査線告傷4) : 1983年

。到底松敏史 楢剛 如法帯遺跡) <1木簡研究J8) :1986年

井上3医師宜遺跡 11、のうえゃくしどう 〕 小 郎 市

古代1知事 84.8-85. 3 6点 福岡県教育委員会

。傾向県教委 : 1九州償断自動車道関係陶磁文化財調査綴告10小郎市所夜井上3医師堂遺跡の 1987年

(調査』

。平川耐 UtlP<:1tニ 三 井上鄭師食塗跡出土木簡の再険討J<小邸市教書 『上砦飼遺跡調査概観』付 20回年

上滑2年間中愛生 :偏}

。倉t主嫡彦 楢嗣 井上郷舗盆遺跡1<1木簡窃究J7) : 1985~ 
O木簡学会編 : 1白河豚古代オド備選』砦厳.16 :19抽年

。平)11rti 福岡 芥上'医師雀遭跡{第七号} 釈文の町正とi皇加)1Iオド術研究J22) :2叩 0年

九州大学筑紫地E繍向遺跡 [きゅうしゅうだいがくっ〈しち〈二 うなU寸 大野峻市

古代 傾顕不詳 81.1-81.8 2点 九州大学筑繁地区迎蔵文化財調査会

。九州大学作目僚組区浬 『九州大学明蔵文化財調査線告一九州大学筑紫地区;Jt跡群第3冊J : 1994年

文調査室

0.伎晴彦 。f福岡 九州大学(筑紫抱区)構内遺跡J1I木簡研究J4) ;1982年

。木簡学会編 『臼本古代木簡溜』砦渡.18 : 1990竿

大宰府跡政庁地区正匝後方集地東北隅 126，欠)1だざいふ]※ 太宰府市{旧 筑紫郡太宰府町}

古代官街 73.4 -73.11 930点 福岡県教育委員会

。九州殴史資科館 : 1大宮路府史跡昭拘48年度舞踊舗査概011
o九州隆史資料館 : r大第府史跡幽土木簡続線11 

。九州限史資科館 : 1大移府政庁跡』

。太磯崎市史編集委民会 :1太移府市史古代資料編』

。会信網彦 大事府跡Hl土の木簡J(i'i詩文研 『第l白木簡研究集会記録J)

1914年

1976年

2002年
2003年

1976年

1990年

1994年
。木簡学会綱 : 1日本古代木簡遺』岩該寄宿

。神様..也 俊雄'"編 : 1上代木簡資特集成』おうふう

大宰府陣月山東宮街地1& 199次 )1だざいふ} 太君事府市

古代官間 86.3-86.5 1点、 九州歴史賢料館

。九州歴史資斜館 『大串府史跡昭和制年度受短調li概傾』

。大事的市史編集委員会:IA割拠府市史古代資料編』

。貸住繍彦 福岡 大事府跡J1I木簡僻究19)
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大宰府跡学校院地区東辺部(74次 )(だざいふ〕 太宰府市(旧 筑繁郡太宰府町)

古代官補 81.1"81.3 9点 九州歴史資料館

。九州歴史資料館 : I大宰府史跡昭和"年度発姻綱査概観J : 1982年

。九州歴史資料館 : I大宰府史跡幽土木簡既報J2 ;1985年

。太宰府市史編集委員会:r太宰府市受古代資料編J :2伺3年
。倉住婿摩 『筒岡 大事府学校院跡東辺富市J (1木簡研究J3) : ¥981年

太宰府跡学桂院地区東辺部(77次) (だざいふ〕※ 太宰府市(旧、筑紫部太宰府町)

古代官街 81.9.81.12 2点 九州歴史資料館

。九州歴史資糾館 : r大宰府史跡昭和"年度発鎗調査既報J : 1982年

。九州歴史資斜館 : r大事府史跡幽土木簡複線J2 ;1985年

大宰府跡学桂院地区 (左朝四条四幼) (38次) (だざいふ)※ 太宰府市(旧、筑繁郡太宰府町)

古代都市 75.1 -76. (月不詳 占 九州歴史資料館

。九州歴史資料館 : r大宰府史跡昭和51年度発銀周盗概線J : 1977年

。九州歴史資料館 : r大宰府史跡幽土木術慨報J2 ;1985年

大宰府臨iI司地区 (54次) (だざいふ〕※ 太宰府市(悶 筑紫雲B太宰府町)

古代官間 77.11-78.53点 九州歴史資料館

。九州歴史資料館 『大宰府史跡昭和53年度発倒調査慨報J : 1979年
。九州歴史資科館 『大率府史跡出土木簡続報J2 :1985年

。太富裕府市史編集委員会 『太事府市史古代資料編J ;2003年

大宰府跡蔵司西地区 (4次) (だざいふ)※ 太宰府市{旧、筑繁郡太宰府町)

古代官補 70.2. 70.5 9点 福岡県教脊委員会

。箇岡県教" : 1大宰府史跡第4次発組調査概要J : 1970~ 
。梅岡県教委 : r大宰府史跡昭和45年度発姐調査の概要J(福岡県文化財調査報告書47) : 1971年

。九州歴史資料館 : r大宰府史跡出土木簡慨線J1 : 1976竿

。大寄与府市史編集委員会:I太宰府市史古代資料編J :2003年
。倉住嫡彦 大宰府跡出土の木簡J(斉詩文研 『第1悶木簡研究集会記録.11) : 1916年

。木簡学会編 : 1臼本古代木簡選』岩主主審底 1990年

。神様車也 佐藤信縦 『上代木簡資特集成』おうふう 1994年

太宰府跡不丁官街地区{右朝五条ニ幼) (83次) (だざいふ] 太宰府市

古代都市 82.11 -83.2 3点 九州歴史資料館

。九州歴史資料館 『大宰府史跡昭和四年度発綱調査慨線』

。九州隆史資料館 『大宰府史跡出土木簡複線J2 
。倉住嫡彦 『福岡 大窃府跡J(1木簡研究16)

1984年

1985年

1984年

大宰府跡不了官街地区 〈右郭五条ー坊 二翁) (84次) (だざいふ〕

古代都市 83.3-83.11点 九州歴史資料館

。九州箆史資料館 『大事府史跡裕和58年度発御調査概匁』

o九州歴史資料館 『大家府史跡出土木簡概線J2 

。倉住綱彦 I福岡 犬家府跡J(1木簡研究)6)

太宰府市

年

年

年

制
白
押
剖

9

9

9

 
大宰府跡不7官街地1& (右靭六条ー坊 二坊) (85次) (だざいふ〕

古代総市 83.7-83.1058点 九州歴史資料館

。九州歴史資料館 : r大宰府史跡昭和58年度発栂凋査僚級』

。九州歴史資料館 : 1大事府史跡出土木鮪複線J2 
。倉住嬬彦 福岡 大事府跡J(1木簡研究16)
o木簡学会編 : 1岡本古代木備選』岩波書rB
o神森卓也 佐雌(.偏 『上代木簡資科集成』おうふう

。木簡学会編 『日本古代木簡集成』東京大学幽際会

太宰府市

， 1984年

: 1985年

1984年

: 1990年

1994年

: 2003年

大宰府跡不丁官街地区 (87次 )(だざいふ〕 太宰府市

古代官補 84.1-84.3 51点 九州歴史資料館

。九州服史資料館 : 1大宰府史跡昭和田竿度発倒調査続報』

。九州歴史資料館 : I大宰府史跡出土木簡概綴J2 

。太宰府市史編集委民会:I太宰府市史古代資斜編』

。倉佳繍彦 福岡 大宰府跡J(1木簡研究J8) 

: 1985年

:1岨 S年
: 2003年

: 1986年
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。木簡学会編

。木簡学会編

: r日本古代木簡選』岩政審底

: 1日本古代木簡集成』東京大学出版会

大宰府跡不了官街地区 190次)1だざいふ] 太 宰府市

古代官街 84.5-84.7 47点 九州歴史資料簡

。九州歴史資料館 : r大宰府史跡昭和四年度発姐調査概報』

。九州歴史資約館 : r大宰府史跡出土木簡慨線J2 

。太傘府市史編集委員会:r太宰府市史古代資料編』

。倉住靖彦 偏向 大寄与府跡J11木簡研究Js) 

。木簡学会編 : r日本古代木繍選』岩渡禽底

。木簡学会編 : r日本古代木簡集成』東京大学出版会

大宰府民葬不丁官街地区 198次)1だざいふ] 太宰府市

古代官簡 86.1-86.3 12点 九州歴史資料臨

。九州歴史資料館 : r大事府史跡昭平日61年度発銀調査続線』

。倉住婿第 樋闘 犬事府跡 I[木繍研究)9)

。沖海域也 佐様信網 : r上代木簡資料集成』おヲふう

大宰府陣不7宮簡地区 1124<'1)1だざいふ} 太 宰府市

古代官街 90.10 14点 九州歴史資料館

。九州歴史資料館 『大寄与府史跡平成2年度発姻調査観報』

o倉住締局ま 福岡。大宮路府跡(不1守地区)J (r木簡研究..Q13) 

大宰府陣 大補地区 114次 71年度)1だざいふ}※ 太宰府市(旧、筑紫邸太宰府町)

古代富市 11.9 5点 福岡県教育委員会

。九州歴史資判鮪 : r大宰府史跡昭和46年度発御関査概緩』

。九州歴史資料館 : r大事府史跡出土木簡慨領JI 

。太宰府市史編集委員会 『太窃府市史古代資料編』

。倉住靖彦 「大宮路料跡凶土の木簡J1奈文研 『第1回木術研究集会記録J)

大宰府跡大補地区 114次 83年度)1だぎいふ] 太宰府市

古代官筒 83.11-84.110有 九州歴史資料館

o九州歴史資料館 : r大宰府史跡昭如四年度発組調査既則

o九州歴史資料館 : r大宰府史跡凶土木繍概観J2 

。太宰府市史編集香員会:r太事府市受古代資料編』

。倉住情彦 筒岡 大事府跡J1I木術研究JS)

大宰府跡大補地区(76次)1だざいふ) 太宰府市(旧、筑紫郡太宰府町)

古代官街 81.4-81.9 21市 九州歴史資料館

。九州艇史資料館 : r大宰府史跡昭和56年度集縦訓宜概徹』

。九州歴史資料館 : r大慾府史跡出土木簡概綴12 

。倉住..琢 偏聞 大家府跡(大補地区)J (U'木簡研究J.) 

大宰府跡広丸地区 196次 )1だざいふ】※ 太宰府市

古代官衡 85.6-85.10 2占 九州歴史資料館

。九州歴史資料館 『大雪佐野史跡昭和60年度発樋調査既報』

福岡県

: 1990年

: 2003年

: 1985年

:1同時

:2凹 3年
: 1986年

: 199咽年

: 2003年

¥987年

1987年

1994年

19例年

1991年

1972年
1916匁

2003年

1976年

1985年
1985年

2003年
1986年

1982年

: 19同年

1982年

1986年

大事府跡月見山地区 (左抑八条九翁) 133次)1だざいふ〕※ 太宰府市 11日、筑紫罰太宰府町)

古代都市 74.5-74.9 5点 九州歴史資料距

。九州歴史資料館 『大宰府史跡昭和何年度発楓間査概観J : 1975年

o九州歴史資料館 『大宰府史跡陶土木簡続報.D2 : 1985年

観世音寺師東辺部 145次 )1かんぜおんじ〕※ 太宰府市 11日 筑紫郡太宰府町)

中世寺院 77.4 -77.10 9点 九州歴史資料館

。九州歴史資料館 : r大準府史跡昭卯'"ド度発担単調査概線J : 1978年
。九州歴史資料館 : r大宰府史跡凶土木簡慨線1I2 : 1985年

観 世音寺僧耳跡 170次)1かんぜおんじ} 太宰府市

中世寺院 80.4-80.12 13点 九州歴史資料賠{旧、抵紫郡太宰府町)

。九州歴史資料館 : r大宰府史跡昭拘56年度発御調査概緑』 φ1982隼
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。九州度史資料館 『火事府史跡出土本簡既報J2 

0太事府市史編集餐U会 『太事府市'"古代資純絹』

。倉住嫡，. 悩向 観世脅寺僧傍跡J(1木術研究J3) 

: 1985年

2003年

1981年

楓世音寺北面築地跡 (78次)(かんぜおんじ]栄 太宰府市

中世寺院 82.11 -83. 4 11点 九州歴史質料館

。九州歴史資制館 『大事府史跡開制51年度発鋸調査慨線』

。九州歴史資科館 r大嘗府史跡闘土木簡際線J2 

観世音寺跡南門前面緩 ()09• 111次 )(かんぜおんじ}※ 太宰府市

中世寺院 87.7-87. 12.曲 1-88.68車 九州歴史資料館

。九術歴史資料館 : 1大嘗府史跡昭事'063年度発姻聞道概線』

1983年

1985年

1989年

観世音寺陣東置中央制i(119次 )(かんぜおんじ】 太宰府市

古代寺院 89.4-89.83点、 九州歴史資料師

。九州歴史資料館 : 1大移府史跡平成元年度完熔関沓概線』

oj町住靖彦 福岡 観世音寺跡(東辺中央郎)J Cf木簡研究J13) 

観世音寺南門跡 (130次 )(かんぜおんじ] 太宰府市

中世寺院 91.4-92. 12 3点 九州歴史宙科阻

。九州歴史資料館 : 1大省府史陽平成4年度建制調査慨線』

。倉{皇制1ft;彦 循絢 観世音寺跡(甫門僻)J cr木簡研究J¥5) 

観世音寺跡成壇院 (1日次)(かんぜおんじ〕終 太宰府市

中世寺院 94.10-94. 12、95卜 95.2 8点 九州歴史資料館

。九州歴史資料館 : 1大事府史跡平成?年度発側四策概徹』

金光寺跡 (57次 ) (ζ んζ うじ] 太宰府市(悶、坑妹都太宰府町)

中世寺院 78.5-78.114点 九州歴史資料館

。九州歴史資料館 『大事府史跡沼拘53年度鐙姐調貧視線』

。九州歴史資料館 『大宰術史跡出土木簡概報J2 

。倉健繍彦 『福岡 金光寺跡J(1木簡僻究J2) 

19"年
19例年

1993年
1993年

; 1996年

年

年

年

9

5

0

 

目
別
同
制

金光寺跡 (67次)にん二うじ] 太宰府市(旧、筑繁邸太宰府町)

中世寺院 79.12-80.5 24点 九州歴史資料館

o九州歴史資約節 : 1火事府史跡昭拘55惇度費量焔調査院彼』

0九州歴史資料館 : r大犠府史跡出土木簡概liJ2 
。倉住靖磨 悩関 金光寺跡J (1木簡研究J2) 

金光寺跡継定地 (97次)にんζ うじ〕 太宰府市

中世寺院 85.10 -86. 3 8点 九州歴史賢料館

。九州隆史資科館 『大事府史勝昭和62年度受傷調査慨相』

。倉住鏑彦 『福岡 金光寺跡継定抱』【『木簡僻究J10) 

: ¥981年
: 1985年

: 1980年

19同年

19曲年

大宰府条幼跡左"十二条 幼 +二条ニ幼(168次 ) (fございふじよヲぼう]

古代都市 95.6-96.1 2点 太宰府市敏脊委員会

。太ヨ隣府市史編集委員会 1太事府市史古代資料編』

。太*Iff市教魯 1大惨府粂坊跡目J(却叫年刊行予定}

。井上僧正 中島健次郎師向 太宰府条坊跡1(1木簡研究J18) 

太宰府市

2003竿
2004年

1996年

大宰府条坊酔右朝七条七翁 (2次 )[だざいふじようぼう] 太宰府市 [1目、筑繁廊太宰府町}

古代都市 79. 12・80.1 1点 太宰府町教育書員会

。太宰府町教養 : 1大事府条坊跡ー観世音寺土地区画墜哩に伴う楚銅調査(l)J(太移府町の文 1982年

i化財，)

。山本信夫 福岡 大宰府条物跡J(1木簡研究J8) : 19師年

脇遭遇跡 (1• 2次)[わ舎どう ] 太宰府市

古代集落 92.4-92.11 点 太宰府市教育書員会

。太宰府市教'1i : 1脇 ;1遺跡』

。太事府市史編集'1i民会:r太智拠府市史古代資料編』

1995年

2003年
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福岡県

。井上{宮正 福司 脇道遺跡J叩木簡研究J15) 1993{手

長安寺廃寺陣 (8次)(ちょうあんじt品、じ〕 朝倉郡朝倉町

古代寺院 99.1'99.35点 朝倉町教育委員会

。朝倉町教徒 : 1長安寺箆令跡宮地獄古喰脈J(伺倉町文化財調室鰻告書川 。2凹 2年

。姫野健太郎 l曙.."福岡 長安寺廃寺跡J(1木簡研究J22) :2000年

松崎遺跡 [まつざさ] 棚倉郁夜明町

古代集yt: 93.8-93.113点夜明町教育要員会

。夜須町教曇 : 1伝崎遺飾 IJ (夜須町文化制調査線告.28) : 19田年

。夜須町教委 : 1鐙崎遺跡ロJ(夜須町文化財調査線告書33) : 1996年

。石井侠英子 悔岡 俗僧遺跡J(1木簡研究J18) : 1996年

豊前国府跡 [ぷぜんζ くふ〕 京郎邸畳砂町

古代中世官間 84.10'84.11 点 豊津町教育書員会

。It:d:町教書 : r艶前回府附卯"年度努鋼調査慨鰍J(重峰町文化財調袋線告書3) : 1985年

。石伝幻雄 樋岡 ・前国府跡J(1木簡研究J8) :1986年
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九州沖縄

佐賀県

牟園口遺跡 (21&)(むた ぐら〕※ 佐 賀 市

中世集落 00.10'01.2 1点 佐賀市教育委員会

。佐賀市教魯 : 1佐賀海水事実に伴う坦超文化財調査線告書4卒園ロ遺跡 皐関口温跡ト3区 2同3年

三本柳遭瞬の調査1，佐債市文化財損益細密"140)

中原遍師 (99年度調査)【なかばる〕 唐津市

古代集鷲 ・水関 99. 7 -00. 1 2点 佐賀県教育委且会 r.lfll!布教背番且会

。能'賀県教書 : 1酋九州自動車道建震に伴う埋蔵文化財発鍋関釜慢線中順遺跡J :2002年

。小伝際 佐賀 ゆ原遺跡J'1木簡研究J22) :20凶年

中原遺跡 (00年度調査) (なかばる] 唐海市

古代集落 00.4-01.3 9点 佐 賀 県教育祭員会 局智治市教育妥且会

。国土交通省佐賀悶道工 :，来，..国を織る百九州自動車道文化財調査慨要J : 2001年

事事務所佐賀県教香 i 
。佐賀県教書 : r西九州自動車道建般に伴う哩蔵文化財提姻調進視線中原遺跡J :2002年

。小e公務 佐賀 中原遺跡J'1木簡研究J24) :2002年

荒堅目遺跡 {あらかため] 紳崎郡神崎 町

古代集結燦甚 8'1.8-85. 3 1点神崎町教育委員会

。神崎町敏'1> : 1荒堅鴎遺跡ー佐賀県神崎廊伸鏑町大字見区根所在荒鹿目遺跡の調査慨要1，神 1985年

i崎町文化財調査線告書12)

。佐賀県敬愛 : 1佐賀県鵬業基盤鐘髄事業に係る文化財関笈線告書.1(佐賀県文化財調査線 1986'手

:告書83)

。ハ"j区 佐賀荒堅固遺跡J<1木簡研究J7) :1985年

吉野ヶ里遺跡 (吉野ヶ里地区(111&) (87年庫調査)(よしのが り]

古代官簡集務 86.5-87.3 1点佐 賀県教育委員会

。佐賀来敏背JT文化財諜:1音瞥ケ星J，佐賀県文化財調蛮報告書L13) 

。七闘忠昭 佐賀 吉野今夏遺跡J<1木簡研究19)

吉野ケ里遺障 (耳置屋田町館地区)(よしのがり】 神崎郡神崎町

古代官筒 ・集許容 86.5-88.12点 佐賀県教育委員会

。佐賀県教脊庁文化財..: r菅野ヶ旦J(佐賀県文化財調1t9iH!j'. 113) 

。七凶忠附 佐寅 吉野ヶ里遺跡群J(1木簡研究J10) 
。木簡学会繍 : 1日本古代木簡選』岩波書宿

神埼邸神崎町

1992年

¥987年

年

年

年

M

K

M
伺

mW

9

9

9

 

吉野ヶ里遺跡 〈志議直三の縛阜地区) (87年度調査) (よしのがり〕

古代官簡集第 87.4-87.10 6転佐賀県教育委員会

。佐貨商品教育庁文化財課:1吉野ケ毘J(佐貿県文化財調査線告書113)

。七闘忽昭 佐貿 吉野ヶ里遺跡群，<1木簡研究J10) 

。木簡学会編 : 1岡本古代木簡選』岩盤，.底

神崎耶神鳩町

1992年

¥988年

¥990年

本告$田遺跡 〔もとおりむた〕 神埼郡神 崎町

中性城靴底聞 85.4-86.22怠神崎町教育書員会

。伸鳩町教書 :1本告牟図酒量跡的小糠，... 一昭和同年度僕集.!Ii.孟盤備事業に係る埋輝文化財;¥叫6年

;J!姻調査概要1(神埼町文化財調査tRS!i.13)

。佐'賀県教'1> : 1佐賀県農業.!Ii盤盤備事実に係る文化財調査'Ur.sJ(佐賀県文化財調査領;1同7年
:告書8S)

。神鳩町教書 : 1本告本図通跡O.J区 佐賀県神崎邸伸崎町大学本管牟問所在遺跡の鐙鍋調:1998年

: ]直線告書1，神崎町文化財調査線i!fS62】 : 

。八場実 佐賀 本告牟図遺跡J仰木簡研究J10) : 1988年

機原三本谷商遺跡(IT区)(じようばるさんlまんだにみなみ〕 神崎郡神崎町

古代初I川 沼地 92.8-93.2 100点以 上 神 崎 町 教 育 書 員 会

。神緑町教筆 。『城原二本谷西遺跡 妓'"三本谷北遺跡。峻'"三本谷南遺跡慨録1(神埼町;19同年

文化財調査報告書35)

。神崎町教書 『城原三本毛筆北遺跡 織原三本谷市遺跡観線J(神鳩町文化財調査線告:136) 羽田年
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。桑原拳剣 f佐賀織原三本谷南遺跡J'1木簡研究J15) 

中園遺跡，m区)【なかぞの〕 神崎郡神海町

古1~集落 9 1. 9 - 9 1. 11 2点 仲崎町教育祭且会

。伸鳩町教." : 1中国遺MIl'ru.[V.V区J，神崎町文化財綱変緩衝.32)

。a島原彰刷 佐賀 ゆ幽遺跡田区J<1木簡僻究JJ7}

姉 川織跡 {あねがわじよ う] 伸梅概仲崎町

中世被館 89.11-90.3 1点 神崎町教育委員会

。神崎町教." 十『姉川峻跡J，神負傷町文化財調査鍬告書50)

。桑原噂則 『佐賀鈴JlrJ.$静J<I木簡研究J17) 

多国過酷 {ただ〕 梓lil郁白石町

古代集落 89.8-90.33点 白石町教育委員会

佐賀県

。1993年

1992年

1995年

1996年

。1995年

。佐賀県敏委 : r佐貿県農業)1;盤被備事業に係る文化財調査線告書9J，佐賀県文化防調査線 1991年

:&.101) 
。捜部俊俄 佐賀 多国遺跡J'1木簡研究』日 :1991年
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九州ー沖縄

長崎県

興著町遺跡 (八尾宅跡) [こうぜんまち〕 長輔市

近世町屋 91.12-92.1 点長崎市教 育普且会

。長鱒市教委 : 1興嘗町温跡 臼本団体生命保険隊式会社長崎ピル主主般に伴う唄磁文化財発銅 1995年

;調査報告書』

。永"". 長崎 興古書町遺跡J[1本術研究J14) : 1992年

沖雛陣 (4次)(おきじよう} 聾 阜 市

中世近世織館 95.11-96.3 5息長崎県教育書員会

。長崎県教委 : 1伸被跡J(長崎県文化財調査線告書143)

。111口洋平 「長鱒 沖蟻跡(!)J (r木簡研究J23) 

沖城跡 (凹年度調査)[おきじよう 〕 諦 早市

中世近世城曲 98. 12・99.2 6.~ま Z素早市教育書且会

1998年

2001年

0，"早市教委 『沖織跡 市道凶弁陳南北線道路改良工事に伴う発姻調査線告1I>J(棟早市文 2000年

化財調査線告書1')

。川頬緩ー 『長鱒 神城跡 (2)J (r木簡研究Jm :.1年

鹿島海底遺跡 (02年度岡査 )(たかしまかL、ても寸 ※ 北伝捕邪鷹島町

中世海底遺跡 02.7-02.12 7点 鷹島町教育昏員会

。鹿島町敬愛 : 1鷹島海底遭瞬、.ー侵崎県北伝繍廊鹿島町神崎港政修工事に伴 ヲ発鋼調査概根回目年

:<llJ (鷹島町文化防調査制服告書7)

原の辻遺障 {はるのつじ] 壱岐邸石岡町 芦田町

古代官簡集害事 93.4-94. 3 5点 右悶町教背番員会

。長崎県教委 r阪の辻iI跡 絹鈴川減免家総合後備併画面(園場整備事業)に伴 う岨磁文化附緊 1995年

急発規網査報告書IJ(畏崎除文化財綱査線告書124)

。副島和明 ・f長崎原の辻遺跡J(1木簡研究J16) :199時年
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熊本県

上高崎高田遺跡 (1次 )(かみたかはしこうだ] 熊本市

中世U!1存 90.3-91.5 I 車問本市教育委 員会

。熊本市教委 : 1上高繍商問遺跡第l次鋼管区鐙銅綱査概鰍』

。熊本市教委 。『熊本市岨蔵文化財調査年)，，， 昭和"年度、平成3年度』

。網周純生 『熊本 上高鍋高田遺跡J<1木何菌研究J13) 

上高得高田遺跡 (3次)(かみたかはしこうだ〕 熊本市

中世集落 9-1.3-94.91点 熊本市教育委員会

。熊本市教委 : 1熊本市埋蔵文化財調査年鰻2 平成4年度、平成8年度』

。網開純生 熊彩 土術婦高悶遺跡J<1木簡研究J23) 

自粛遺跡務 {しらふじ〕 楠 本 市

近世集鷲 97.4-98.1 点 1~木市教育昏員会
。熊本市教番 『熊本市甥雌文化財調査年報3一平成9年度、平成10年度』

。仲間和人 『熊本 自縛遺跡騨J<1木鮪研究J23) 

鞠管機跡(18次)(さくらじよ う] 鹿本郡菊鹿 町

古代山被 96.4-97.3 I点 熊本県教育庁文化製

。熊本県敏委 : 1胸智被跡第1''''調査線告J<鰐本県文化財調査線告169)

。首位欣ー館 r，限窓 絢智峻跡J<1木簡研究J19) 

鞠智減跡 (20次) (きくらじよう]※ 鹿本郡菊鹿町

古代山蜂 96.4-97.3 3点 徳本県教育庁文化現

。熊本県教委 : r駒智被跡第21次開査線告J<熊本県文化財調査緑町'J)

-249-

.0iI県熊本県

"四年

: 199陪年

: 1991年

; 1999年

: 2001年

20曲年

2001 'f-

。1998年
: 1997年

2000年



九州沖 縄

大分 県

蔵田遺陣 {ふじた} 宇 佐 市

中世集椛 82.7 -82. 12 l.e: 宇佐布教育舎員会

。字佐市教;:， : r♀位地区掴省骨盤側関係受姻調査概線薩図迎勝』

o小倉正玄 f大分 磁限遺跡J<r木簡研究15) 

下林遺跡 (IV区) (しもばやし) 宇 佐 市

古代 寺 院剖 5"92.3，92.8・92.9 2点宇佐市教育委員会

1983年
1983年

。字佐市敏;:， : r 般国道10%字位進路建般に伴う哩巌文化財提椙調査概111m下株遺跡J : 1四 2年
。大分県敏後 『大分県哩蔵文化財年銀事耐震3年度1 凶93年

。字伎布教;:， : rー般聞道10-ij-*，佐別府道路建霞に伴う埋蔵文化財提抱調査線告書 Ilt~属医寺: 1995年

:遺跡切帯遺跡下緋遺跡W区1
。小倉正玄 大分 下体遺跡W区J<r木術研究J18) : 1996年

飯潔遺跡 {いb、づか】 東 園東l!1!国東町

古 代練移泥湿地 99.1・99.8 55点 国東町教育委員会

。聞東町教¥1! : r飯縁遺属高←東国東稲広域迎合健合文化B極限に伴う受綱..，縄'''1(大分県:2002年

j国東町文化財調査線告書26)
。泳低みゆ舎 鎗If拘己大分飯縁遺骨f.J <r木術研究J22) :20∞年

。鎗"拘己 大分 飯塚遺跡〈第二二号} 釈文の訂正と週初J<r木簡研究J24) ;2002年
。木簡学会網目 : r臼本古代木簡集成』東京大学出版会 :2003年
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大分県富鱒濃

宮崎県

前田遺跡 (m bl&)(まえだ〕 宮 崎 市

中世~近世水回目 11-96. 11 点 宮崎県埋蔵文化財センタ ー

。宮崎県糧支センター : r前関遺跡ーー般国道10号宮崎花パイパス建殴に伴う咽巌文化財発燭調査保管 1998年

:，.1 <宮崎県縄蔵文化財セノタ一発鏑調査鎌倉.9)

0，"憲章 宮舗 網開遺跡I<[木簡研究J19) : 1997年

.北小学桂敵 地問遺跡 {つまきたしょうがっ こう しきちなL、] 西都市

古代性格不祥 73. (月不鮮点 略設工事中

。近語協 日向考古資約，-西都市J>jt小学陵象地内の幽土の木簡および墨書土器Hr宮:199悶年

僑県総合間物館研究Je裏目平成4隼度J)
。返蔵施 「宮崎 婆北小学校敷地内遺跡i<1木簡研究J15) : 1993年

昌 明 寺遺 跡 (A1&) (しようみようじ] えびの市

古代集落 95.6-95.81点 えびの市教育委員会

。えびの市教書 『昌明寺遺跡 県営担い手育成.!UII整備事業自明寺旭区凶....備事業に伴う埋:20例年

蔵文化財提絹調査J<えびの市圏磁文化財調査観音書30)

。中野和浩 f宮筒県えびの市島明寺遺留事』何日本考古学年線J48 臼 本 考 古 学 協 会 :1997年

。中野拘稔 『宮崎 自明脅遺跡i<1木簡研究J18) : 1996年
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九州・沖縄

鹿児島県

浜町遺跡日次) (はままら]※ 鹿児島市

近世地下町 96.12-97.325点 鹿児島県立湿蔵文化財センタ ー

。鹿児島県立糧文セ 〆タ 『浜町遺跡 直図循移股盤備本来に伴 つ埋蔵文化財発鍋調査鍬告書J(鹿児島 2000年
県立哩蔵文化財センター琵燭調査領告書25)

東田遺跡 {きょ うでん] 川内市
古代水関 誌路 00.9-01.5 1点 鹿 児島県立j里蔵文化肘 セ ンター

。鹿児島県立埋文セ ンタ:r漫文だよ り 26

。官図栄二 川口雅之 鹿児島 東図遺跡J(1木簡研究J24) 
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鹿児島県沖縄県

沖縄県

那覇港周辺遺跡総旧東村地区 {なはニうしゅうへん} 邪 覇市

中世集落 96.9 2点 郊覇市教育委員会

。玉城安明 枠縄 邪覇港周辺遺跡防旧東村地区J([木館前研究J19) : 1997年

銘 苅直禄原遺跡〔めかるすぐるくばる} 邪覇市

中世遺物包疎地 98.10-99.3 2怠 那覇 市教 育委員会

。邪羽市教袋 : r銘文句砥禄原遺跡 銘対jJj京市遺跡1(埋蔵文化財発栂調査ニュース10) : 20叩年

。邪覇市教委 : r銘鈎直禄原遺跡J(那覇市教育香員会文化財調査報告書57 ) 四 回 年

。禽問麻子 沖縄 銘苅直様原潰跡J(1木簡研究J22) :2000年
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(ふりがな)
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遺跡名 (調査次数)

都道府県名

所在地
(丁目、文字まで}
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初道府県別

北海道

愉山廊江差町 日

倫山廊よノ園町

宵蒜県

*'梅市
u駒市

八戸市

円陣織鐙邸機陶町

""・-盛m平賀町
北樽鰻m市浦村

岩手県

5 

s 

6

6

6

 

6 

6 

水俣市 7 

"土市 7 

，<例市

2舞蔽郡禦厳町 一 日 7-' 
商."字"平殿町 8-10 

拘賀獅江釣子村-"上市

宮様県

船古市 " 

石巻市 " 

古川市 一 " 

多賀媛市 12-17 

伊""丸議町 "11 

".."鈴島町 " 

"銅"三本木町 一 " 
i宣図...，牛岡町 H 

換金"矢本町 口

敏図県

~岡市 " 

限平市

麻在市

男鹿市

8

8

9

 

1

1

1

 
大働市 ........................ "'19 

"験関属鹿幾町 一 回

山志郎常丘町 " 

~~闘廊玉嫌自町 .................19 

陶秋闘廊井川 町 " 

仙北m仙北町 " 

仙"..千畑町 ......19-21 

平鹿m大量長町 22 

山現場県

山形市 " 

米沢市 " 

鶴岡 市一 一 23-2・
師岡市 一2<、25

_1'1江市一 25 

東置賜飾川西町

東回JIIOIli&町

飽海郎副堕佐町 "、"
飽海"A幡町 " 

福島県

活島市 27 

会梅若佐宮市 .....27 

.27、"麟山市

木簡出土遺跡所在地索引

いわき市 "、29

・原町市 29 

老母編"畏沼町

耶同僚野山..町

古川廊玉川村 29 

茨 械 県

鹿島市 如

実監"明野町 " 
鎗島..健和町 抑

留 本 倶

6 足利市

樹木市

佐野市

傍 馬 県

前楓市

伊努僑市

"岡市

富岡市

33 

31-32 

.....32 

33 

rU~llI rtl.~rr 33 

書糞廊隼柳町 2< 

R時関脇豆島町 ，.. 
紙回廊箭闘町 M 

a骨随..・，..本町 " 
蝿 玉 県

川崎市 一 一 日 3s 

熊谷市 35 

行間市 35 

児童飾美里町 山 35 

児玉鹿児玉町 一一 35

大星思岡錦町 35 

"埼玉邸騎西町 お

手 議 集
司"鹿市 .......".......... ...37 

佐原市 37 

市原市 37 

楢ケ橋市 37 

"取..犬家町 37 

Jl!J:r1l 
千代闘区 38-39 

中央区 ぃ 39

僧区 39-40 

.時宿区 40-42.45 

3左京区一 位、将

官東区 ω~例

.闘区 “ 
"谷区 “ 
生区 ........45 

飯鍋区 " 

足立区 " 

" 
" 

.飾区

八王子市

東村山市

初覇権川県

“.市

小回原市

，'f.今崎市

鰻顛市

2

2

2

2
 

S

5

5

5

 

8

1

 
‘5
 

" 
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29 

29 

新渇県

・''''市
長岡市

三条市

柏崎市 日

" 
" 
" 

司両信関市 " 

加茂市 .. 

"'"川市 .. 

a柵市 " 
.t健司Ii............... ......................55 

" 
北橋'官邸筆陣付 " 北摘原郡加治川村 ぃ 56 

北清書原郎中条町 ......56-57 

~ .. 際線慣魅町 57 

衛調町原働省園町 57 

剛諸原邸図上町 幻

ね

33 

'"積原.. 栄町

三島縮刷島村

58 

58 

三a..幽"崎町 58-59 

耐魚沼.. 六日町 " 

中畷様鏑煩線付 " 

~榎械.. 吉川町 " 

循慎様.. 青梅町 " 

-ー*'..荒川町 " 

掛船郎神桃村 59-60 

佐被郎伺川町 →60 

西繍原"，.婿町-，時刻市

北青青J;l:ntU前町-，時宿岡市

富山県

富山市 制

高岡市 "、"
，Hr~，陣市 62-63 

.'続川節上市町 一"

，'，術川"立山町 63-64 

下情川郡入穆町 一 " 

婦."舗中町 一“

射水18"修町 “ 
射水..大門町 “ 

射水..大島町 “一、"

E使輔複廊井事実1Jf....................... ...65 

:0:耐震郎弁日付 " 

東繍渡航幅野町 " 

西砺波m福先.，.........................-65 

西寄渡"福岡町 62-6;) 

石川県
会択命 66-69 

七尾市 69-70 

70 

70 

70-71 

布
市
金
剛

院

u
a
R
昨

小

加

羽

" <7 

t1:(圭市 n 
・I!~n~宇井町 れ

石川節句集町 n 
荷主"稼・6・T'"....................71-72 

荷主.. 宇ノ気町 1z 

羽咋..富来町 2

2

2

 

7

7

7

 

羽咋郡押水町

鹿島榔悶軍事係町



索引

鹿島a眠中晶町

民支"穴水"

11弁県

" 72-13 

蝿井市 1~ -16 

小添市

板井郡欝江町 " 
丹生."得水町 " 

三方廊三方町 " 

山梨県

ゆ府市 71 

mアルプス市 71 

~"周'"若""→期アルプス市
中e.cllllll西町-i!Iアルプヌ市

長野県

長野市

怯本市

上岡市

岡谷市

7s 

78-711 

79 

79 

79 係国市

飯山市 79 

乎働市 79-81) 

土伊廊廊宮図村 ω 
木@酎山口村 " 

よ水肉m量野町 一 切

更植市→千a島市
峨阜県

峨臥市 " 
高山前 一 " 
関市 い ..............8¥ 

冒1児市 ......81 

'略奪郡.老町 " 

安八郎毘伎町 " ・5上聞大刷町 ........81 

可児厩御儲町 " 

吉....古川町 " 

.を廊"畑村- .倉II! ..~町

郎上..大仰何一..よ郡大拘町

" 岡 県

飾陶市 ，，-、制
民怯市 ......................M、"
三島市 " 
.岡市 ......88 

G闇市 " 

焼槍市 ，" 
'"定市 駒
袋井術 開 -90

四方..闘用町 。。
闘方..，富山町 90 

機'軍部佃貧富7

楠原郡..~町

90 。。
"笠廊嫡川町 “ 鈎

窃凶廊福図・If ................90 

a艮4島郎可9寄付→~陸市

，.，.市ー"岡市

s!知県

名古贋司H

.縄 市

-，富市

帯四井市

安城市

隔沢市

" 
俗

的
u
m
M

9
 

" ， .. 隈魁市

" 起き倉市

" 

" 

量明市 " 

商事岡井"，.楓町 "一、"

集援..木曽川町 "、"

海郷..，，"命町 " 
三 重限

潟市

四日布市 " 

~阪市 %-91 

桑名市 " 
土野市 町

三重.....町 " 

一事...宮崎町 " 

"..三霊町 " 

多気..多気町 "句"
度会郎二見町 " 

阿山"大山図村 " 

遜 賀 県

大梅市

彦根市

長浜市 99-1(狗

近江A幡市 "'" 
g梅市 100-101 

守山市 '" 

栗東市 '" 
野榔廊守主町 '"、'"

野洲III'U附町 一 '" 

甲賀榔信機町 '"、'"

積当主郡安土町 M

W

M
切

M
W

侃

務生机繍生町

神‘"・監禁'"町

愛知邸愛畑川町

復関節山東町 '" 

場庭園廊米原町 lω 

板図書軍近江町 '" 

東浅弁邸調北町 '" 

高島鵬高島町 '" 

栗太邸調院東町『媛.市

葉 書， '" 

，，，.刊行 '"司、114.116.

117.120.123，125，126 

緬畑山市 一 ， .. 

鰐舗市 ， .. 
.続布 ， .. 
字laiti" ............... ..... I L~ 

亀岡市 ， .. 
向日市 ， .. 
畏則東布 lお -128

八鰭市

東田辺市

..... 128 

'" ..... 12S 乙訓廊大山幡町

" 

乙訓廊夕、御山町 “ 129 

相当民邸加茂町 パ 129 

天園..，夜久野町 '" 

加佐..大江町 '" 

与謝邸宅診砲町 一 '" 

"野..弥袋町 '" 

大 阪府

大阪市 一 l却、""

m野市 '39-凶0

燦拘創刊肝 ー パ'"
量中市 ぃ'"
吹園前 一'"
県大潟市 '" 

256-

" 

高欄市 ..目、，.，

守口市 142 

枕方市 142 

2更木市 ，.， 

八尾市 一 H2-143 

県佐野市 ，.， 

" 
" 

R!I川市

白原市

和康司肺

愉原市

羽曳野市

円興市

必"命市
東大阪市

開傾曙市

長 B庫県

神戸市

姫路市

尼崎市

148-150 

1鈎 -151

'" "152-1日

，.， 

l‘3 
，.， 

H3-L44 

'‘4 •...•••. I‘4 

0・4
142. lH、，.，

.....1‘7 

明石市

，.11市

伊丹市

盛岡市

加古川術

館"市

総陽市

:K~宮市

153-154 

， .. 
， .. 
， .. 

B臼~目指

15' 

15' 
三岡市 155-156 

繍山市

""医師比町

加東lI!iUf町

多可邸中町

御i思臨御陵町

自健保飾文子町

'" '" 
15' 

15' 

'" 15' 
佐m..佐用町 15' 

械崎..竹野町 一 15' 

嫌崎.."筒町 157-¥騎

凶石僚出石町 "渇-162

幽官邸但東町 時2

馴業m拘岡山町一 一 162 

輔衆腕山東町 '" 

・明黛廊"楽町 '" 

水土・氷上町 '" 

'"土..・M町 "2
多気廊丹南町一喝篠山市

多'"'画綻町一‘梶山市

奈 a県

お良市 163-19] 

大拘"山市

価館市

184-186.191 

'"、201
桜井市 201 

御所市 一一 2町

生駒郎三郷町 初3

，.胸....鳩町 別3

機械..困厳司区町 一 初3

宇陀節機原町

布市節句略図書"

"・5嫁飾富岡陣町

和恐山鳳

和.21:111市

御扮市

新富市

有四郎官備町

初3

問問

'03 

2ゆ8

2畑8

208 

208 



島 取県

1・眠術 2明
米平副1;.............................209、'"
倉宮市 '" 

岩"..国府町 針。

八額郎両殿町 210 

島領県

隆江市 '" 

a島岡市 '" 

Hl震市 '"、'"
大岡市 山 幻2、'"

u..広編町 日 '"  

簸川飢斐川町 一 一 '" 
鹿足....伽."， ド'"

岡山 県

岡山南 214-引 5

1・山市 216 

6ド歯師網戸町 一 216 

邑久m邑久町 .... 216 

広島 県

1也調布 '" 福山市 217-224 

府ゆ市 .................................. 224 

三次市 '" 
複広島市 22~ -22S 

3笹g"府中町 2~S 

IhMOIt.事町 '26 

高間廊梅岡町 '26 
.11..百程調11fT........................226 

山口 県

下闇 市 227-228 

山口市 '28 
依iti...........................•.•••••.••. 228 

防府市 .......228-22!J

S庵祢即興:0:町 一'"
徳島 県

徳島市 231-232 

板野町眼健町 232 

笹川 県

高低市 川 234

板山市 幻4

さぬき市 幻S

大川獅志ltlr-d-ぬ舎市

愛媛 県

怯山術 2下36

"粂iti....•••••• ............... ....•...• 2~ 

高知 県

高知市 '" 
刊阿国市 お7

須崎市 ぉ7

中村同 ...................................237 

吾川郎4夢野町 幻2

福岡 県

t九州市 '" 
沼岡市 233-240 

久留米市 川 241

車幌市 … 24L 

行情市 ..........咽....
'" 量前市 ..・....... 2‘1 

小師市 24L 

大野悼市 '" 太事府市 '.2H-215 

輔 ..官制曾町 + m 

制・."賢須・r
京Ii'事a橡町

佐 賀 県

，<5 

2・5

佐賀市 246 

膚海市 2~6 

神崎廊神崎町 ，<6、，.，

作島郎自吉町 2H 

4長 崎 県

長..市 '"
旅皐布 8

8

8

8

 

4

4

4

4
 

2

2

2

2
 

"鈴滞情.".島町

壱岐"芦辺町
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