
　

愛媛大学法文学部考古学研究室・上島町教育委員会

宮
み や ん な

ノ浦遺跡第３次発掘調査
現地説明会資料

平成 25（2013）年８月 24 日（土）

写真１　写真のほぼ中央が宮ノ浦遺跡

図１　佐島と宮ノ浦遺跡の位置

Ⅰ．はじめに

　愛媛大学考古学研究室は３年前より、ここ越智郡上島町佐

島に所在する宮ノ浦（みやんな）遺跡で、製塩の跡（遺構）

を発掘しています。発掘調査以前、古墳時代前期（３世紀、

弥生時代直後の時代）の製塩土器（脚台式製塩土器）の破片

が地表に散乱していたことから、地下に眠る古墳時代前期の

製塩に関する構造物を解明すべく調査を開始しました。する

と、その層に達するまでに人工的に造成された塩田の床土（浜

床）を発見しました。この浜床は、満潮時の海面より明らか

に高く、干満面の中間に造られる入浜式塩田とは異なるため、

揚浜式塩田のそれであることがわかりました。

　揚浜式塩田では、砂浜の上に造成した浜床土の上に砂を撒

き、その上に汲んだ海水を撒き、天日で乾燥させ、潮を付着

させた砂を掻き集めました。その砂を穴（塩穴）に集めて海

水をかけると濃い塩水（鹹水：かんすい）が得られます。こ

の鹹水を煮詰めることにより、効率よく塩ができるのです。

　問題は、この浜床の時代です。発掘の結果、その層に含ま

れる陶磁器や土器により 12 ～ 14 世紀の中世であることがわ

かりました。佐島は、中世において京都の石清水八幡宮に塩

Ⅱ．３次調査の目的とトレンチ（調査区）

　２次調査までの成果を受け、３次調査では次のような目的を掲げ、トレンチ（調査区）を設け、発掘しました。

　　①中世塩田の北端部を確定すること・・・・・・第 10 トレンチ（南半）、第 13 トレンチ

　　②調査の手が及んでいない遺跡南西部の状況を把握すること・・・・・・第９トレンチ

　　③調査の手が及んでいない遺跡北西部の状況を把握すること・・・・・・第 11 トレンチ、第 12 トレンチ

　　④遺跡北側に広がる湿地（後背湿地）の様相を解明すること・・・・・第 10 トレンチ（北半）

　　⑤古墳時代前期の製塩に関する情報を得ること・・・・・・・・・第６トレンチ（２次調査区の再調査）

を貢納したという記録があります。もとより、対岸の弓削島は、京都の東寺に塩を納めた荘園“弓削島荘”とし

て国宝の東寺百合（ひゃくごう）文書に記録されており、あまりにも著名です。この文書が文部科学省によりユ

ネスコ（国際連合教育科学文化機関）の記憶遺産に推薦されたことは、記憶に新しいところです。弓削島では、

今のところこの時期の浜床は発見されていませんが、この宮ノ浦遺跡の発見により期待が高まっています。（村上）

概况　　宫浦遗址是位于爱媛县上岛町佐岛东岸的一处制盐遗址。爱媛大学考古学研究室自 3 年前，即开始对该遗址进行发掘。

在发掘调查之前，该遗址地表上散布有许多古坟时代前期（3 世纪）的制盐陶片（脚台式制盐陶器）。在发掘调查的过程中发现

有盐田的床土（浜床）；根据盐田所处海拔高度，可以判断为扬浜式盐田。关于盐田的年代。根据发掘出土的陶器和瓷器等，可

以判断盐田的年代为中世时代（12 ～ 14 世纪）。根据文献记载，在中世时代，佐岛的盐曾进贡给京都的石清水八幡宫；根据东

寺百合文书的记载，佐岛对岸的弓削岛的制盐庄园—“弓削島莊”的盐也曾作为贡品进贡到京都东寺。该文书被文部科学省推

荐为世界记忆遗产。弓削岛至今尚未发现中世时期的盐床，宫浦遗址盐田发现后，使我们更期待在弓削岛发现相关遗迹。(龙啸 )

宮ノ浦遺跡
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第 6发掘区　　为进一步调查古坟时代盐田的范围，设定 6 号探沟，发掘深度为 1.2m，堆积可分为四层，Ⅰ、Ⅱ层为表土层，

现代扰坑 C 开口于Ⅰ层下，打破Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ层。Ⅲ层为浅黄色沙土，土质较硬，为中世盐田。Ⅳ层黑褐色沙土、黑褐色粘土、

黑褐色沙土层构成，黑褐色粘土编号 Sx5（未知性质遗迹），厚约 20cm，该层出土遗物主要有制盐陶器、陶壶、炉壁、碳化物等，

应为古坟时代文化层，未发现古坟时代盐田。大量制盐陶器的发现为研究古坟时代制盐工艺提供详细资料。（王思佳）

第 9发掘区　　为了进一步了解盐田的分布范围，布设了一个东西长 5、南北宽 1 米的探沟。探沟中部偏西部分被一条沟打破，

从已发掘部分看，探沟的堆积可被分为 5 层：Ⅰ、Ⅱ层为近现代耕土层；第Ⅲ层深约 35 厘米，出土有少量篮纹陶器残片，应为

与中世盐田同时期的文化层；第Ⅳ层出土了大量制盐陶器残片，属古坟时代前期；第Ⅴ层是自然砂土层，未见遗物。（王琦喆）

第10发掘区　　为确认中世盐田北端边界、了解遗址北部湿地埋藏状况，设定南北长8m、东西宽1m的10号探沟，分为南北两部分。

南部位于遗址所在沙堤上，发掘深度约为 80cm，地层年代可分为近现代，江户时代及中世时期三组，未发现盐田。中世时期起，

人类活动范围靠近古代湿地，人们用土堆筑土堤以加固活动面，湿地南部边界北移。北部位于遗址北端湿地内，发掘深度约为

1m。发现有湿地地表、古坟时代陶器及遗迹，未发现中世时期遗迹和遗物。本年度 10 号探沟的发掘对认识宫浦遗址中世盐田范

围及制盐功能分区有重要意义。（刘芳）

第 11、12、13 发掘区　　第 11、12 发掘区的设定是为了掌握遗址西北部的堆积情况。根据探地雷达的勘探结果，遗址西北部

有大面积的硬面，因此设定这两条探沟的最初目的是为了弄清西北部盐田的范围。发掘结果表明，这两条探沟所在区域的硬面

并不是盐田，而是跟盐业生产有关的其他功能区域。（付永敢）

第６トレンチ

　現代の攪乱坑を利用して，中世の

塩田層の破壊を最小限に、下にある

古墳時代の地層を調査しました。そ

の結果、古墳時代前期の製塩活動の

一端を伺える製塩土器片や日常生活

で用いられた土師器などが大量に発

見されました。（大西）

第 11 トレンチ

　レーダー探査での反応を確認す

るために設定しました。これまで

未検出であった近世の整地層を確

認しました。この層は、中世の整

地層を削平し、造成されたと考え

られます。このトレンチでは 13

世紀末から 14 世紀の吉備系土師

器などが出土しています。（小野）

第 12 トレンチ

　中世の整地層が確認され、瓦器椀や中世須

恵器片、さらにその下の層から脚台付製塩土

器や土師器や製塩土器といった遺物が多量に

出土しました。中近世の整地層、そして古墳

時代の脚台付製塩土器を含む層がこの地域に

までおよんでいたことが初めてわかりました。

（白川）

第９トレンチ

　標高約 2.5m 付近で、「クロ

スナ（黒砂）層」と呼ばれる

黒褐色砂層を検出しました。

この「クロスナ層」で古墳時

代の製塩土器が出土し、当時、

この面で土器製塩が行われて

いたことを物語っています。

（藏本）

第 10 （南）、 第 13 トレンチ

　塩田の北側の境界にあたる土手状の堆積

を発見することができ、中世の塩田にとも

なう北の境界を明らかにできました。また

人工的な整地層は塩田上層が近世、下層が

中世に分かれ、下層が中世塩田の時期に相

当します。分層されることが明らかになり

ました。上層では土師鍋や陶磁器、下層で

は瓦器埦が出土しています。（斧）

第 10 トレンチ （北）

　塩田の北端を確認し、湿地帯の状況を確

認する目的で設定しました。その結果、近

世以前は湿地帯が南側、すなわち海側に広

がっていたことを確認しました。後世、塩

田の南端を区画すべく造成され、中世、近

世と利用されたことがわかりました。この

トレンチでは古墳時代の製塩土器も出土し

ており、製塩活動が遺跡北側へもおよんで

いることがわかりました。（グルラグチャー）

図２　調査区配置図
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Ⅲ．３次調査のキーワード

砂州と 「クロスナ層」

 宮ノ浦製塩遺跡は、砂州（砂丘堆）の上にあります。中世の塩田が営まれるさらに約 6,000 年前、この付近は

まだ海で入江でした。その後、入江をふさぐように砂州が形成されました。砂州の北側、丘陵との間には現在も

湿地がありますが、それは当時の海から取り残されたもので、長い間、湿地もしくは沼地でした。昭和時代には

水田としても利用されていたようです。

　気候の温暖化と寒冷化の影響により、風に運ばれた砂が堆積したり、砂の堆積が停まったりしながら、現在の

ような地形になりました。砂の堆積が停まると、西日本のような温暖な環境では、すぐに草木が繁茂します。す

ると、地面は有機物の影響で汚れてきます。これを「クロスナ（黒砂）層」と呼んでいます。

　今回の調査では、古墳時代前期の「クロスナ層」が見つかりました。古墳時代の製塩は、この「クロスナ層」

の上で行われたと考えられます。その後、中世の時代に、さらにその上に新たに土や砂を運んで塩田を造りまし

た。このことから、砂州ができることで、塩づくりに適した環境が整ったのだといえるでしょう。（槇林）

沙洲（黑砂层）　　宫浦遗址位于位于砂丘之上。中世纪时期盐田所在位置在 6000 年以前是河流入海口，后来由于海水的顶托

作用，泥沙逐渐沉积，在河口形成了沙坝。河流被堵塞后在沙坝与丘陵之间的形成了沼泽，至昭和时代，沼泽开始被开垦为水田。

气候的寒暖变化以及风浪的侵蚀、搬运、沉积作用造就了现在的沙洲地貌。在温暖时期，这里草木繁茂，受植物腐殖质等有机

物的长期作用，在沙洲表面形成了一层黑褐色砂土层。本次发掘发现古坟时代前期开始在黑砂层上开展制盐活动。后来，中世

纪时期的人们用砂土覆盖了黑砂层以建造新的盐田。总之，沙洲的形成是适合制盐活动地貌出现的关键因素。（付永敢）

後背湿地と環境復元

　今年の調査では、環境学・森林学の専門家を招聘し、湿地

のボーリング調査を実施しました。これによって花粉を検出

し、花粉を分析することで樹種を確定し、どのような植生で

あったかを明らかにするのです。同時に木炭を得ることがで

きれば、その木炭を自然科学的に年代測定することによって

時代も明らかになり、植生の変遷も明らかにできます。

　製塩活動に木材は必要不可欠であり、しかも大量に消費し

ます。一度切った木は、簡単には復元せず、新たな植生に変

化することが知られています。こういう観点の調査研究によ

り、製塩活動が自然に対して与えたダメージを今回の調査で

明らかにしたいと考えています。（村上）

环境复原研究　　环境生态专家在湿地区域采集了孢粉分析和测年样品。人地关系研究是本次采样工作的主要目的，结合遗址

出土木炭树种的鉴定以及湿地孢粉样品分析，专家们将复原煮盐燃料的种属和遗址周边的环境植被，借此我们可探讨制盐生产

与森林等植被变迁的互动关系；对湿地年代的测定，有助于我们复原不同时代盐田和湿地的关系。（付永敢）

図３　宮ノ浦遺跡の自然環境の模式図

図４　中世の想像図

写真２　森林学・環境学の専門家による調査
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図５　約 3,000 年前の塩づくり復元図

（山東省南河崖遺跡）

写真３　第６トレンチ製塩土器出土状況

写真４　試掘状況

中国 ・山東地域における殷周時代の塩業考古学

　山東地域の渤海湾沿岸部の地下鹹水が分布する地域で、

約 3000 年前の塩づくりの工房跡が見つかっています。こ

の工房跡では、塩竈、鹹水貯槽などの施設があります。ま

た盔形器（かいけいき）と呼ばれる製塩土器も大量に出土

しています。こうした資料から、図のような塩づくりの工

程と工房の構造が復元できます。（付永敢）

　本発掘調査では、上島町と上島町の皆様には多大なご支援をいただきました。深く感謝申し上げます。京都東

寺「百合文書」がユネスコ世界記憶遺産に推薦されるなか、宮ノ浦製塩遺跡の存在はますます重要になってきま

す。学術的意義が十分に生かされるように、今後も調査を続けていきたいと思います。（槇林）

脚台式製塩土器

　古墳時代前期の製塩土器が、６トレンチにおいてたいへん良

好な状態で発見されました。また 12 トレンチのように調査区

の北西域でも発見され、砂州上における製塩活動の範囲も把握

できそうです。地点によって脚台の大きさが異なっており、時

期の移ろいとともに製塩を行う場所も少しずつ変わっていった

可能性があります。これは、地形環境の変化に影響を受けてい

ると推測しています。（村上）

Ⅳ．弓削島における塩浜の発見！

　今年の調査期間中、中世の塩田跡を発見するために初め

て弓削島において発掘のメスを入れました。聞き取り調査

の成果に従い、上弓削・沢津地区高浜神社境内と下弓削の

上島庁舎に近い２ヶ所で試掘を実施しました。その結果、

前者では地表下約１m で塩田面と推定される硬化面を発見

しました。後者では塩田面は確認できませんでしたが、13

世紀前半にまで遡る土師器を検出し、弓削島で初めてとな

る「弓削島荘」時代の土器の発見となりました。（村上）

古坟时代制盐陶器　　宫浦遗址制盐陶器出土于第 6、9、10 号探沟古坟时期文化层中，为脚台式制盐陶器，包括夹砂红褐、黑

褐陶，底部特征明显。该类陶器前期高约 20cm，演变规律为前期至后期器形逐渐变小，脚台部逐渐变低。古坟时代前期，煮盐

过程中主要使用脚台式制盐陶器盛放卤水并进行烧制。（刘芳）

弓削岛试掘新发现　　在宫浦遗址第 3 次发掘调查即将结束之际，我们还对弓削

岛的两处遗址点进行了试掘。地点一为弓削沢津高浜八幡神社；地点二位于上岛

町综合厅舍东边约 100 米的一处废弃私人民宅内。地点一布设试掘区两个，于靠

东的一个试掘区内发现有盐田硬面，厚约 5cm，该发现可与文献记载相印证；地

点二布设试掘区一个，在此有中世时代前期的“吉備系土師器”出土，这在本地

区内尚属首次发现，意义非常重大。（龙啸）

山东地区商周时期盐业考古的发现与研究　　山东地区商周时期

的煮盐作坊遗址多位于渤海西南沿岸地下卤水分布区，近年的考

古工作表明，煮盐作坊一般有煮盐灶、工作间、制备和储存卤水

的各种坑池等设施以及大量的盔形陶器等制盐工具。考古学家根

据出土遗存的情况，复原了当时的煮盐工艺流程及作坊的功能分

区。（付永敢）
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