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第７次調査の目的とその発掘調査区（トレンチ） 

①古代の生活域を探索する・・・Ⅰ区27トレンチ、N１５グリッド、N１６グリッド 

②宮ノ浦海岸の東側の砂堆の状況および人間活動の有無を明らかにする・・・Ⅱ区１～８トレンチ 

③宮ノ浦遺跡の古環境を明らかにする・・・Ⅰ区、Ⅱ区 

 

調査の概要 

미앙나유적 (사진 1, 도 1)은  에히메현  카미지마초에    
소재하며, 동서쪽에서 부터 뻗어있는 2곳의 사구에 위치하고 
있다. 지난 6년의 조사에서는 서쪽의 사구와 그 주변(Ⅰ区)을 
조사했고, 고분시대전기의  제염로와 중세의 염전, 고대의 
유물등이 검출되었다. 올해부터는 동쪽 사구（Ⅱ区）의 조사도 
실시하였다. 
Ⅰ区의 27트렌치에서는 작년도  조사에서 고대의  유물이 
출토되었다. 이에 따라, 올해는 27트렌치 주변의 조사를 통해 
고대의 생활영역을 탐색했다. 그 결과 고대부터 중세의 토기와 
단야와 관련된 유물이 출토되었다. 
Ⅱ区은 동쪽 사구는 어떻게 형성되었고, 어떠한 인간활동이 
있었는지 밝히기 위해, 땅속의 레이더탐사의 반응을 단서로 
발굴조사를 진행하였다. 고대의 유물과 수골, 조개껍데기등과 
함께 다량의 조약돌이 검출되었다.  

 図１ 宮ノ浦遺跡位置図 

写真１ 宮ノ浦遺跡遠景 

写真２ 調査風景 

【宮ノ浦遺跡第７次発掘調査の見どころ】 
 
１．Ⅰ区とⅡ区の遺物に見る類似点と相違点 
 いずれの調査区でも平安時代後半から鎌倉時代前半の土器や陶磁器が発見され、緑釉陶器（りょ
くゆうとうき）、黒色土器、瓦器（がき）など近畿地方から運び込まれた器が多く含まれています。これ
らが一定量発見される遺跡は、役所的な性格をもつと一般的に理解されており、宮ノ浦遺跡が単なる
漁村ではなかったということを物語っています。 
 ただ、遺物の出土状況は、二つの調査区でおおいに異なります。Ⅱ区の出土遺物のうち、Ⅰ区27ト
レンチにはないものが貝殻、魚骨、獣骨などの動物遺存体です。礫群が竈（かまど）や炉の残骸だと
すれば、それらを煮る、焼くといった食物加工の痕跡とみることも可能です。つまり、Ⅰ区は居住空間、
Ⅱ区は食べ物の生産空間と考えられるのではないでしょうか？（村上） 
 
  

２．Ⅰ区で発見された鍛冶屋の痕跡  
 27トレンチでは鞴羽口（ふいごのはぐち）や鉄滓（てっさ

い）が発見されました。これらは宮ノ浦の生活空間に鍛冶
屋があったことを示し、鉄製品を自給していたことは確実
です。どんな鉄製品を作ったのでしょうか？鉄素材はどこ
から入手したのでしょうか？（村上） 

 
３．Ⅱ区での生産活動と当時の環境 
 砂層の表面に繁茂した植物が腐食を繰り返して形成さ
れた「クロスナ層」に礫群、土器・陶器、動物遺存体が含
まれていました。クロスナ層は植物が活発に繁茂を繰り返
した温暖気候の証。Ⅱ区の発掘成果は温暖期における活
発な生産活動を示すものといえるでしょう。縄文時代後期、
弥生時代中期前半、古墳時代前期のクロスナ層に、古代
から中世のクロスナ層が加わりました。（村上） 
 

写真１２ 瓦器椀の出土状況（Ⅰ区） 

写真１３ 貝の出土状況（Ⅱ区） 

写真１４ 鞴羽口（左）と鉄滓（右） 

1. Ⅰ구역(서쪽) 과 Ⅱ구역(동쪽)의 유물로 보는 유사점과 차이점 
  이번 조사구역에서도 헤이안시대 후반부터 가마쿠라시대 전반의 토기와 도자기가 발견되었고, 녹유도기(緑釉陶器), 
흑색토기, 와기(瓦器)등 긴키지방부터 반입된 토기가 많이 포함되었다. 이러한 유물들이 일정량 발견된 유적은 관청적 
성격을 가졌다고 일반적으로 이해할 수 있고, 미앙나유적은 단순한 어촌마을이 아니였다고 말할 수 있다.또한, 유물의 
출토형태는 두 곳의 조사구역이 크게 다르다. Ⅱ구역의 출토유물 중, Ⅰ구역27트렌치에는 없는 유물은 조개껍데기, 
생선뼈, 수골등의 동물유존체이다. 자갈무더기가 노의 잔해라고 한다면, 음식을 끓이고 굽고 했던 음식가공의 흔적으로 
보는것도 가능하다. 즉, Ⅰ구역은 주거공간, Ⅱ구역은 식물의 생산공간이라고 생각할 수 있지 않을까? 

２.Ⅰ구역에서 발견된 대장간의 흔적 
 Ⅰ구역 27트렌치에서는 풀무와 철재가 발견되었다. 이것은 미앙나의 
생활공간에 대장간이 있었음을 보여주며, 철제품을 자급했던것은 
확실하다.  
어떤 철제품을 만들었을까? 철소재는 어디서부터 입수했을까? 

３.Ⅱ구역에서의 생활활동과 당시의 환경 
 Ⅱ구역에서는 모래층표면에 번성한 식물이 부식을 반복해 형성된 
쿠로스나층(검정층)에 자갈, 토기, 도기, 동물유존체가 포함되었다. 
쿠로스나층은 식물이 활발히 번성하여 반복된 온난기후의 증거이다. 
Ⅱ구역의  발굴성과는  온난기에  대한  활발한  생활활동을 
보여주는것일까? 
죠몽시대후기, 야요이시대중전반기, 고분시대전기의 쿠로스나층에, 
어떤시기의 쿠로스나층이 더해졌을까? 

제7차 조사의 목적과 트렌치(발굴조사구역) 
① 고대의 생활영역을 탐색・・・Ⅰ구역27트렌치、N１５그리드, N１６그리드 
②미착수되었던 미앙나해안 동쪽의 사구 형태 및 인간활동의 여부를 밝힌다.・・・Ⅱ구역１～８트렌치 
③ 미앙나유적의 고환경을 밝힌다 ・・・Ⅰ구역、Ⅱ구역 

 宮ノ浦遺跡は愛媛県上島町佐島に所在し、東西か
ら伸びる２つの砂堆に立地しています。過去6年の調

査では西側の砂堆とその周辺（Ⅰ区）を調査し、古墳
時代前期の製塩炉や中世の塩田跡、古代の遺物な
どを検出しました。本年度からは、東側の砂堆（Ⅱ区）
の調査も実施しました。 
 Ⅰ区では、昨年度の調査で古代の遺物が出土しま
した。そのため、本年度は27トレンチ周辺を調査し、古

代の生活域を探しました。その結果、古代から中世の
土器や、鍛冶に関連する遺物が出土しました。                      
 Ⅱ区では、東側の砂堆がいつどのように形成し、ど
のような人間活動があったのかを明らかにするため、
地中レーダー探査の反応を手掛かりにしながら、発掘
調査を進めました。古代の遺物や獣骨、貝類と共に
多量の礫を検出しました。（國友・品川） 



＜Ⅰ区＞ 
 

調査の成果 

図２ Ⅰ区調査区配置図 

緑釉陶器の発見！ 

写真３ 緑釉陶器出土状況 

写真５ 調査風景 

＜Ⅱ区＞ 

27트렌치・N15그리드・N16그리드 
  N15 그리드와 N16그리드에서는 고대의 생활 흔적을 탐색하기 위해 조사를 실시했다. 
각각의 그리드에서는 흑색토기와 녹유도기, 와기, 중세의 하지질(土師質)토기등이 
출토되었다. 또한, 단야로에 사용되었던 풀무의 단풍구도 출토되었다. 유구는 발견되지 
않았지만, 그 주변에서 고대의 사람들이 생활했고 단조작업을 했을 것으로 생각된다. 

27トレンチ・N15グリッド・N16グリッド 
 N15グリッドとN16グリッドでは、古代の人々の生活の痕跡を探るために調

査を実施しました。それぞれのグリッドで古代の黒色土器や緑釉陶器、中
世の瓦器、土師質土器などが出土しました。また、鍛冶炉で使用された鞴
の羽口も出土しました。遺構は見つかりませんでしたが、この近くのどこか
で古代の人々が生活し、鍛冶を行っていたと考えられます。（國友） 

27トレンチ      
 2016年度の調査では古代の土器がはじ

めてまとまって出土し、古代の人々の痕
跡があるのではないかと考えられました。
しかし、昨年の調査では、古代の生活域
を特定することはできませんでした。その
ため、今年度の調査では古代の生活域を
探すために調査範囲を拡張しました。（青
木） 

緑釉陶器  
 平安時代に登場する釉薬を施した焼物です。
中央からの役人や豪族など限られた人が使用
していたと考えられます。宮ノ浦遺跡をめぐる
当時の社会のあり方や島外との交流関係を知
る手がかりになるかもしれません。（松尾） 

１・２・３・４・６・８トレンチ 
砂堆の堆積状況 
 １、３トレンチでは、黄褐色砂層が厚く堆積していました。これを観察すると、
高波などで打ち上げられた砂が堆積した砂堆であることが分かりました。１，
４，６，８トレンチではこの黄褐色砂層のうえにクロスナ層が形成されていま
したが、砂堆頂部の３トレンチではクロスナ層は確認されませんでした。クロ
スナ層とは地表が腐食して黒色化した層のことです。また、黄褐色砂層は、
２トレンチまでは広がっておらず、このことから砂堆の規模も分かりました。
縄文時代後期の土器が出土しており、少なくとも縄文時代後期にはこの層
が形成されていたことになります。（持永、鄭） 

４・５・６・７トレンチ 
礫群 
 現代の耕作層（1層）の下、2層から拳大の礫が面的に出土し、中には集中している箇所もありました。礫には火を受けた

ものや欠損したものもありました。貝や動物の骨、木炭も出土しています。こうしたことから炉が存在した可能性があります。
また出土した黒色土器や白磁などの遺物から、２層は古代もしくは中世の時期であると考えられます。（郭、鄒） 

  2016년도  조사에서는  고대  토기가  처음으로 
출토되었고  고대  사람들의  흔적이  있지  않을까 
생각되었다. 그러나 작년 조사에서 고대 생활영역은 
확인되지 않았다. 이를 위해 올해 조사에 서는 고대의 
생활영역을 파악하기 위해 조사범위를 확장했다. 

헤이안 시대에 등장한 녹색 유약을 채색한 자기이다. 
호족 등을 제외된 사람이 사용한 것으로 생각된다. 
미앙나 유적을 둘러싼 당시 사회의 상황과 섬 밖과의 
교류관계를 알 수 있는 단서 가 될지도 모른다. 

写真4  スラグ出土状況 写真１０ 礫群の広がり 

写真８ ３トレンチ出土縄文土器  

写真９ 貝サンプリング 

写真６ II区トレンチの配置 

１・２・３・４・6・８트렌치 
사구의 퇴적양상 
   1, 3 트렌치에서는 황갈색퇴적층이 두껍게 퇴적되어 있었다. 이 층은 높은 파도등을 
통해 넘어온 모래가 축적된 것임을 알 수 있었다. 1,4,6,8트렌치에서는 황갈색모래층의 
위에는 쿠로스나(흑색)층이 형성되었지만, 사구의 가장 높은부분에서는 쿠로스나층이 
확인되지 않았다. 쿠로스나층은 지표가 부식되어 흑색화된 것이였다. 또한, 사구북단에 
위치한 2트렌치에서는 황갈색모래층이 없었기 때문에 사구의 규모를 알 수 있었다.   
황갈색모래층에서는 죠몽시대후기의 토기가 출토되어, 최소한 죠몽시대후기 이후에는 
이 층이 형성되었음을 알 수 있었다. 

写真７ 1トレンチ西壁 

写真11 1トレンチ出土白磁碗 

4·5·6·7트렌치 
조약돌군집 
      현대의 경작층(1층)밑에 있는 2층부터 주먹만한 크기의 조약돌이 출토되었고, 돌이 쌓여진 구조도 확인되었다. 조약돌은 불의 영향을 받거나, 
결손된 것이 확인되었으며, 조개와 동물의 뼈, 목탄도 출토되었다. 이를 통해 노가 존재했을 가능성을 확인했다. 또한 출토된 흑색토기와 백자, 
녹유도기등을 통해 2층은 고대 또는 중세시기의 것으로 생각된다. 
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