
日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（08）　茨城県

（08）-1 池上啓介「広畑貝塚」 『史前學雑誌』第5巻第5号　史前學会　1933年9月

（08）-2 清野謙次「52　常陸国稲敷郡古渡村大字飯出字広畑貝塚」 （清野謙次1943年12月『増補版　日本原人の研究』　荻原星文堂）

（08）-3 中村嘉男「広畑貝塚の粗製土器」 『金鈴』 6号　早稲田大学考古学研究会　1955年6月

（08）-4
近藤義郎 ・ 岡本明郎「土器製塩の上限について」 『日本考古学協会第27回総会研究発表要旨』昭和36年度　日本考古学協会　
1961年5月

（08）-5 近藤義郎「縄文時代における土器製塩の研究」 『岡山大学法文学部学術紀要』第15号　岡山大学法文学部　1962年3月

（08）-6 近藤義郎「茨城県稲敷郡広畑貝塚」 『日本考古学年報13 （昭和35年度）』　日本考古学協会　1965年3月

（08）-7 杉原荘介 ・ 戸沢充則「茨城県立木遺跡」 『考古学集刊』第3巻第2号　東京考古学会　　1965年12月

（08）-8
戸沢充則 ・ 半田純子「茨城県法堂遺跡の調査ー 『製塩址』をもつ縄文時代晩期の遺跡ー」 『駿台史學』第18号　駿台史学会　
1966年3月

（08）-9
寺門義範 ・ 芝崎のぶ子「縄紋後晩期にみられる所謂「製塩土器」についてー関東地方における製塩研究の整理のためにー」 『常
総台地』 4 　常総台地研究会  1969年3月

（08）-10 川崎純徳「縄文時代における交易の発生史的研究（原論）」　『常総台地』 5 　常総台地研究会  1970年4月

（08）-11
 AKAZAWA.takeru、 Fjimura.Y、 Fukushima andT.Namiki 「Report of the investigation of the Kamitakatsu Shell-midden Site」 『The 
University Museum, the University of Tokyo. Bulletin, no. 4』  1972年

（08）-12 近藤義郎「土器製塩研究の現状」 『日本考古学協会昭和47年度大会研究発表要旨』　日本考古学協会　1972年11月

（08）-13
金子浩昌・川崎純徳・寺門義範「関東地方の縄文時代製塩の研究とその現状」 『日本考古学協会昭和47年度大会研究発表要旨』　
日本考古学協会　1972年11月

（08）-14
小川和博「（1）貝塚測量調査報告　（一）台方花輪貝塚」 （成田市教育委員会社会教育課編1973年3月『成田市の文化財』第9輯　
成田市埋蔵文化財調査特集　成田市教育委員会）

（08）-15
後藤和民「縄文時代における東京湾沿岸の貝塚文化について」 （地方史研究協議会編1973年9月『房総地方史の研究』　雄山閣
出版）

（08）-16 後藤和民「社会と集落　製塩と干貝加工」 （千葉市史編纂委員会編1974年1月『千葉市史』第1巻　原始古代中世編　千葉市）

（08）-17 日立市遠下遺跡発掘調査団（佐藤政則 ・ 大平達雄）編1975年3月『日立市遠下遺跡発掘調査報告書』　日立市教育委員会　 

（08）-18 小沢真智子「茨城県部室遺跡採集の縄文中〜晩期資料について」 『霞ヶ浦文化』創刊　霞ヶ浦文化研究会　1975年5月

（08）-19 寺門義範「前浦遺跡」 『日本考古学年報26 （1973年版）』　日本考古学協会　1975年6月

（08）-20 飯塚博和「安行期の社会について」 『異貌』第3号　共同体研究会  1975年11月

（08）-21 鈴木正博 ・ 渡辺裕水「小山台貝塚出土の所謂『製塩土器』について」 『小山台貝塚』 　図書刊行会　 1976年3月

（08）-22 丸子亘 ・ 永松実 ・ 齋藤隆編1976年3月『小山台貝塚』　図書刊行会
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（08）-23 鈴木正博 ・ 渡辺裕水「関東地方における所謂縄紋式『土器製塩』に関する小論」 『常総台地』 7　常総台地研究会  1976年5月

（08）-24
鈴木正博 ・ 田宮一典 ・ 渡辺裕水「取手市上高井神明貝塚出土の製塩土器を中心として」 『常総台地』 8  常総台地研究会　1976
年10月

（08）-25 飯塚博和「動的視角としての安行期の位相」 『異貌』第5号  共同体研究会　1976年10月

（08）-26 中山修宏「縄文晩期社会理解への一視角ー安行期における「集団」関係 ・ 素描ー」　『異貌』第5号　 共同体研究会　1976年10月

（08）-27
川崎純徳 ・ 鈴木正博「関東地方に於ける縄紋式「土器製塩」と物流関係」 『日本考古学協会昭和52年度総会研究発表要旨』　日
本考古学協会　1977年4月

（08）-28 小沢真智子「茨城県法堂遺跡の研究」 『霞ヶ浦文化』 2　霞ケ浦文化研究会　1977年4月

（08）-29 日本塩業大系編集委員会（近藤義郞）編1978年3月『日本塩業大系　史料編　考古』　日本専売公社

（08）-30 渡辺明「（製塩部会小報（2） 岩井市東浦貝塚出土の製塩土器」 『常総台地』 9　常総台地研究会　1978年7月

（08）-31
鈴木正博 ・ 鈴木加津子「中妻貝塚に於ける『製塩土器』形態の基礎的研究」 （鈴木正博 ・ 鈴木加津子編1979年3月『取手と先史文
化　中妻貝塚の研究』上巻　取手市教育委員会）

（08）-32
川崎純徳「（3）製塩」 （茨城県史編さん第一部会原始古代史専門委員会（斎藤忠）編1979年3月『茨城県史料　考古資料編　先土
器 ・ 縄文時代』 　茨城県 ）

（08）-33
吉田格「広畑貝塚」 （茨城県史編さん第一部会原始古代史専門委員会（斎藤忠）編1979年3月『茨城県史料　考古資料編　先土器・
縄文時代』 茨城県 ）

（08）-34
川崎純徳「前浦遺跡」 （茨城県史編さん第一部会原始古代史専門委員会（斎藤忠）編1979年3月『茨城県史料　考古資料編　先土
器 ・ 縄文時代』 茨城県 ）

（08）-35
川崎純徳「道成寺貝塚」 （茨城県史編さん第一部会原始古代史専門委員会（斎藤忠）編1979年3月『茨城県史料　考古資料編　先
土器 ・ 縄文時代』 茨城県 ）

（08）-36
戸沢充則「法堂遺跡」 （茨城県史編さん第一部会原始古代史専門委員会（斎藤忠）編1979年3月『茨城県史料　考古資料編　先土
器 ・ 縄文時代』 茨城県 ）

（08）-37
日立市教育委員会（佐藤政則 ・ 瓦吹堅）編1979年3月『日立市小木町横内遺跡発掘調査報告書』　日立市文化財調査報告第5集　
日立市教育委員会

（08）-38 金子裕之「茨城県広畑貝塚出土の後 ・ 晩期縄文式土器」 『考古学雑誌』第65巻第1号　日本考古学会　1979年6月

（08）-39 内田英雄「武井釜製塩遺跡調査報告書」 （大野村史編さん委員会編1979年8月『大野村史』　大野村 ・ 大野村教育委員会）

（08）-40 内田英雄「武井釜製塩遺跡」 （大野村史編さん委員会編1979年8月『大野村史』　大野村 ・ 大野村教育委員会）

（08）-41
渡辺明「製塩部会小報（3） ー筑波郡発見の「製塩土器」と東浦貝塚の粗製土器ー」 『常総台地』 11　常総台地研究会　1979年12
月

（08）-42 斉藤弘道 ・ 鈴木正博「立木貝塚の骨格器に就いて」 『常総台地』 11　常総台地研究会　1979年12月

（08）-43 堀越正行「搬入土器と塩煮ー広義の船元式土器の場合ー」 『史館』第12号　市川ジャーナル社　1980年4月

（08）-44 近藤義郎「原始 ・ 古代」 『日本塩業大系　原始 ・ 古代 ・ 中世（稿）』　日本専売公社　1980年10月

（08）-45 小宮孟「土浦市上高津貝塚産出魚貝類の同定と考察」 『第四紀研究』第19巻第4号　第四紀学会　1980年12月

（08）-46
鈴木正博「縄紋時代に於ける『土器製塩』の研究（序説）」 （鈴木正博 ・ 鈴木加津子編1981年3月『取手と先史文化 中妻貝塚の研
究　 下巻』　取手市教育委員会）
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（08）-47 川崎純徳「製塩」 『季刊考古学』創刊号　雄山閣出版　1982年11月

（08）-48 寺門義範「製塩」 『縄文文化の研究ー生業ー』第2巻　雄山閣　1983年2月

（08）-49 関俊彦 ・ 鈴木正博 ・ 鈴木加津子「大森貝塚出土の安行式土器（3）」 『史誌』 19　大田区史編さん委員会  1983年

（08）-50 茨城県教育財団（川井正一）編1983年3月『鹿の子Ｃ遺跡』　茨城県教育財団文化財調査報告第20集　財団法人茨城県教育財団

（08）-51
清水芳裕「縄文時代後・晩期土器の胎土分析」 （千葉県文化財センター （天野務）編1984年3月『千葉県文化財センター研究紀要』
8号（自然科学の手法による遺跡遺物の研究3　土器胎土分析の基礎研究）　財団法人千葉県文化財センター）

（08）-52
千葉県文化財センター （天野務）編1984年3月『千葉県文化財センター研究紀要』 8号（自然科学の手法による遺跡遺物の研究3　
土器胎土分析の基礎研究）　財団法人千葉県文化財センター　

（08）-53 須藤隆編1984年9月『中沢目貝塚ー縄文時代晩期貝塚の研究ー』　東北大学文学部考古学研究会　

（08）-54 常松成人「茨城県布川低地貝塚の製塩土器」 『考古学の世界』 4　学習院考古会　1984年10月

（08）-55 林謙作「近藤義郎著『土器製塩の研究』」 『考古学雑誌』第70巻第2号　日本考古学会  1984年12月

（08）-56
小澤清男「縄文時代土器製塩の復元ー土器製作 ・ 製塩実験 ・ 中性子放射化分析ー」 『月刊考古学ジャーナル』 240　ニュー ・ サ
イエンス社　1984年12月

（08）-57
川崎純徳「縄文時代の生業（塩の生産、製塩土器の分布、運搬された製塩土器）」 （茨城県史編集委員会編1985年3月『茨城県史　
原始古代編』 　茨城県 ）

（08）-58 外塚遺跡調査会（長岡芳 ・ 今橋浩一ほか）編1985年3月『外塚遺跡』　下館市教育委員会　

（08）-59 鈴木正博「茨城県中妻貝塚　土器製塩をめぐって」 （戸沢允則編1985年3月『探訪　縄文の遺跡　東日本編』　有斐閣）

（08）-60 堀越正行「縄文時代の土器製塩と需要」　『季刊考古学』第12号　雄山閣　1985年8月

（08）-61
川崎純徳「製塩遺跡　 縄文人にも塩は必要。 どのように製塩したか」　『歴史読本』 30 （19） （417） （特集よみがえる縄文時代）　
新人物往来社　1985年11月

（08）-62 常松成人「縄文時代の土器製塩（1）」 『考古学の世界』第5号　 学習院考古会　1986年1月

（08）-63 寺門義範「製塩」 （千葉県教育庁文化課編1986年3月『千葉県生産遺跡詳細分布調査報告書』　千葉県教育委員会）

（08）-64 今橋浩一編1986年3月『外塚遺跡― 縄文時代の下館―』　下館市教育委員会　

（08）-65 渡辺誠「粗塩 ・ 堅塩と焼塩のこと」 『月刊考古学ジャーナル』№284　ニュー ・ サイエンス社　1987年12月

（08）-66 藤本彌城「茨城県広畑貝塚の晩期縄文土器」 『考古学雑誌』第73巻4号　日本考古学会　1988年3月

（08）-67 小杉正人「珪藻の環境指標種群の設定と古環境復原への応用」 『第四紀研究』第27巻第1号　日本第四紀学会　1988年5月

（08）-68 後藤和民「縄文時代の塩の生産」 『月刊考古学ジャーナル』第298号　ニュー ・ サイエンス社　1988年年11月

（08）-69 岡村道雄「東北地方の縄文時代における塩の生産」 『月刊考古学ジャーナル』第298号　ニュー ・ サイエンス社　1988年11月

（08）-70
川崎純徳「3 神明遺跡の晩期　4 製塩土器」 （取手市史編さん委員会編1989年3月『取手市史』原始古代（考古）資料編　　取手市
教育委員会）
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（08）-71 茨城県教育財団（中根節男）編1989年3月『沢田遺跡』　茨城県教育財団文化財調査報告第52集　財団法人茨城県教育財団

（08）-72
茨城県教育財団（吉川明宏）編1990年3月『金木場遺跡 ・ 向畑遺跡』　茨城県教育財団文化財調査報告第59集　財団法人茨城県
教育財団（全2冊、遺構 ・ 遺物編（上）、遺構 ・ 遺物編（下））

（08）-73 常松成人「縄文時代の土器製塩（2） ー大森貝塚出土の製塩土器ー」 『考古学の世界』 6　学習院考古会　 1990年4月

（08）-74 村上正祥「藻塩焼き」の科学-1」 『日本海水学会誌』第45巻第1号　日本海水学会　1991年1月

（08）-75 小沢利雄「日本製塩技術の地域的研究」 『東邦考古』 15　東邦考古学研究会　1991年1月

（08）-76
山田昌久「東北日本縄紋時代土器製塩の背景－交易システムからの始原社会論準備のためにー」 『史境』第22号　歴史人類学会　
1991年3月

（08）-77
平安博物館考古第二研究室（渡辺誠）編1991年3月『茨城県福田（神明前）貝塚』　古代学研究所研究報告第2輯　財団法人古代学
協会

（08）-78
出島村遺跡調査会（赤坂亨 ・ 川口武彦 ・ 千葉隆司）編1991年3月『為都南遺跡　霞ケ浦出島ゴルフ倶楽部造成事業に伴う埋蔵文
化財発掘調査報告書』　出島村教育委員会

（08）-79 茨城県教育財団編1991年12月『 沢田遺跡　揚浜式の製塩跡』　財団法人茨城県教育財団

（08）-80
茨城県教育財団（鯉淵和彦 ・ 新井聡）編1992年3月『沢田遺跡』　茨城県教育財団文化財調査報告第77集　財団法人茨城県教育
財団（全2冊、上巻、下巻）

（08）-81 川野辺一男「茨城の塩作り」 『そるえんす』第12号　財団法人ソルト ・ サイエンス研究財団　1992年3月

（08）-82
土浦市遺跡調査会（塩谷修 ・ 石川功）編1992年3月『国指定史跡　上高津貝塚の発掘－史跡整備に伴う調査の概要ー』　土浦市教
育委員会 ・ 土浦市遺跡調査会　

（08）-83
山武考古学研究所（湯原勝美 ・ 千田幸生）編1992年3月『立下遺跡発掘調査報告書』　日立市文化財調査報告第30集　日立市教
育委員会

（08）-84 鯉渕和彦「沢田遺跡における揚浜式製塩について」 『研究ノート』創刊号　財団法人茨城県教育財団　1992年7月

（08）-85
明野町地区埋蔵文化財包蔵地（ 山王堂遺跡）発掘調査会（大森信英）編1992年9月『山王堂遺跡発掘調査報告書』　明野町埋蔵文
化財発掘調査報告書第4集　明野町教育委員会 ・ 明野町地区埋蔵文化財包蔵地発掘調査会

（08）-86 鈴木正博「土器製塩と貝塚」 『季刊考古学』第41号　雄山閣　1992年11月

（08）-87 岡村道雄「貝塚の重要性と分析の視点ー貝塚の特性を生かした縄文文化の研究ー」 『季刊考古学』第41号　雄山閣　1992年11月

（08）-88 常松成人「関東地方の製塩土器　縄文時代の土器製塩（3）」 『考古学の世界』 9　学習院考古会　 1993年

（08）-89 常松成人「関東各都県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（08）-90
黒住耐二「柱状サンプルから得られた微小貝類依存体」 （佐藤孝雄 ・ 大内千年編1994年3月『上高津貝塚A地点』　慶應義塾大学
民族学 ・ 考古学研究室）

（08）-91
慶應義塾大学文学部民族学 ・ 考古学研究室（佐藤孝雄 ・ 大内千年）編1994年3月『上高津貝塚Ａ地点　史跡整備事業に伴う発掘
調査報告書』　慶應義塾大学文学部民族学 ・ 考古学研究室 小報9　慶應義塾大学民族学 ・ 考古学研究室

（08）-92
中 ・ 近世研究班「沢田遺跡における遺溝形態について一考察」 『研究ノート3号　平成5年度』　財団法人茨城県教育財団　1994年
3月　

（08）-93 渡辺誠「藻塩焼考」 （茂木雅博編1994年5月『風土記の考古学』 1　常陸風土記の巻　同成社）

（08）-94 寺門義範「製塩」 『縄文文化の研究』 2生業　雄山閣出版　1994年8月
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（08）-95 本田昭宏「土器製塩の実験考古学」 『筑波大学先史 ・ 考古学研究』第6号　筑波大学歴史 ・ 人類系　1995年3月

（08）-96 中村敦子「縄文時代の土器製塩」 『遡航』 13　早稲田大学大学院文学研究科考古談話会　1995年

（08）-97 高橋満「縄文時代土器製塩研究の現状と展望」 『1995年度駿台史学会大会研究発表要旨』　駿台史学会　1995年

（08）-98
香取郡市文化財センター編1995年3月 『大六天遺跡』　財団法人香取郡市文化財センター調査報告書第34集　財団法人香取郡市
文化財センター

（08）-99
茨城県教育財団（後藤哲也）編1995年3月『沢田遺跡』　茨城県教育財団文化財調査報告95集　財団法人茨城県教育財団 ・ 茨城
県

（08）-100 取手市教育委員会（宮内良隆 ・ 西本豊弘）編1995年7月『茨城県取手市中妻貝塚発掘調査報告書』　取手市教育委員会

（08）-101
阿部芳郎「土器焼きの火 ・ 料理の火－縄文土器にみられる使用痕跡と器体の劣化構造」 『考古学研究』第42巻第3号（167）　考古
学研究会　1995年12月

（08）-102 常松成人「園生貝塚の概要」 「土器製塩からみた問題提起」 『貝塚研究』第1号　園生貝塚研究会　1996年4月

（08）-103 高橋満「土器製塩の工程と集団ー製塩土器分布圏の成り立ちー」 『季刊考古学』第55号　雄山閣　1996年5月

（08）-104
鈴木正博 ・ 中妻貝塚研究会「古鬼怒湾の先史漁撈文化と『貝塚鎖複体』の社会構成　『考古情報学』から観た先史集落としての『中
妻貝塚モデル』」 『日本考古学協会第62回総会研究発表要旨』　日本考古学協会　1996年5月

（08）-105 鈴木正博「出島村の縄紋式貝塚研究事始め」 『茨城県考古学協会誌』 8号　茨城県考古学協会　1996年7月

（08）-106
上高津ふるさと歴史の広場（塩谷修ほか）編1996年8月『国指定史跡　上高津貝塚　上高津貝塚ふるさと歴史の広場　整備事業報
告書』　土浦市教育委員会

（08）-107 中村敦子「縄文時代土器製塩に関する一試論ー遺構による製塩工程の復元ー」 『史観』第135冊　早稲田大学史学会　1996年9月

（08）-108
茨城県教育財団（川又清明）編1996年9月『沢田遺跡』　茨城県教育財団文化財調査報告第115集　財団法人茨城県教育財団 ・ 建
設省

（08）-109 渡辺誠「縄文土器の器形と食文化」 『月刊考古学ジャーナル』 409　ニュー ・ サイエンス社　1996年10月

（08）-110 山武考古学研究所（松田政基）編1997年2月『稲荷作遺跡発掘調査報告書』　日立市文化財調査報告第41集　日立市教育委員会

（08）-111 常松成人「古鬼怒湾「製塩遺跡」を中心とした安行式集団の動態」 『茨城県史研究』 78号　茨城県立歴史館　1997年3月

（08）-112
山武考古学研究所（大平達雄 ・ 松田政基）編1997年3月『下相田遺跡発掘調査報告書』　日立市文化財調査報告第44集　日立市
教育委員会

（08）-113 常松成人「神野貝塚採集の製塩土器」 『貝塚研究』 2号　園生貝塚研究会　1997年4月

（08）-114
中村敦子「縄文時代の土器製塩をめぐる諸問題ー関東地方を中心にー」 『シンポジュウム　製塩土器の諸問題ー古代における塩
の生産と流通ー』　塩の会シンポジュウム実行委員会　1997年10月

（08）-115
阿部芳郎「「当盤押圧技法」の起源と系譜　縄文時代後 ・ 晩期の「製塩土器」にみられる器体の薄手化と製作技術について」 『貝
塚博物館紀要』第25号　千葉市立加曽利貝塚博物館　1998年3月

（08）-116
中村敦子「土器製塩研究と実験考古学ー加曽利貝塚博物館による製塩実験ー」 『貝塚博物館紀要』第25号　千葉市立加曽利貝塚
博物館　1998年3月

（08）-117 岡原正明 ・ 伊藤俊治「実験製塩土器の理科学的分析報告」 『貝塚博物館紀要』第25号　千葉市立加曽利貝塚博物館　1998年3月

（08）-118
阿部芳郎「西ヶ原貝塚出土の製塩土器の機能と技術」 （都内重要遺跡等調査団（尾崎完樹）編1998年3月『都内重要遺跡等調査
報告書』　東京都内重要遺跡等調査団）
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（08）-119
河西学「西ヶ原貝塚出土縄文晩期土器の胎土分析ー茨城県法堂遺跡出土製塩土器との比較ー」 （都内重要遺跡等調査団（尾崎
完樹）編1998年3月『都内重要遺跡等調査報告書』　都内重要遺跡等調査団）　

（08）-120 瓦吹堅「常陸の古代製塩土器覚書」 『史峰』 24号　新進考古学同人会　1998年

（08）-121
高橋満 ・ 中村敦子「茨城県広畑貝塚出土の縄文時代晩期縄文の土器　直良信夫氏調査のNトレンチ資料」 『茨城県史研究』 82
号　茨城県歴史館　1999年3月

（08）-122
玉造町遺跡調査会（汀安衛）編1999年3月『茨城県行方郡玉造町　若海貝塚発掘調査報告書』　玉造町教育委員会 ・ 玉造町遺跡
調査会

（08）-123 堀越正行「縄文時代の製塩　縄文人はなぜ海水を煮たのか」　『白い国の詩』第10号　東北電力株式会社地域交流部　1999年10月

（08）-124
田辺一元「縄文時代における『土器製塩』の諸問題」 『歴史と構造　文化人類学的研究』 28号　南山大学大学院文化人類学研究
室　2000年3月

（08）-125
高橋満 ・ 中村敦子「茨城県広畑貝塚出土の縄文時代晩期縄文の土器（二）　直良信夫氏調査のNトレンチ資料」 『茨城県史研究』
84号　茨城県歴史館　2000年3月

（08）-126 本田昭宏「大型炉と製塩」 （土浦市教育委員会（塩谷修）編2000年3月『国指定史跡　上高津貝塚Ｅ地点』　土浦市教育委員会）

（08）-127
茨城県教育財団（眞崎紀雄）編2000年3月『沢田遺跡』　茨城県教育財団文化財調査報告第161集　財団法人茨城県教育財団 ・ 建
設省　

（08）-128 加納哲哉2001年3月『微小動物遺存体の研究』　國學院大學大学院研究叢書文学研究科7　國學院大學大学院

（08）-129
小林克 ・ 岡田淳子 ・ 両角まり ・ 奈良貴史「広畑貝塚出土人骨の修復と鑑定」 『東京都江戸東京博物館研究報告』第7号　江戸東
京博物館　2001年3月

（08）-130
筑波大学考古学研究室編2001年3月『茨城県新治郡ー霞ヶ浦町遺跡分布調査報告書ー遺跡地図編』　霞ケ浦町教育委員会 ・ 筑
波大学考古学研究室

（08）-131
山武考古学研究所編2001年10月『南大民 ・ 志々前 ・ 豊後原 ・ 宮の後遺跡ー発掘調査報告書ー』　日立市文化財調査報告第48
集　日立市教育委員会

（08）-132
加納哲哉「初期製塩研究の新視点の研究」 『ツンドラから熱帯まで　 加藤晋平先生古稀記念考古学論集』 （『ツンドラの考古学』
博望　東北アジア古文化研究所紀要第2号）　東北アジア古文化研究所　2001年12月

（08）-133
ひたちなか市文化 ・ スポーツ振興公社（佐々木義則）編2002年3月『武田西塙遺跡　奈良 ・ 平安時代編』　財団法人ひたちなか市
文化 ・ スポーツ振興公社文化財調査報告第24集　ひたちなか市教育委員会 ・ 財団法人ひたちなか市文化 ・ スポーツ振興公社（全
2冊、第1分冊、第2分冊）

（08）-134
山武考古学研究所（福山俊彰 ・ 松田政基）編2002年10月『茨城県日立市　立下遺跡ー第2次発掘調査報告書ー』　日立市文化財
調査報告第63集　日立市教育委員会

（08）-135
鹿嶋市文化スポーツ振興事業団（風間和秀 ・ 石橋美和子） 編2003年3月『鹿嶋市内遺跡埋蔵文化財発掘調査報告書24　鹿嶋市
内No.91遺跡（KT91）神野遺跡』　鹿嶋市の文化財第115集　鹿嶋市教育委員会

（08）-136
日立市埋蔵文化財発掘調査会（佐藤政則 ・ 小川和博）編2003年3月『日立市田尻町　北の台遺跡発掘調査報告書』　日立市文化
財調査報告第65集　日立市教育委員会

（08）-137
奈良文化財研究所編2004年3月『奈良文化財研究所史料66　山内清男考古資料14』　独立行政法人文化財研究所奈良文化財研
究所　

（08）-138 鹿行文化研究所（汀安衛）編2004年3月『三渡遺跡発掘調査報告書』　神栖町教育委員会　

（08）-139
美浦村教育委員会（阿部芳郎 ・ 樋泉岳二 ・ 中村哲也）編2004年3月『茨城県稲敷郡美浦村　陸平貝塚』　陸平研究所叢書1　美浦
村教育委員会　

（08）-140 常松成人「中妻貝塚B地点採集の縄文土器」 『貝塚研究』第9号　園生貝塚研究会　2004年4月

（08）-141 玉里村教育委員会（小玉秀成）編2004年11月『玉里村村内遺跡分布調査報告書　玉里の遺跡』　玉里村教育委員会

（08）-142
有限会社日考研茨城（大渕淳志）編2005年3月『富士ノ腰遺跡 ・ 神岡上遺跡 ・ 叶南前A遺跡 ・ 叶南前B遺跡 ・ 古屋敷遺跡 ・ 仁井
谷遺跡』　北茨城市文化財調査報告11　北茨城市教育委員会　
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（08）-143
茨城県教育財団（芳賀友博 ・ 寺内久永）編2005年3月『村松白根遺跡1』　茨城県教育財団文化財調査報告第250集　日本原子力
研究所 ・ 高エネルギー加速器研究機構 ・ 財団法人茨城県教育財団（全2冊、上巻、下巻）

（08）-144 常松成人「関東地方における縄文時代製塩土器の分布」 『貝塚研究』第10号　園生貝塚研究会 ・ 筑波書房　2005年4月

（08）-145
吉野健一 「縄文時代後 ・ 晩期の古鬼怒沿岸における製塩の開始と魚利用の関係」 『貝塚研究』第10号　園生貝塚研究会 ・ 筑波
書房　2005年4月

（08）-146 須田良平「縄文時代の海洋適応」 （佐藤宏之 編2005年10月『現代の考古学』 2 （食糧獲得社会の考古学）　朝倉書店）

（08）-147
有限会社日考研茨城 （小川和博）編2006年1月『立下遺跡ー第3次発掘調査報告書ー』　日立市文化財調査報告第71集　日立市
教育委員会　 

（08）-148 高橋満「三貫地貝塚出土製塩土器の再検討」 『福島県立博物館紀要』第20号　福島県立博物館　2006年3月

（08）-149
津野仁「栃木県出土の古代製塩土器こついて」 『研究紀要』第14号　財団法人とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センター　2006
年3月

（08）-150 土浦市教育委員会（石川功 ・ 福田礼子）編2006年3月『国指定史跡　上高津貝塚Ｃ地点』　土浦市教育委員会

（08）-151
有限会社日考研茨城 （小川和博）編2006年3月『北の台遺跡発掘調査報告書　第2次調査』　日立市文化財調査報告第73集　日立
市教育委員会, 

（08）-152 「長砂渚遺跡」 『年報25』平成17年度　財団法人茨城県教育財団　2006年10月

（08）-153 小玉秀成「下滝遺跡」 『小美玉市史料館報』 Vol.1　小美玉市玉里史料館　2007年3月　

（08）-154
茨城県教育財団（早川麗司 ・ 渡邉浩実）編2007年3月『仁井谷遺跡 ・ 神岡上遺跡 ・ 古屋敷遺跡 ・ 叶南前Ａ遺跡』　茨城県教育財
団文化財調査報告第275集　財団法人茨城県教育財団 ・ 茨城県高萩土木事務所 

（08）-155
茨城県教育財団（杉澤季展）編2007年3月『長砂渚遺跡』　茨城県教育財団文化財調査報告第278集　財団法人茨城県教育財団 ・
茨城県常陸那珂港湾事務所

（08）-156
茨城県教育財団（皆川修 ・ 井上琢哉）編2007年3月『村松白根遺跡2』　茨城県教育財団文化財調査報告第284集　財団法人茨城
県教育財団 ・ 日本原子力研究所 ・ 高エネルギー加速器研究機構（全2冊、上巻、下巻）

（08）-157
高橋満「土器製塩と供給ー関東地方の2遺跡を中心ー」 『縄文時代の考古学』 6　ものづくりー道具製作の技術と組織ー　同成社　
2007年8月

（08）-158
津野仁「栃木県と周辺の古代製塩土器」 （山梨県考古学協会編2008年2月『塩の考古学ーゆく塩、 くる塩、古代の塩とその流通を
考えるー』山梨県考古学協会2007年度研究集会　山梨県考古学協会）

（08）-159 常松成人「下滝低地遺跡の製塩土器」 『小美玉市史料館報』 Vol.2　小美玉市玉里史料館　2008年3月

（08）-160
川島尚宗 ・ 村上尚子 ・ 鈴間智子「茨城県かすみがうら市平三坊貝塚発掘調査報告」 （筑波大学先史学 ・ 考古学研究編集委員会
編2008年3月 『筑波大学先史学 ・ 考古学研究』 （19）　筑波大学人文社会科学研究科歴史 ・ 人類学専攻）

（08）-161
吉野健一 「魚類利用からみた古鬼怒沿岸における縄文時代後 ・ 晩期の土器製塩の展開」 『貝塚研究』 11　園生貝塚研究会　
2008年4月

（08）-162 高橋満「製塩土器」 （小林達雄編2008年6月『総覧縄文土器』　 『総覧縄文土器』刊行委員会、 アム ・ プロモーション）

（08）-163
茨城県教育財団（越川欣和ほか）編2009年3月『上境旭台貝塚』　茨城県教育財団文化財調査報告第325集　財団法人茨城県教育
財団 ・ 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社

（08）-164 日考研茨城（小川和博 ・ 佐藤正則）編2009年3月『鶴子遺跡発掘調査報告書』　日立市文化財調査報告第82集　日考研茨城

（08）-165
茨城県教育財団（大関武 ・ 江原美奈子）編2009年3月『本田遺跡』　茨城県教育財団文化財調査報告第313集　財団法人茨城県教
育財団 ・ 国土交通省北首都国道事務所

（08）-166
五十嵐聡江ほか「馬場古室山遺跡の製塩土器研究と「みにまっぷ」による研究支援　パブリックアーケーオロジーに学ぶ先史考古
学のモデル構築」 『日本考古学協会第75回総会研究発表要旨』　日本考古学協会　2009年5月
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（08）-167 黒住耐二「微小貝類からみた東京湾沿岸の巨大貝塚の時代」 （阿部芳郎編2009年11月『東京湾巨大貝塚の時代と社会』　雄山閣）

（08）-168
有限会社日考研茨城（小川和博） ・ 上高津貝塚ふるさと歴史の広場（黒澤春彦）編2009年11月『茨城県土浦市　神立平遺跡』　土
浦市教育委員会 ・ 神立平遺跡調査会 ・ 日立建機株式会社土浦工場

（08）-169
川島尚宗「縄文時代土器製塩における労働形態」 『先史学 ・ 考古学研究』第21号　筑波大学　2010年3月（川島尚宗2015年7月『生
産と饗宴からみた縄文時代の社会的複雑化』　六一書房所収）

（08）-170
美浦村教育委員会（中村哲也 ・ 樋泉岳二 ・ 黒住耐二）編2010年3月『茨城県稲敷郡美浦村　陸平貝塚』　陸平研究所叢書5　美浦
村教育委員会

（08）-171
株式会社地域文化財研究所（大橋生）編2010年6月『北の台遺跡発掘調査報告書（第3次調査）』　日立市文化財調査報告第86集　
日立市教育委員会　 

（08）-172
阿部芳郎「製塩土器の生産と資源流通ー関東地方における土器製塩の再検討ー」 『移動と流通の縄文社会史』　雄山閣　2010年9
月

（08）-173 宮内慶介「内陸における製塩土器の出土事例ー入間川流域を中心としてー」 『移動と流通の縄文社会史』　雄山閣　2010年9月

（08）-174
亀井翼「霞ヶ浦南西岸における地形発達が縄文時代遺跡分布の認識に及ぼす影響」 『考古学研究』第58巻第1号（229号）　考古
学研究会　2011年6月

（08）-175 藤尾慎一郎「弥生時代前半の塩作り」 『講座日本の考古学6　弥生時代（下）』　青木書店　2011年9月

（08）-176 高橋満「下平前遺跡出土の縄文土器と製塩について」 『小美玉市史料館報』 第6号　小美玉市玉里史料館　2012 年3月

（08）-177
茨城県教育財団（江原美奈子）編2012年3月『上境旭台貝塚2』　茨城県教育財団文化財調査報告第364集　財団法人茨城県教育
財団 ・ 独立行政法人都市再生機構茨城地域支社

（08）-178
土浦市遺跡調査会（関口満 ・ 黒澤晴彦）編集2012年3月『 茨城県土浦市　小松貝塚 埋蔵文化財発掘調査報告書』　土浦市教育委
員会 ・ 土浦市遺跡調査会

（08）-179
亀井翼「地形発達が遺跡分布に与える影響ー霞ヶ浦南西岸の縄文時代を対象としてー」　『月刊考古学ジャーナル』 627　ニュー ・
サイエンス社　2012年5月

（08）-180
関口満「製塩遺跡の分布と製塩活動　神立平遺跡と上高津貝塚」　『月刊考古学ジャーナル』 627　ニュー ・ サイエンス社　2012年5
月

（08）-181 阿部芳郎「総論　縄文時代の資源利用と地域社会」 『月刊考古学ジャーナル』 627　ニュー ・ サイエンス社　2012年5月

（08）-182
茨城県立歴史館（川又清明ほか）編2012年10月『特別展　霞ヶ浦と太平洋のめぐみ－塩づくり－』 （平成24年10月）　茨城県立歴史
館　

（08）-183
渡辺誠「茨城縄文に始まる日本の製塩」 （茨城県立歴史館（川又清明ほか）編2012年10月『特別展　霞ヶ浦と太平洋のめぐみ－塩
づくり－』 （平成24年10月）　茨城県立歴史館）

（08）-184 茨城県立歴史館（川又清明ほか）編2012年10月『特別展　霞ヶ浦と太平洋のめぐみ－塩づくり－』 　茨城県立歴史館

（08）-185
阿部芳郎「土器製塩研究の展開と多様性」 『陸平と上高津ー縄文の資源利用と地域社会ー』明治大学日本先史文化研究所研究
成果シンポジウム予稿集　2012年12月

（08）-186 坂本和俊「古墳築造基盤となった集落と首長居館」 『埼玉の文化財』第53号　埼玉県文化財保護協会　2013年3月

（08）-187
茨城県教育財団（荒巻克一郎）編2013年3月『上境旭台貝塚3』　茨城県教育財団文化財調査報告第368集　公益財団法人茨城県
教育財団 ・ 独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部茨城地域事業本部　

（08）-188
毛野考古学研究所茨城支所（柴田洋孝）編2013年3月『茨城県土浦市　坂田台山古墳群　下坂田中台遺跡　下坂田貝塚』　土浦市
教育委員会 ・ 毛野考古学研究所

（08）-189
阿部芳郎 ・ 河西学 ・ 黒住耐二 ・ 吉田邦夫「縄文時代における製塩行為の復元　茨城県広畑貝塚採集の白色結核体の生成過程
と土器製塩」 『駿台史學』第149号　駿台史学会　2013年9月

（08）-190
阿部芳郎「縄文時代における製塩土器の出現過程ー器種変遷と製作技法からみた製塩土器の出自ー」 『駿台史學』第150号　　駿
台史学会　2014年2月
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（08）-191
須賀博子「縄文時代の奥東京湾東岸における製塩活動　千葉県松戸市貝の花貝塚出土製塩土器の観察から」 『駿台史學』第151
号　　駿台史学会　2014年3月

（08）-192 阿部芳郎「奥東京湾口部における土器製塩の展開」 『北区飛鳥山博物館研究報告』第16号　北区飛鳥山博物館　2014年3月

（08）-193 川又清明「茨城県における古代の製塩土器集成」 『茨城県立歴史館報』第41号　茨城県立歴史館　2014年3月

（08）-194
堀内晶子「製塩土器同定に向けた塩の化学的検出方法の開発　実験製塩土器を使って」 『月刊考古学ジャーナル』 654　ニュー ・
サイエンス社　2014年4月

（08）-195
鈴木正博「縄紋式晩期の「定住性社会」と霞ヶ浦 ・ 晩期ヤマトシジミ貝塚の「製塩土器インダストリ論」と「湾潟湖交流文化」の視点
からの展望」 『茨城県考古学協会誌』 26　茨城県考古学協会　2014年5月

（08）-196 阿部芳郎「縄文時代土器製塩の実証と展開」 『日本考古学協会第80回総会研究発表要旨』　日本考古学協会　2014年5月

（08）-197 川又清明「霞ヶ浦周辺の塩生産ー常陸国における塩づくりの歴史的景観」 『季刊考古学』第128号　雄山閣　2014年8月

（08）-198 高橋満「製塩活動の展開と技術」 『季刊考古学　別冊21　縄文の資源利用と社会』　雄山閣　2014年11月

（08）-199 阿部芳郎「資源利用からみる縄文社会」 『季刊考古学　別冊21　縄文の資源利用と社会』　雄山閣　2014年11月

（08）-200
関口満「縄文時代後晩期の製塩活動ー霞ヶ浦沿岸地域の製塩遺跡ー」 『月刊考古学ジャーナル』 663　ニュー ・ サイエンス社　
2014年11月

（08）-201 佐々木義則「古代常陸国の塩づくりとその流通」　『月刊考古学ジャーナル』 663　ニュー ・ サイエンス社　2014年11月

（08）-202
阿部芳郎「SI06住居内貝層から発見された微小生物遺存体と製塩痕跡」 （株式会社地域文化財研究所（斎藤洋） 編2015年2月『牧
之内遺跡』第1-7地点発掘調査報告書　松戸市秋山土地区画整理組合 ・ 地域文化財研究所 ）

（08）-203
阿部芳郎「縄文時代における土器製塩の展開と多様性」 『明治大学人文科学研究所紀要』第76冊　明治大学人文科学研究所　
2015年3月

（08）-204 坂本和俊「古墳時代東国の製塩土器を使わない製塩と流通痕跡」 『埼玉考古』第50号　埼玉考古学会　2015年3月

（08）-205
茨城県教育財団（小林和彦）編2015年3月『上境旭台貝塚4』　茨城県教育財団文化財調査報告第397集　独立行政法人都市再生
機構首都圏ニュータウン本部茨城地域事業本部 ・ 公益財団法人茨城県教育財団

（08）-206
阿部芳郎 ・ 樋泉岳二「縄文時代晩期における土器製塩技術の研究ー茨城県法堂遺跡における製塩行為の復元ー」 『駿台史學』
第155号　　駿台史学会　2015年9月

（08）-207
宮内慶介 ・ 川西学「内陸地域における縄文時代晩期製塩土器の研究視点ー飯能市加能里遺跡 ・ 中橋場遺跡出土製塩土器の産
地推定からー」 『埼玉考古』第51号　埼玉考古学会 　2016年3月  

（08）-208
茨城県教育財団（齋藤和浩 ・ 坂本勝彦ほか）編2016年3月『清水古墳群　神屋遺跡　神屋南遺跡』　茨城県教育財団文化財調査報
告第405集　公益財団法人茨城県教育財団 ・ 国土交通省関東地方整備局常総国道事務所（全3冊、上巻、中巻、下巻）

（08）-209
阿部芳郎「奥東京湾岸における土器製塩技術の研究　西ヶ原貝塚における製塩痕跡の検討」 『日本考古学協会第82回総会研究
発表要旨』　日本考古学協会　2016年5月

（08）-210
阿部芳郎「「藻塩焼く」の考古学ー縄文時代における土器製塩技術の実験考古学的検討ー」 『考古学研究』第63巻第1号（249号）　
考古学研究会　2016年6月

（08）-211
阿部芳郎「縄文時代における製塩技術史の展開と多様性」 『縄文文化の繁栄と衰退ー生業の多様化と社会の複雑化ー』明治大学
日本先史文化研究所研究成果公開シンポジュウム予稿集　明治大学日本先史文化研究所　2016年8月

（08）-212
永越信吾「茨城県太平洋岸における中世の海村についてー製塩主体の海村の一類型ー」 『総研大文化科学研究』第13号　総合研
究大学院大学文化科学研究科　2017年 3月

（08）-213
高橋満「縄文時代土器製塩研究の展開と課題」 『縄文の塩ー土器製塩の技術と展開ー』シンポジュウム予稿集　明治大学資源利
用史研究クラスター　2017年10月

（08）-214
亀井翼「霞ヶ浦沿岸の様相」 『縄文の塩ー土器製塩の技術と展開ー』シンポジュウム予稿集　明治大学資源利用史研究クラスター　
2017年10月
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（08）-215
須賀博子「奥東京湾東岸の製塩土器の分布 ・ 立地と製塩活動」 『縄文の塩ー土器製塩の技術と展開ー』シンポジュウム予稿集　
明治大学資源利用史研究クラスター　2017年10月

（08）-216
宮内慶介「奥東京湾および内陸部における土器製塩」 『縄文の塩ー土器製塩の技術と展開ー』シンポジュウム予稿集　明治大学
資源利用史研究クラスター　2017年10月

（08）-217
河西学「胎土分析からみた製塩土器の地域性」 『縄文の塩ー土器製塩の技術と展開ー』シンポジュウム予稿集　明治大学資源利
用史研究クラスター　2017年10月

（08）-218
黒住耐二「微小巻貝からみた製塩」 『縄文の塩ー土器製塩の技術と展開ー』シンポジュウム予稿集　明治大学資源利用史研究ク
ラスター　2017年10月

（08）-219
阿部芳郎「製塩研究のイノベーション」 『縄文の塩ー土器製塩の技術と展開ー』シンポジュウム予稿集　明治大学資源利用史研究
クラスター　2017年10月

（08）-220
川島尚宗「縄文時代土器製塩の社会的意味」 （大阪府立弥生文化博物館（塚本浩・中尾智行）編2017年10月『海に生きた人びとー
漁撈 ・ 塩づくり ・ 交流の考古学ー』大阪府立弥生文化博物館平成29年度秋季特別展　大阪府立弥生文化博物館図録62　大阪府
立弥生文化博物館）

（08）-221
関口満 ・ 亀井翼「霞ヶ浦の貝塚研究史」 （阿部芳郎編2018年2月『 霞ケ浦の貝塚と社会』 明治大学日本先史文化研究所先史文
化研究の新視点5 　雄山閣）

（08）-222
阿部芳郎「製塩活動の展開と霞ケ浦の地域社会」 （阿部芳郎編2018年2月『霞ケ浦の貝塚と社会』 明治大学日本先史文化研究所
先史文化研究の新視点5 　雄山閣）

（08）-223
阿部芳郎・須賀博子・亀井翼「霞ヶ浦沿岸における製塩土器出現期の再検討ー神立平SI01住居出土土器の分析と類例の比較ー」
『駿台史學』第163号　　駿台史学会　2018年3月

（08）-224
茨城県教育財団（江原美奈子 ・ 近江屋成陽 ・ 矢ノ倉正男）編2018年3月『築地遺跡　宮原前遺跡2』　茨城県教育財団文化財調査
報告第427集　公益財団法人茨城県教育財団

（08）-225
阿部芳郎「製塩土器の出現過程」 『縄文の塩2 ー製塩土器の型式と技術ー』明治大学資源利用史研究クラスター研究成果公開シ
ンポジウム　明治大学資源利用史研究クラスター　2018年10月

（08）-226
亀井翼「霞ヶ浦周辺における晩期初頭の製塩土器ー下坂田貝塚の出土事例から―」 『縄文の塩2 ー製塩土器の型式と技術ー』明
治大学資源利用史研究クラスター研究成果公開シンポジウム　明治大学資源利用史研究クラスター　2018年10月

（08）-227
須賀博子「霞ヶ浦の製塩土器編年ー神立平3号住居跡の検討から―」 『縄文の塩2 ー製塩土器の型式と技術ー』明治大学資源利
用史研究クラスター研究成果公開シンポジウム　明治大学資源利用史研究クラスター　2018年10月

（08）-228
宮内慶介・吉岡卓真「奥東京湾の製塩土器の様相」 『縄文の塩2 ー製塩土器の型式と技術ー』明治大学資源利用史研究クラスター
研究成果公開シンポジウム　明治大学資源利用史研究クラスター　2018年10月

（08）-229
阿部芳郎「製塩研究における問題点の整理と展開」 『縄文の塩2 ー製塩土器の型式と技術ー』明治大学資源利用史研究クラスター
研究成果公開シンポジウム　明治大学資源利用史研究クラスター　2018年10月

（08）-230
樋泉岳二「関東 ・ 東海における中期〜晩期貝塚の地域性」 『縄文の塩2 ー製塩土器の型式と技術ー』明治大学資源利用史研究ク
ラスター研究成果公開シンポジウム　明治大学資源利用史研究クラスター　2018年10月

（08）-231 阿部芳郎「上境旭台貝塚における製塩痕跡の分析」 『研究ノート』第15号　公益財団法人茨城県教育財団　2018年10月

（08）-232 上高津貝塚ふるさと歴史の広場（亀井翼）編2019年3月『茨城県土浦市　上高津貝塚周辺確認調査報告』　土浦市教育委員会

（08）-233
阿部芳郎 ・ 須賀博子 ・ 亀井翼「霞ヶ浦沿岸におけ晩期中葉の土器製塩ー土浦市神立平遺跡第3号住居跡出土遺物の再検討ー」
『駿台史學』第166号　　駿台史学会　2019年3月

（08）-234 亀井翼「下坂田貝塚出土製塩土器の再検討」 『土浦市立博物館紀要』第29号　土浦市立博物館　2019年3月

（08）-235
阿部芳郎「製塩研究の課題と展開ー縄文時代製塩技術史の展開と課題ー」 『日本列島における製塩技術史の解明1 ー縄文から
古代まで拡張して見えるものー』文部科学省科学研究費基盤研究A研究成果公開シンポジュウム予稿集　明治大学資源利用史研
究クラスター　2019年10月

（08）-236
高橋満「関東地方―霞ヶ浦周辺における縄文時代製塩遺跡の構造と理解ー」 『日本列島における製塩技術史の解明1 ー縄文から
古代まで拡張して見えるものー』文部科学省科学研究費基盤研究A研究成果公開シンポジュウム予稿集　明治大学資源利用史研
究クラスター　2019年10月

（08）-237
皆川修「文化財レポート　常陸における中世から近世にかけての製塩の村―村松白根遺跡 ・ 沢田遺跡の調査成果」 『日本歴史』
2006年11月号（第702号）　吉川弘文館
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（08）-238
岡本樹「霞ヶ浦沿岸地域における縄文時代後晩期の製塩土器編年の再検討－口縁部と底部に注目して－」 『溯航』第37号　早稲
田大学大学院文学研究科考古談話会　2019年2月

（08）-239
田邊えり「付着物質の分析による製塩土器の再検討　 関東地方の縄文時代における事例」 『筑波大学先史学 ・ 考古学研究』 30　
筑波大学人文社会科学研究科歴史 ・ 人類学専攻　2019年3月

（08）-240 岡本樹「関東地方における完形製塩土器の意義」 『溯航』第38号 早稲田大学大学院文学研究科考古談話会　2020年２月

（08）-241
阿部芳郎「縄文時代中期の製塩活動ー東京湾東岸地域における製塩技術史の展開ー」 『駿台史學』第169号　駿台史学会　2020
年3月

（08）-242
亀井翼「問題提起　霞ヶ浦沿岸における縄文時代土器製塩研究の動向」 『地方史研究』第70巻4号（406号）　地方史研究協議会　
2020年8月

（08）-243
阿部芳郎「製塩土器と製塩行為―土器型式学と微小生物遺存体の分析が明らかにする土器製塩の実態―」 『季刊考古学』 155
号（土器研究が拓く新たな縄文社会）　雄山閣　2021年4月
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（08）　茨城県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

8001 愛宕（町）遺跡 茨城県水戸市愛宕町 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8002 金洗沢遺跡 茨城県水戸市金隈金洗沢 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8003 成沢遺跡 茨城県水戸市成沢 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8004 下相田遺跡 茨城県日立市相田町 製塩土器（筒形平底） 奈良時代 （8）-112、（8）-158、（8）-201

8005 横内遺跡
茨城県日立市小木津町本
上原

製塩土器（筒形平底） 奈良時代 （8）-37、（8）-158

8006 遠下遺跡 茨城県日立市折笠町遠下 製塩土器（筒形平底） 古代 （8）-17、（8）-120

8007 稲荷作遺跡
茨城県日立市川尻町字稲
荷作

製塩土器（筒形平底） 奈良時代 （8）-110

8008 友部遺跡 茨城県日立市十王町友部 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8009 立下遺跡 茨城県日立市田尻町 製塩土器（筒形平底） 古代（8〜9世紀）
（8）-83、（8）-134、（8）-158、
（8）-197

8010 北の台遺跡 茨城県日立市田尻町7丁目 製塩土器（筒形平底） 平安時代（9世紀）
（8）-136、（8）-151、
（8）-158、（8）-171、
（8）-197、（8）-201

8011 金木場遺跡
茨城県日立市滑川町金木
場 

製塩土器（筒形平底） 奈良時代
（8）-72、（8）-158、（8）-197、
（8）-201

8012 鶴子遺跡 茨城県日立市東町4丁目 製塩土器（筒形平底） 古代 （8）-164、（8）-201、

8013 天神後遺跡
茨城県日立市東金沢町1丁
目

製塩土器（筒形平底） 奈良時代 （8）-131、（8）-201

8014 豊後原遺跡 茨城県日立市日高町5丁目 製塩土器（筒形平底） 古代（8〜9世紀） （8）-131、（8）-193、（8）-201

8015 南高野遺跡 茨城県日立市南高野町 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-32、（8）-89

8016 上高津貝塚
茨城県土浦市上高津町貝
塚 ・ 柿久保

製塩土器 縄文時代晩期

（8）-11、（8）-29、（8）-45、
（8）-77、（8）-82、（8）-91、
（8）-106、（8）-126、
（8）-150、（8）-214、（8）-232

8017 神立平遺跡 茨城県土浦市神立町 製塩土器 縄文時代晩期
（8）-168、（8）-223、
（8）-227、（8）-233

8018 小松貝塚 茨城県土浦市富士崎2丁目 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-178

8019
下坂田中台遺跡（下坂田
貝塚2区）

茨城県土浦市下坂田 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-188、（8）-234

8020 鹿の子Ｃ遺跡 茨城県石岡市鹿の子1丁目 製塩土器（筒形） 奈良時代 （8）-50、（8）-158、（8）-193

8021 板橋遺跡 茨城県龍ヶ崎市板橋町 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8022 別所遺跡
茨城県龍ヶ崎市別所町向
地

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8023 皆葉遺跡 茨城県下妻市皆葉字川端 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-32、（8）-89

8024 金土貝塚 
茨城県常総市大生郷町金
土  

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8025 築地貝塚
茨城県常総市大輪町字築
地

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-32、（8）-89、（8）-224
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番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

8026 叶南前Ｂ遺跡
茨城県北茨城市関南町神
岡上字叶岡前

製塩土器（筒形平底） 奈良時代
（8）-142、（8）-149、
（8）-158、（8）-193

8027 古屋敷遺跡
茨城県北茨城市関南町神
岡上

製塩土器（筒形平底） 奈良時代 （8）-154、（8）-158、（8）-193

8028 中妻貝塚
茨城県取手市小文間中妻
耕地

製塩土器 縄文時代晩期
（8）-31、（8）-59、（8）-100、
（8）-140

8029 上高井神明貝塚
茨城県取手市上高井神明
前

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-24、（8）-70

8030 大六天遺跡 茨城県つくば市舌沼 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-41、（8）-89、（8）-98

8031 上境旭台貝塚 茨城県つくば市栄 製塩土器 縄文時代晩期
（8）-163、（8）-177、
（8）-187、（8）-205、（8）-231

8032 小山台貝塚
茨城県つくば市上岩崎小山
台

製塩土器 縄文時代晩期
（8）-21、（8）-22、（8）-23、
（8）-29

8033 小茎遺跡 茨城県つくば市小茎 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8034 武田西塙遺跡
茨城県ひたちなか市武田字
西塙

製塩土器（筒形平底） 平安時代（10世紀） （8）-133、（8）-158、（8）-193

8035 沢田遺跡
茨城県ひたちなか市阿字ヶ
浦町字渚

揚浜塩田、釜屋跡、鹹水槽、
粘土貼土坑、土樋

15〜16世紀
（8）-71、（8）-79、（8）-80、
（8）-84、（8）-92、（8）-99、
（8）-108、（8）-127、（8）-237

8036 長砂渚遺跡 茨城県ひたちなか市長砂渚
揚浜塩田、釜屋跡、鹹水槽、
粘土貼土坑

15〜16世紀 （8）-152、（8）-155

8037 神野貝塚 茨城県鹿嶋市宮中神野 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89、（8）-113、（8）-135

8038 殿坪遺跡
茨城県鹿嶋市宮中神野殿
坪

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-57、（8）-89

8039 武井釜製塩遺跡 茨城県鹿嶋市武井釜 塩田 江戸時代 （8）-39、（8）-40

8040 原堂遺跡 茨城県潮来市上戸原堂 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8041 山王堂遺跡
茨城県筑西市山王堂字塚
下 ・ 屋敷北 

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-32、（8）-85、（8）-89

8042 女方本田前 茨城県筑西市女方本田前 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-32、（8）-89

8043 外塚遺跡 茨城県筑西市外塚羽黒山 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-58、（8）-64

8044 東浦貝塚 茨城県坂東市大口字東浦 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-30、（8）-41、（8）-89

8045 勘助新田遺跡
茨城県坂東市勘助新田駒
寄

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8046 小羽賀遺跡 茨城県稲敷市小羽賀田道 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8047 吹上遺跡（貝塚）
茨城県稲敷市江戸崎法蓮
坊甲

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8048 道成寺貝塚 茨城県稲敷市寺内中坂 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-9

8049 福田貝塚 茨城県稲敷市福田 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-77、（8）-89

8050 広畑貝塚 茨城県稲敷市飯出根本 製塩土器 縄文時代晩期

（8）-1、（8）-2、（8）-3、
（8）-4、（8）-5、（8）-6、
（8）-29、（8）-33、（8）-38、
（8）-44、（8）-66、（8）-121、
（8）-125、（8）-236

8051 前浦遺跡 茨城県稲敷市浮島前浦 製塩土器 縄文時代晩期
（8）-13、（8）-19、（8）-29、
（8）-34、（8）-48、（8）-137
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番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

8052 大門貝塚 茨城県稲敷市四箇松木 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8053 後九郎兵衛
茨城県稲敷市浮島後九郎
兵衛 

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8054 尾島遺跡 茨城県稲敷市浮島宮の脇 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8055 道成寺遺跡 茨城県稲敷市寺内中坂 製塩土器 縄文時代晩期
（8）-13、（8）-29、（8）-35、
（8）-52、（8）-62、（8）-111

8056 神屋遺跡 茨城県稲敷市清水字神屋 支脚（円筒形） 平安時代（10世紀） （8）-208

8057 為都南遺跡
茨城県かすみがうら市田伏
字沢の台

製塩土器（筒形平底） 古代 （8）-78

8058 安食平貝塚
茨城県かすみがうら市安食
平 

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-111、（8）-130

8059 平三坊貝塚
茨城県かすみがうら市牛渡
内台

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-111、（8）-160

8060 三渡遺跡 茨城県神栖市石神字三渡 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-138

8061 鬼越貝塚
茨城県行方市繁昌字森戸
平

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89

8062 若海貝塚 茨城県行方市若海 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-122

8063 神生遺跡
茨城県つくばみらい市神生
香取神社周辺

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-89、（8）-144

8064 部室遺跡
茨城県小美玉市上玉里部
室八幡平

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-18、（8）-89、（8）-141

8065 下平前遺跡
茨城県小美玉市下玉里下
平前

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-176

8066 下滝遺跡 茨城県小美玉市下玉里 製塩土器 縄文時代晩期 （8）-153、（8）-159

8067 竹原城跡 茨城県小美玉市竹原字館 製塩土器（筒形平底） 奈良時代 （8）-201

8068 村松白根遺跡
茨城県那珂郡東海村村松
白根

塩田関連遺構、粘土土坑 15〜16世紀 （8）-143、（8）-156、（8）-237

8069 法堂遺跡
茨城県稲敷郡美浦村大山
法堂 

製塩土器 縄文時代晩期
（8）-8、（8）-9、（8）-28、
（8）-29、（8）-36、（8）-206、
（8）-236

8070 陸平貝塚
茨城県稲敷郡美浦村土浦
字岡平 

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-139、（8）-170

8071 本田遺跡 茨城県猿島郡境町塚崎 製塩土器？ 縄文時代後期？ （8）-165

8072 立木貝塚
茨城県北相馬郡利根町立
木宮前

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-7、（8）-42

8073 布川貝塚
茨城県北相馬郡利根町布
川馬場

製塩土器 縄文時代晩期 （8）-54、（8）-89
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（09）　栃木県

（09）-1 山武考古学研究所編1992年9月『免の内台遺跡』  栃木県芳賀町文化財報告第15集　芳賀町教育委員会

（09）-2
栃木県文化振興事業団埋蔵文化財センター （植木茂雄）編1993年3月『免の内台遺跡』　栃木県埋蔵文化財調査報告第134集　栃
木県教育委員会 ・ 財団法人栃木県文化振興事業団　

（09）-3 津野仁「脂肪酸分析とその活用」 『帝京大学山梨文化財研究所報』第23号　帝京大学山梨文化財研究所　1995年2月

（09）-4
栃木県文化振興事業団埋蔵文化財センター （田代己佳）編1996年3月『宮の内A遺跡　宮の内B遺跡』　栃木県埋蔵文化財調査報
告第175集　栃木県教育委員会 ・ 財団法人栃木県文化振興事業団

（09）-5
栃木県文化振興事業団埋蔵文化財センター （津野仁ほか）編1996年3月『金山遺跡4』　栃木県埋蔵文化財調査報告第179集　栃
木県教育委員会 ・ 財団法人栃木県文化振興事業団（全3冊、本文編、遺物観察表編、写真図版編）

（09）-6
栃木県文化振興事業団埋蔵文化財センター （亀田幸久）編1996年3月『八幡根東遺跡』　栃木県埋蔵文化財調査報告第181集　栃
木県教育委員会 ・ 財団法人栃木県文化振興事業団

（09）-7
栃木県文化振興事業団埋蔵文化財センター （神山孝行ほか）編1997年3月『寺野東遺跡5　縄紋時代　環状盛土遺構 ・ 水場の遺
構編』　栃木県埋蔵文化財調査報告書第200集　栃木県教育委員会 ・ 財団法人栃木県文化振興事業団（全2冊、 1本文、 2理化学
分析 ・ 写真図版）　

（09）-8
津野仁「食生活史復元の一齣ー脂肪酸分析などからー」 （帝京大学山梨文化財研究所編1998年11月『1998年度帝京大学山梨文
化財研究所研究集会　食の復元　遺跡遺物から何を読みとるか2』資料集　　帝京大学山梨文化財研究所）

（09）-9
栃木県文化振興事業団埋蔵文化財センター （山口耕一）編1999年3月『多功南原遺跡　奈良 ・ 平安時代編』　栃木県埋蔵文化財
調査報告第222集　栃木県教育委員会 ・ 財団法人栃木県文化振興事業団（全4冊、第1分冊、第2分冊、第3分冊、写真図版編）

（09）-10
栃木県文化振興事業団埋蔵文化財センター （今平昌子）編1999年3月『一本松遺跡 ・ 文殊山遺跡』　栃木県埋蔵文化財調査報告
第230集　栃木県教育委員会 ・ 財団法人栃木県文化振興事業団

（09）-11
栃木県文化振興事業団埋蔵文化財センター （阿久津裕）編2000年3月『小丸山北遺跡 ・ 山苗代Ａ遺跡』　栃木県埋蔵文化財調査
報告第237集　栃木県教育委員会 ・ 財団法人栃木県文化振興事業団

（09）-12 橋本澄朗「免の内台遺跡」 （芳賀町史編さん委員会編2001年7月『芳賀町史』資料編考古　芳賀町）

（09）-13
芳賀町教育委員会（阿部芳幸） ・ 日本窯業史研究所（栗田欣行ほか）編2002年3月『栃木県芳賀町　グシ内南遺跡』 　日本窯業史
研究所報告第57冊　日本窯業史研究所

（09）-14 国分寺町教育委員会（山口耕一）編2003年3月『中井2号遺跡』　国分寺町埋蔵文化財調査報告第14集　国分寺町教育委員会

（09）-15 橋本澄朗「製塩土器の話」 （芳賀町史編さん委員会編2003年3月『芳賀町史』通史編原始古代 ・ 中世　芳賀町）

（09）-16
国分寺町教育委員会（山口耕一）編2004年3月『新開遺跡第2次 ・ 第3次調査』　国分寺町埋蔵文化財調査報告第15集　国分寺町
教育委員会　

（09）-17
とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センタ－（篠原浩恵）編2004年３月『赤曽2遺跡 ・ 亀山北遺跡』　栃木県埋蔵文化財調査報告
第282集　栃木県教育委員会 ・ 財団法人とちぎ生涯学習文化財団

（09）-18
とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センタ－（中山晋 ・ 平久保直希）編2005年3月『彦七新田遺跡』　栃木県埋蔵文化財調査報告
第289集　栃木県教育委員会 ・ 財団法人とちぎ生涯学習文化財団

（09）-19
津野仁「栃木県出土の古代製塩土器について」 『研究紀要』第14号　財団法人とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センター　2006
年3月

（09）-20
とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センター （津野仁 ・ 篠原浩恵 ・ 今平昌子）編2007年3月『東谷 ・ 中島地区遺跡群8　砂田遺
跡（4〜6 ・ 18 ・ 19 ・ 23 ・ 24区）』　栃木県埋蔵文化財調査報告第305集　栃木県教育委員会 ・ 財団法人とちぎ生涯学習文化財団（全
2冊　第1分冊、第2分冊）

（09）-21 江原英 ・ 初山孝行2007年9月『寺野東遺跡』　日本の遺跡23　同成社　

（09）-22
「特集　塩　「作る」、「運ぶ」、「使う」」 『栃木県埋蔵文化財センターだより　やまかいどう』 2007年10月号　栃木県教育委員会　2007
年10月
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（09）-23
津野仁「栃木県と周辺の古代製塩土器」 （山梨県考古学協会編2008年2月『塩の考古学一ゆく塩、 くる塩、古代の塩とその流通を
考える一』山梨県考古学協会2007年度研究集会資料集　山梨県考古学協会）

（09）-24
とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センター （塚原孝一）編2008年3月『小鍋前遺跡』　栃木県埋蔵文化財調査報告第313集　栃
木県教育委員会 ・ 財団法人とちぎ生涯学習文化財団 

（09）-25
とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センタ－（津野仁）編2009年3月『青龍渕遺跡 ・ 皇宮前塚』　栃木県埋蔵文化財調査報告第
317集　　栃木県教育委員会 ・ 財団法人とちぎ生涯学習文化財団 

（09）-26
とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センタ－（吉田哲）編2009年3月『原北遺跡 ・ 茅堤北遺跡 ・ 伊勢崎3遺跡』　栃木県埋蔵文化
財調査報告第323集　栃木県教育委員会 ・ 財団法人とちぎ生涯学習文化財団

（09）-27
とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センタ－（亀田幸久）編2013年3月『東谷 ・ 中島地区遺跡群16　 西刑部西原遺跡（古墳 ・ 奈良 ・
平安時代編）』　栃木県埋蔵文化財調査報告第362集　栃木県教育委員会 ・ 財団法人とちぎ未来づくり財団

（09）-28
とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センタ－（津野仁）編2014年3月『下野国分尼寺跡』　栃木県埋蔵文化財調査報告第364集　栃木
県教育委員会 ・ 公益財団法人とちぎ未来づくり財団

（09）-29
とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センタ－（植木茂雄 ・ 市川岳朗）編2014年3月『くるま橋遺跡』　栃木県埋蔵文化財調査報告第368
集　栃木県教育委員会 ・ 公益財団法人とちぎ未来づくり財団

（09）-30 「その4 「塩作りの土器」 ー八幡根東遺跡出土製塩土器 奈良時代ー」 『県教委だより』 第683号　栃木県教育委員会　2016年2月

（09）-31
とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター （江原英） 編2017年3月『刈沼遺跡 ・ 刈沼向原遺跡』　栃木県埋蔵文化財調査報告第
388集　栃木県教育委員会 ・ 公益財団法人とちぎ未来づくり財団（全2冊、第1分冊、第2分冊）
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（09）　栃木県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

9001 宮の内B遺跡 栃木県宇都宮市上御田町 製塩土器（筒形平底） 平安時代 （09）-4

9002 刈沼遺跡 栃木県宇都宮市刈沼町 製塩土器 縄文時代晩期 （09）-31

9003 西刑部西原遺跡
栃木県宇都宮市平塚町字
西原

製塩土器（筒形平底） 奈良時代 （09）-27

9004 砂田遺跡
栃木県宇都宮市屋板町 ・
中島町 ・ 砂田町

製塩土器（筒形平底） 平安時代 （09）-20、（09）-23

9005 青龍渕遺跡 栃木県鹿沼市北赤塚町 製塩土器（筒形平底） 古代（7〜9世紀） （09）-25

9006 八幡根東遺跡 栃木県小山市中久喜 製塩土器（筒形平底） 奈良時代 （09）-6、（09）-23、（09）-30

9007 金山遺跡
栃木県小山市東野田字金
山 ・ 大門前

製塩土器（筒形平底） 奈良時代 （09）-5

9008 寺野東遺跡
栃木県小山市梁字愛宕字
土手戸作

製塩土器 縄文時代晩期 （09）-7、（09）-21

9009 くるま橋遺跡 栃木県真岡市石島 製塩土器（筒形平底） 平安時代 （09）-29

9010 伊勢崎3遺跡 栃木県真岡市伊勢崎 製塩土器（筒形平底） 平安時代 （09）-26

9011 赤曽2遺跡 栃木県真岡市下籠谷 製塩土器（筒形平底）
平安時代（9〜10世
紀）

（09）-17

9012 山苗代Ａ遺跡 栃木県矢板市山苗代 製塩土器（筒形平底） 平安時代（9世紀） （09）-11

9013 小鍋前遺跡 栃木県那須烏山市大里 製塩土器（筒形平底） 奈良時代 （09）-24

9014 一本松遺跡
栃木県下野市石橋上古山
字一本松

製塩土器（筒形平底） 奈良時代 （09）-10

9015 下野国分尼寺跡 栃木県下野市国分寺 製塩土器（筒形平底） 古代（8〜10世紀） （09）-28

9016 新開遺跡
栃木県下野市国分寺字国
分

製塩土器（筒形平底） 平安時代（9世紀） （09）-16

9017 中井2号遺跡
栃木県下野市国分寺字国
分

製塩土器（筒形平底）
平安時代（9〜10世
紀）

（09）-14

9018 多功南原遺跡
栃木県河内郡上三川町多
功字南原

製塩土器（筒形平底） 古代（8〜9世紀） （09）-9

9019 彦七新田遺跡
栃木県芳賀郡市貝町上根
字彦七新田

製塩土器（筒形平底） 平安時代（9世紀） （09）-18

9020 グシ内南遺跡
栃木県芳賀郡芳賀町祖母
井字グシ内

製塩土器（筒形平底） 平安時代（9世紀） （09）-13、（09）-23

9021 免の内台遺跡
栃木県芳賀郡芳賀町東水
沼字免の内台 

製塩土器（筒形平底） 平安時代（9世紀）
（09）-1、（09）-2、（09）-12、
（09）-15、（09）-23
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日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（10）　群馬県

（10）-1
桐生市教育委員会（伊藤晋祐 ・ 増田修 ・ 高橋哲）編1980年3月『群馬県桐生市　千網谷戸遺跡調査報告』　桐生市文化財調査報
告第３集　桐生市教育委員会　 

（10）-2 明和村教育委員会（川島正一）編1991年3月『矢島遺跡発掘調査報告書』　 明和村教育委員会

（10）-3 常松成人「関東各都県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（10）　群馬県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

10001 千網谷戸遺跡
群馬県桐生市川内町3丁目
（須永字千網谷戸）

製塩土器 縄文時代晩期 （10）-1、（10）-3

10002 矢島遺跡
群馬県邑楽郡明和町矢島
小字向新田

製塩土器 縄文時代晩期 （10）-2
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日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（11）　埼玉県

（11）-1 埼玉県遺跡調査会編1974年3月『高井東遺跡調査報告書　本文編』　埼玉県遺跡調査会報告第25集 　埼玉県遺跡調査会

（11）-2 埼玉県遺跡調査会編1975年3月『高井東遺跡調査報告書　図版編』　埼玉県遺跡調査会報告第25集 　埼玉県遺跡調査会

（11）-3 小田静夫 ・ 金子裕之 ・ 金子浩昌「埼玉県石神貝塚の調査」 『埼玉考古』 13 ・ 14号　埼玉考古学会　1975年6月

（11）-4 日本塩業大系編集委員会（近藤義郞）編1978年3月『日本塩業大系　史料編　考古』　日本専売公社

（11）-5
浦和市教育委員会（青木義脩 ・ 高山清司 ・ 小倉均）編1982年3月『馬場（小室山）遺跡』　浦和市東部遺跡群発掘調査報告書第1
集　浦和市教育委員会 ・ 浦和市遺跡調査会

（11）-6
大宮市遺跡調査会（立木新一郎 ・ 山形洋一）編1985年3月『東北原遺跡ー第6次調査ー』　大宮市遺跡調査会報告別冊1　大宮市
遺跡調査会

（11）-7
埼玉県埋蔵文化財調査事業団（橋本勉）編1985年3月『ささら（2）』　埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第47集　財団法人埼玉
県埋蔵文化財調査事業団

（11）-8
鈴木加津子 ・ 鈴木正博 ・ 荒井幹夫「正網遺跡－荒川右岸における縄紋式後晩期遺跡の研究」 『富士見市遺跡調査会研究紀要』
5号　富士見市遺跡調査会　1989年3月

（11）-9
埼玉県埋蔵文化財調査事業団（橋本勉）編1990年3月『雅楽谷遺跡』　 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第93集　財団法人埼
玉県埋蔵文化財調査事業団 

（11）-10
川口市教育委員会（吉田健司 ・ 鈴木加津子）編1992年3月『精進場遺跡（1）』　川口市文化財調査報告書第30集　川口市教育委員
会

（11）-11
川口市教育委員会（吉田健司 ・ 鈴木加津子）編1993年3月『精進場遺跡（2）』　川口市文化財調査報告書第31集　川口市教育委員
会

（11）-12 常松成人「関東各都県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（11）-13 大宮市遺跡調査会（山形洋一）編1995年3月『東北原遺跡ー第10次調査ー』 大宮市遺跡調査会報告第49集　大宮市遺跡調査会

（11）-14
浦和市遺跡調査会（青木義脩 ・ 栁田博之 ・ 山田尚友）編1996年6月『前窪遺跡発掘調査報告書（第3次）』　浦和市遺跡調査会報
告書第213集　浦和市遺跡調査会

（11）-15
大宮市教育委員会（山形洋一 ・ 笹森紀己子）編1997年3月『市内遺跡発掘調査報告　東北原遺跡（第11次調査）』　大宮市文化財
調査報告第43集　大宮市教育委員会

（11）-16
大宮市教育委員会編1999年3月『市内遺跡発掘調査報告　東北原遺跡（第4次調査）』　大宮市文化財調査報告第46集　大宮市教
育委員会

（11）-17
埼玉県埋蔵文化財調査事業団編2007年3月『久台遺跡3』　埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第339集　財団法人埼玉県埋蔵
文化財調査事業団

（11）-18
さいたま市教育委員会編2012年3月『さいたま市内遺跡発掘調査報告書第11集　与野東遺跡第4次調査　真福寺貝塚I地点　根岸
遺跡第11次調査　飯塚原地遺跡第4地点　関後耕地遺跡確認調査』　 さいたま市教育委員会

（11）-19
宮内慶介「加能里遺跡の製塩土器ー加能里遺跡試掘調査第9地点の成果ー」 『飯能市郷土館研究紀要』第6号　飯能市郷土館　
2013年3月

（11）-20 坂本和俊「古墳築造基盤となった集落と首長居館」 『埼玉の文化財』第53号　埼玉県文化財保護協会　2013年3月

（11）-21 冨田靖雄「秩父郡皆野町採集の製塩土器について」 『埼玉史談』 319号（61巻-3号）　埼玉県郷土文化会　2015年1月

（11）-22 坂本和俊「古墳時代東国の製塩土器を使わない製塩と流通痕跡」 『埼玉考古』第50号　埼玉考古学会　2015年3月
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（11）-23
田中広明ほか「埼玉県の製塩土器最新事情」 （山梨県考古学協会編 2015年11月『塩の考古学2一古代地域社会における内陸出
土の製塩土器を考える一』山梨県考古学協会2015年度研究集会資料集　山梨県考古学協会 ・ 帝京大学文化財研究所）

（11）-24
宮内慶介 ・ 河西学「内陸地域における縄文時代晩期製塩土器の研究視点ー飯能市加能里遺跡 ・ 中橋場遺跡出土の産地推定か
らー」 『埼玉考古』第51号　埼玉考古学会　2016年3月

（11）-25
宮内慶介「奥東京湾および内陸部における土器製塩」 『縄文の塩ー土器製塩の技術と展開ー』シンポジュウム予稿集　明治大学
資源利用史研究クラスター　2017年10月

（11）-26
白岡市教育委員会（杉山和徳 ・ 奥野麦生）編2018年3月『入耕地遺跡（第8 ・ 9 ・ 11地点） ・ 正福院貝塚（第2地点）』　白岡市埋蔵
文化財調査報告書第27集　白岡市教育委員会

（11）-27
宮内慶介・吉岡卓真「奥東京湾の製塩土器の様相」 『縄文の塩2 ー製塩土器の型式と技術ー』明治大学資源利用史研究クラスター
研究成果公開シンポジウム　明治大学資源利用史研究クラスター　2018年10月

（11）-28
白岡市教育委員会（杉山和徳 ・ 奥野麦生）編2019年3月『入耕地遺跡（第10 ・ 12地点）』　白岡市埋蔵文化財調査報告書第28集　
白岡市教育委員会

（11）-29 熊谷市教育委員会（松田哲）編2019年3月『中西遺跡2』　埼玉県熊谷市埋蔵文化財調査報告書第34集　熊谷市教育委員会
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日本塩業史研究文献目録（考古編）遺跡一覧表

（11）　埼玉県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

11001 馬場（小室山）遺跡 埼玉県さいたま市緑区三室 製塩土器 縄文時代晩期 （11）-5、（11）-12

11002 真福寺貝塚
埼玉県さいたま市岩槻区城
南3丁目

製塩土器 縄文時代晩期 （11）-12、（11）-18、（11）-25

11003 東北原遺跡
埼玉県さいたま市見沼区東
大宮4丁目

製塩土器 縄文時代晩期
（11）-6、（11）-12、（11）-13、
（11）-15、（11）-16、（11）-27

11004 小深作遺跡
埼玉県さいたま市見沼区小
深作程島

製塩土器 縄文時代晩期 （11）-12

11005 奈良瀬戸遺跡
埼玉県さいたま市北区奈良
町

製塩土器 縄文時代晩期 （11）-12

11006 前窪遺跡
埼玉県さいたま市浦和区木
崎5丁目

製塩土器 縄文時代晩期 （11）-14、（11）-27

11007 中西遺跡 埼玉県熊谷市中西四丁目 製塩土器 縄文時代晩期 （11）-29

11008 石神貝塚
埼玉県川口市石神新井宿
保坂山卜伝

製塩土器 縄文時代晩期 （11）-3、（11）-4、（11）-12

11009 新郷貝塚 埼玉県川口市東貝塚 製塩土器 縄文時代晩期 （11）-12

11010 安行貝塚 埼玉県川口市安行宮越 製塩土器 縄文時代晩期 （11）-12

11011 戸塚精進場遺跡 埼玉県川口市戸塚西台 製塩土器 縄文時代晩期 （11）-10、（11）-11、（11）-12

11012 赤山陣屋跡遺跡
埼玉県川口市赤芝新田字
道上

製塩土器 縄文時代晩期 （11）-25

11013 中橋場遺跡
埼玉県飯能市下直竹字中
橋場

製塩土器 縄文時代晩期 （11）-24、（11）-25

11014 加能里遺跡 埼玉県飯能市笠縫 製塩土器 縄文時代晩期 （11）-19、（11）-24、（11）-25

11015 高井東遺跡
埼玉県桶川市上日出谷高
井

製塩土器 縄文時代晩期 （11）-1、（11）-2、（11）-12

11016 後谷遺跡 埼玉県桶川市加納後谷 製塩土器 縄文時代晩期 （11）-12

11017 宮岡氷川神社前遺跡 埼玉県北本市高尾宮岡 製塩土器 縄文時代晩期 （11）-12

11018 正網遺跡 埼玉県宮士見市水子 製塩土器 縄文時代晩期 （11）-8

11019 ささら2遺跡 埼玉県蓮田市東 製塩土器 縄文時代晩期 （11）-7、（11）-12

11020 雅楽谷遺跡 埼玉県蓮田市黒浜江ヶ崎 製塩土器 縄文時代晩期 （11）-9、（11）-12

11021 久台遺跡 埼玉県蓮田市東2丁目 製塩土器 縄文時代晩期 （11）-17

11022 正福院貝塚 埼玉県白岡市白岡 製塩土器 縄文時代晩期 （11）-26

11023 入耕地遺跡 埼玉県白岡市白岡 製塩土器 縄文時代晩期 （11）-28

11024 小池氏城跡 埼玉県秩父郡皆野町皆野 製塩土器 縄文時代晩期 （11）-21
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（12）　千葉県

（12）-1
早稲田大学高等学院歴史研究部編1958年3月『千葉県香取郡奈土貝塚発掘調査報告書』　早稲田大学高等学院歴史研究誌1　早
稲田大学高等学院歴史研究部

（12）-2 酒詰仲男「千葉県余山貝塚発掘調査概報（中篇）」 『文化学年報』第12輯　同志社大学文化学会　1963年

（12）-3 鈴木公雄「千葉県山武郡横芝町姥山山武姥山貝塚の晩期繩文土器に就いて」 『史學』 36巻1号　三田史學會　1963年8月

（12）-4
杉原壮介 ・ 大塚初重 ・ 戸沢充則 ・ 小林三郎「千葉県天神前遺跡における晩期縄文式土器」 『駿台史學』 15号　駿台史学会　
1964年9月

（12）-5
八幡一郎編1973年3月『貝の花貝塚』  東京教育大学文学部考古学研究報告2　東京教育大学文学部史学方法論教室（全2冊、本
編、別図 ・ 別表）

（12）-6
小川和博「（1）貝塚測量調査報告　（一）台方花輪貝塚」 （成田市教育委員会社会教育課編1973年3月『成田市の文化財』第9輯　
成田市埋蔵文化財調査特集　成田市教育委員会）

（12）-7
西村正衛「千葉県成田市荒海貝塚（第一次調査） 東部関東における縄文晩期文化の研究（その一）」『学術研究ー地理学・歴史学・
社会科学編ー』第23号　早稲田大学教育学部　1974年12月

（12）-8
堀之内上の台遺跡発掘調査団（寺門義範）編1979年3月『千葉県夷隅郡大多喜町堀之内上の台遺跡ー房総半島における縄文時
代晩期遺跡の研究』　夷隅郡教育委員会

（12）-9
千葉県文化財センター （天野務）編1981年3月 『公津原2』　千葉県教育委員会・ 財団法人千葉県文化財センター （全3冊、本文編、
挿図編、図版編）

（12）-10 近森正 ・ 藤村東男 ・ 山岸良二編1983年3月『佐倉市吉見台遺跡発掘調査概要2』　佐倉市教育委員会 ・ 佐倉市遺跡調査会

（12）-11
古内正 ・ 三浦和信編1984年3月『石神台貝塚 ・ 戸ノ内貝塚ー北総における縄文時代後 ・ 晩期貝塚の調査ー』　印旛村史編纂委員
会、石神台貝塚 ・ 戸ノ内貝塚発掘調査会

（12）-12
千葉県文化財センター （天野務）編1984年3月『千葉県文化財センター研究紀要』 8号（自然科学の手法による遺跡遺物の研究3　
土器胎土分析の基礎研究）　財団法人千葉県文化財センター　

（12）-13 寺門義範「製塩」 （千葉県教育庁文化課編1986年3月『千葉県生産遺跡詳細分布調査報告書』　千葉県教育委員会）

（12）-14 余山貝塚資料図譜編集委員会編1986年3月『余山貝塚資料図譜』　国学院大学考古学資料館

（12）-15
千葉市教育委員会（寺門義範 ・ 山下亮介）編1990年3月『埋蔵文化財調査（園生貝塚）報告書－昭和63年度 ・ 平成元年度ー』　千
葉市教育委員会

（12）-16
千葉県文化財センター （蔀淳一）編1990年3月『横芝町山武姥山貝塚確認調査報告書』　千葉県文化財センター調査報告第187集　
千葉県教育委員会 ・ 財団法人千葉県文化財センター

（12）-17 松戸市立博物館編1993年10月『特別展　縄文土器の世界』　松戸市立博物館

（12）-18 常松成人「関東各都県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（12）-19 常松成人「園生貝塚の概要」 「土器製塩からみた問題提起」 『貝塚研究』 1号　園生貝塚研究会　1996年4月

（12）-20
流山市教育委員会（増崎勝仁）編1997年3月『流山市上新宿貝塚ー範囲確認調査報告書ー』　流山市文化財調査報告24　流山市
教育委員会

（12）-21
財団法人香取郡市文化財センター （黒沢哲郎 ・ 石橋宏克）編1998年3月『大栄町内遺跡発掘調査報告書ー平成9年度ー　奈土貝
塚遺跡、久井崎2遺跡』　大栄町教育委員会

（12）-22 常松成人「成田市台方花輪貝塚と関宿町内町貝塚の製塩土器」 『貝塚研究』 3号　園生貝塚研究会 　1998年4月

（12）-23
鴨川市教育委員会 ・ 鴨川市遺跡調査会（野中徹 ・ 杉山春信ほか）編2000年3月『東条地区遺跡群発掘調査報告書』　 鴨川市遺跡
調査会埋蔵文化財調査報告第6集　鴨川市遺跡調査会 ・ 千葉県館山市土地改良事務所
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（12）-24
印旛郡市文化財センター （林田利之）編2000年3月『千葉県佐倉市 吉見台遺跡A地点 』　財団法人印旛郡市文化財センター発掘
調査報告書第159集　財団法人印旛郡市文化財センター （全2冊、本文編、写真図版編）

（12）-25
千葉市文化財調査協会（古谷渉）編2001年3月『千葉市内野第1遺跡発掘調査報告書』　財団法人千葉市文化財調査協会（全3冊、
第1分冊 ・ 縄文時代遺構編、第2分冊 ・ 縄文時代遺物編、第3分冊 ・ 古墳時代以降 ・ 理化学分析）

（12）-26 石端宏克「五 奈土貝塚と製塩遺跡」 （大栄町史編さん委員会編2001年9月『大栄町史』通史編上　大栄町）

（12）-27
総南文化財センター （神野信）編2003年3月『千葉県安房郡白浜町　青木松山遺跡 ・ 沢辺遺跡発掘調査報告書』　財団法人総南
文化財センター調査報告第46集　財団法人総南文化財センター ・ 白浜町 ・ 千葉県館山土地改良事務所

（12）-28 常松成人「台方花輪貝塚新発見地点の縄文土器」 『貝塚研究』第8号　園生貝塚研究会　2003年4月

（12）-29 神野信「白浜町沢辺遺跡における古代製塩資料」 『研究連絡誌』第66号　財団法人千葉県文化財センター　2004年3月

（12）-30
印旛郡市文化財センター （戸谷敦司）編2004年3月『千葉県佐倉市　井野長割遺跡　第4次調査』　財団法人印旛郡市文化財セン
ター発掘調査報告書第205集　財団法人印旛郡市文化財センター ・ 井野東土地区画整理組合

（12）-31 常松成人「関東地方における縄文時代製塩土器の分布」 『貝塚研究』 10　園生貝塚研究会 ・ 筑波書房　2005年4月

（12）-32
銚子市教育委員会 ・ 東総文化財センター編2005年12月『不特定遺跡発掘調査報告書』余山貝塚4　銚子市教育委員会 ・ 財団法
人東総文化財センター

（12）-33
野田市教育委員会（大熊佐智子 ・ 小川将之）編2007年3月『野田貝塚－第23次発掘調査 ・ 清水遺跡－第2次発掘調査』　野田市
埋蔵文化財調査報告書第36冊　野田市教育委員会

（12）-34
千葉県教育振興財団（加藤修二 ・ 横山仁 ・ 新田浩三 ・ 四柳隆）編2007年3月『酒々井町墨古沢遺跡 旧石器 ・ 縄文時代編 第1分
冊（本文）』　千葉県教育振興財団調査報告第570集　財団法人千葉県教育振興財団 ・ 東日本高速道路株式会社

（12）-35
神野信「房総半島の古墳時代漁撈集落　沢辺遺跡の事例分析から」 『古墳時代の海人集団を再検討する　海の生産用具から20
年』第56回埋蔵文化財研究集会発表要旨集　埋蔵文化財研究会 ・ 第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会　2007年9月

（12）-36
設楽博己 ・ 峰村篤 ・ 阿部常樹「第3章　第3地点の調査」 （松戸市立博物館（峰村篤）編2010年3月『上本郷遺跡出土の縄文時代
後期から晩期を中心とする考古資料』　松戸市史考古資料集4　松戸市立博物館）

（12）-37
千葉県教育振興財団文化財センター （今泉潔 ・ 西野雅人 ・ 大久保奈奈）編2011年3月『東京外かく環状道路埋蔵文化財調査報
告書3 ー市川市北下遺跡（1）〜（8）－』　千葉県教育振興財団調査報告第664集　財団法人千葉県教育振興財団 ・ 東日本高速道
路株式会社　

（12）-38
早稲田大学文学学術院考古学コース（高橋龍三郎ほか）編2014年2月『縄文時代後 ・ 晩期社会の研究　千葉県印西市師戸　戸ノ
内貝塚発掘調査報告書』　早稲田大学文学部考古学研究室調査報告書　 早稲田大学文学学術院考古学コース

（12）-39
千葉県教育振興財団文化財センター （蜂屋孝之 ・ 服部聡至 ・ 島立桂）編2014年3月『東京外かく環状道路埋蔵文化財調査報告
書5 ー市川市道免き谷津遺跡第1地点（3）－』　千葉県教育振興財団調査報告第729集　財団法人千葉県教育振興財団 ・ 国土交
通省関東地方整備局首都国道事務所

（12）-40
須賀博子「縄文時代の奥東京湾東岸における製塩活動 　千葉県松戸市貝の花貝塚出土製塩土器の観察から」 『駿台史學』 151
号　駿台史学会  2014年3月

（12）-41
流山市教育委員会（小川勝和）編2015年3月『流山市　三輪野山遺跡群発掘調査概要報告書』　流山市埋蔵文化財調査報告55　流
山市教育委員会

（12）-42
松戸市教育委員会（峰村篤 ・ 須賀博子）編2016年10月『上本郷遺跡第8 ・ 15 ・ 16地点発掘調査出土資料報告書（2）』　松戸市文
化財調査報告第62集　松戸市教育委員会

（12）-43
須賀博子「上本郷遺跡第17 ・ 18地点出土の製塩土器」 （松戸市教育委員会（峰村篤）編2017年3月『平成27年度松戸市内遺跡発
掘調査報告書』　松戸市文化財調査報告第63集　松戸市教育委員会）

（12）-44
須賀博子「奥東京湾東岸の製塩土器の分布 ・ 立地と製塩活動」 『縄文の塩ー土器製塩の技術と展開ー』シンポジュウム予稿集　
明治大学資源利用史研究クラスター　2017年10月

（12）-45
阿部芳郎「縄文時代中期の製塩活動ー東京湾東岸地域における製塩技術史の展開ー」 『駿台史學』第169号　　駿台史学会　2020
年3月

（12）-46
黒住耐二（千葉県立中央博物館） 「取掛西貝塚出土の貝類」 （船橋市教育委員会文化課埋蔵文化財調査事務所（狩野美那子 ・
白﨑智隆）編2021年2月『千葉県船橋市　取掛西貝塚総括報告書－東京湾東岸部最古の貝塚－』 （第2分冊）　船橋市教育委員会
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（12）　千葉県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

12001 園生貝塚
千葉県千葉市稲毛区園生
町

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-15、（17）-18、（17）-19

12002 犢橋貝塚
千葉県千葉市花見川区さ
つきが丘

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-18

12003 内野第一遺跡
千葉県千葉市花見川区宇
那谷町

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-25

12004 加曽利貝塚
千葉県千葉市若葉区桜木
町京願台

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-13、（17）-18

12005 余山貝塚 千葉県銚子市余山町 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-2、（17）-18、（17）-32

12006 堀之内貝塚 千葉県市川市北国分町 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-18

12007 道免き谷津遺跡 千葉県市川市堀之内2丁目 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-39、（17）-44

12008 北下遺跡 千葉県市川市国分5丁目 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-37、（17）-44

12009 貝の花貝塚 千葉県松戸市小金原8丁目 製塩土器 縄文時代晩期
（17）-5、（17）-12、（17）-13、
（17）-17、（17）-18、
（17）-40、（17）-44

12010 上本郷遺跡
千葉県松戸市本郷戸張 ・
上本郷2丁目

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-36、（17）-42、（17）-43

12011 野田貝塚 千葉県野田市清水 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-33

12012 清水遺跡 千葉県野田市清水 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-33

12013 内町貝塚 千葉県野田市関宿町 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-22

12014 東金野井西貝塚 千葉県野田市東金野井 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-18

12015 荒海貝塚 千葉県成田市荒海根田 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-7、（17）-18

12016 下福田貝塚 千葉県成田市下福田小橋 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-18

12017 台方花輪貝塚 千葉県成田市台方花輪 製塩土器 縄文時代晩期
（17）-6、（17）-18、（17）-22、
（17）-28

12018 土屋殿台貝塚 千葉県成田市土屋殿台 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-13、（17）-18

12019 八代玉作遺跡 千葉県成田市八代花内 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-9、（17）-12、（17）-18

12020 奈土貝塚 千葉県成田市奈土稲荷前 製塩土器 縄文時代晩期
（17）-1、（17）-18、（17）-21、
（17）-26

12021 井野長割遺跡 千葉県佐倉市井野字長割 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-30

12022 岩名天神前遺跡 千葉県佐倉市岩名宮前 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-4、（17）-18

12023 吉見台遺跡
千葉県佐倉市吉見秋下 ・
古新畑

製塩土器 縄文時代晩期
（17）-10、（17）-13、
（17）-18、（17）-24

12024 岩井貝塚 千葉県柏市岩井於中山 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-13、（17）-18

12025 西広貝塚
千葉県市原市西広字上之
原

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-13、（17）-18

12026 上新宿貝塚 千葉県流山市上新宿向宿 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-18、（17）-20
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番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

12027 三輪野山八幡前遺跡
千葉県流山市三輪野山4丁
目

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-41

12028 三輪野山貝塚
千葉県流山市三輪野山2丁
目

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-41

12029 西郷氏館跡
千葉県鴨川市東町字宝性
寺

製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （17）-18

12030
千代田遺跡群（八木原貝
塚）

千葉県四街道市物井 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-13、（17）-18

12031 備中崎遺跡 千葉県印西市浦部本郷 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-18

12032 大越台遺跡
千葉県印西市高西新田大
越台 

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-18

12033 天神台遺跡 千葉県印西市大森字呑内 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-13、（17）-18

12034 戸ノ内貝塚 千葉県印西市師戸 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-11、（17）-18、（17）-38

12035 沢辺遺跡
千葉県南房総市白浜字沢
辺

製塩土器（平底） 平安時代（9世紀） （17）-27、（17）-29

12036 香取神宮遺跡 千葉県香取市香取 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-18

12037 良文貝塚 千葉県香取市貝塚 製塩土器 縄文時代晩期 （17）-18

12038 部田遺跡
千葉県いすみ市岬町中滝
部田

製塩土器 平安時代 （17）-13

12039 和泉清附遺跡
千葉県いすみ市岬町和泉
清附台中

製塩土器 平安時代 （17）-13

12040 馬場遺跡 千葉県いすみ市岬町馬場 製塩土器 平安時代 （17）-13

12041 墨古沢遺跡
千葉県印旛郡酒々井町墨
字台

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-34

12042 麻生貝塚
千葉県印旛郡栄町麻生釜
神

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-18

12043 興津貝塚
千葉県印旛郡栄町興津向
下

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-18

12044 古原貝塚
千葉県香取郡神崎町古原
甲堂前

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-18、（17）-31

12045 武田新貝塚
千葉県香取郡神崎町新字
辺原

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-18

12046 牛熊貝塚
千葉県山武郡横芝光町牛
熊

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-18

12047 山武姥山貝塚
千葉県山武郡横芝光町姥
山

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-3、（17）-16、（17）-18

12048 待山遺跡
千葉県長生郡一宮町一宮
字南待山

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-18

12049 堀之内上の台遺跡
千葉県夷隅郡大多喜町堀
之内

製塩土器 縄文時代晩期 （17）-8、（17）-13
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（13）　東京都

（13）-1 角田文衛「陸前里濱貝塚の尖底土器」 『史前学雑誌』第8巻第5号　史前学会　1936年9月

（13）-2 岩崎卓也 ・ 木下正史「湯島切通貝塚遺跡調査報告」 『文京区史巻一』　文京区役所　1967年

（13）-3 東京都町田市鶴川遺跡群調査団編1972年7月『考古学調査報告　鶴川遺跡群』　雄山閣出版

（13）-4
鈴川朝宏 ・ 我孫子昭二「縄文土器の胎土分析ー町田市鶴川M地点遺跡の試料からー」 『物質文化』第22号　物質文化研究会　
1973年10月

（13）-5
調布市遺跡調査会（長瀬衛）編1982年3月『調布市下布田遺跡ー昭和56年度範囲確認調査ー』　調布市埋蔵文化財調査報告16　
調布市教育委員会 ・ 調布市遺跡調査会

（13）-6
東京都教育委員会社会教育部文化課（川崎義雄）編1982年3月『東京都埋蔵文化財調査報告第9集　東村山市日向北遺跡』　東京
都教育委員会

（13）-7 関俊彦 ・ 鈴木正博 ・ 鈴木加津子「大森貝塚出土の安行式土器（三）」 『史誌』 19　大田区史編さん委員会　1983年

（13）-8
千葉県文化財センター （天野務）編1984年3月『千葉県文化財センター研究紀要』 8号（自然科学の手法による遺跡遺物の研究3　
土器胎土分析の基礎研究）　財団法人千葉県文化財センター

（13）-9
品川区教育委員会（金子浩昌 ・ 川崎義雄ほか）編1985年3月『東京都品川区大森貝塚　 貝塚範囲確認調査報告書』　品川区教育
委員会

（13）-10
金子浩昌 ・ 川崎義雄 ・ 谷口栄 ・ 野崎哲令 ・ 清水欽治1988年3月「史跡庭園整備以後の大森貝塚」 『品川歴史館紀要』第3号　品
川区立品川歴史館

（13）-11 常松成人「縄文時代の土器製塩（2） ー大森貝塚出土の製塩土器ー」 『考古学の世界』 6　学習院考古会　 1990年4月

（13）-12 火の潟遺跡調査団（青木豊・内川隆志・粕谷崇）編1991年1月『火の潟遺跡　第1次・第2次調査報告』　東京都八丈町教育委員会）

（13）-13 常松成人「関東各都県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（13）-14
都内重要遺跡等調査団（尾崎完樹）編1998年3月『都内重要遺跡等調査報告書　都内所在の旧 ・ 史跡等重要遺跡における詳細調
査』第1部西ヶ原貝塚　第2部港区丸山貝塚　第3部三宅村大里遺跡　第4部町田市相原窯跡　都内重要遺跡等調査団（東京都教育
庁生涯学習部文化課内）

（13）-15 小田静夫2000年1月『黒潮圏の考古学』　南島考古学叢書21　第一書房　

（13）-16 狛江市教育委員会編2003年3月『狛江市埋蔵文化財調査概報6』　狛江市文化財調査報告書第21集　狛江市教育委員会　 

（13）-17
吉田恵二編2003年9月『東京都三宅村伊豆　物見処遺跡　2003』　國學院大學文学部考古学実習報告第38集　國學院大學文学部
考古学研究室　

（13）-18 小田静夫「八丈島の先史文化」 『國學院大學考古学資料館紀要』第21輯　國學院大學考古学資料館　2005年3月

（13）-19 下宅部遺跡遺跡調査団編2006年3月『下宅部遺跡 1- （1）　 旧石器 ・ 縄文時代編 』　 東村山市遺跡調査会

（13）-20
松崎元樹 ・ 大西雅也「東京都」 『古墳時代の海人集団を再検討する　海の生産用具から20年』第56回埋蔵文化財研究集会資料
集第2分冊　埋蔵文化財研究会 ・ 第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会　2007年9月

（13）-21 台東区教育委員会編2010年12月『茅町遺跡出土縄文時代土器 ・ 石器』　台東区教育委員会（台東区ホームページ）

（13）-22
宮内慶介「奥東京湾および内陸部における土器製塩」 『縄文の塩ー土器製塩の技術と展開ー』シンポジュウム予稿集　明治大学
資源利用史研究クラスター　2017年10月
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（13）　東京都
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

13001 湯島（切通し）貝塚
東京都文京区湯島四丁目
最高裁書記官研修所内 
（湯島切通町）

製塩土器 縄文時代晩期 （13）-2、（13）-13

13002 茅町遺跡 東京都台東区池之端1丁目 製塩土器 縄文時代晩期 （13）-21、（13）-22

13003 大森貝塚
東京都品川区大井6丁目、
大田区山王1丁目

製塩土器 縄文時代晩期
（13）-7、（13）-9、（13）-10、
（13）-11

13004 下沼部貝塚
東京都大田区田園調布本
町

製塩土器 縄文時代晩期 （13）-1

13005 西ヶ原貝塚 東京都北区西ヶ原3丁目 製塩土器 縄文時代晩期 （13）-14

13006 下布田遺跡 東京都調布市布田6丁目 製塩土器 縄文時代晩期 （13）-5

13007 鶴川遺跡群M地点遺跡 東京都町田市鶴川6丁目 製塩土器 縄文時代晩期 （13）-3、（13）-4、（13）-13

13008 日向北遺跡
東京都東村山市多摩湖町1
丁目

製塩土器 縄文時代晩期 （13）-6、（13）-8

13009 下宅部遺跡 東京都東村山市多摩湖町 製塩土器 縄文時代晩期 （13）-19

13010 玖上遺跡
東京都狛江市中和泉3 ・ 4
丁目

製塩土器 縄文時代晩期 （13）-13、（13）-16

13011 火の潟遺跡
東京都八丈島八丈町氷郷
火の潟

製塩土器（平底）、製塩炉 平安時代
（13）-12、（13）-17、
（13）-18、（13）-20

116



日本塩業史研究文献目録 （考古編）

（14）　神奈川県

（14）-1 赤星直忠 ・ 岡本勇「関東地方の洞穴遺跡」 （日本考古学協会洞穴遺跡調査特別委員会編1967年3月『日本の洞穴遺跡』　平凡社）

（14）-2 赤星直忠「祖先と洞穴　大浦山洞穴と雨崎洞穴」 『穴の考古学』  学生社　1970年1月

（14）-3
浜諸磯遺跡調査団（岡本勇 ・ 諸橋千鶴子 ・ 中村勉）編1991年3月『浜諸磯遺跡』　三浦市埋蔵文化財調査報告書第1集　三浦市教
育委員会

（14）-4 諸橋千鶴子「神奈川県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』　青木書店）

（14）-5 常松成人「関東各都県」 （近藤義郎編1994年3月『日本土器製塩研究』 青木書店）

（14）-6
諸橋千鶴子「謎の走水式土器ー横須賀市走水出土の土器についてー」 『横須賀考古学会 研究紀要』第1号　横須賀考古学会　
1997年6月

（14）-7 浜諸磯遺跡調査団（諸橋千鶴子）編1998年3月『神奈川県三浦市浜諸磯遺跡ーＥ地点発掘調査報告書ー』　浜諸磯遺跡調査団

（14）-8
諸橋千鶴子「土器から観察された珪藻殻の意味ー横須賀市走水貝塚と三浦市浜諸磯遺跡出土の土器を中心にー」 『利根川』 20　
利根川同人会　1999年5月

（14）-9 川崎市民ミュージアム（浜田晋介ほか）編2000年3月『下原遺跡』　川崎市民ミュージアム考古学叢書4　川崎市民ミュージアム

（14）-10
川崎市民ミュージアム（浜田晋介 ・ 折茂克哉）編2001年3月『下原遺跡2』　川崎市民ミュージアム考古学叢書5　川崎市民ミュージア
ム

（14）-11
かながわ考古学財団（長谷川厚 ・ 櫻井真貴 ・ 林原利明）編2001年3月『三ヶ岡遺跡1』　かながわ考古学財団調査報告第111集　　
財団法人かながわ考古学財団

（14）-12
かながわ考古学財団（長谷川厚 ・ 林原利明 ・ 宮井香）編2001年7月『三ヶ岡遺跡2』　かながわ考古学財団調査報告第118集　　財
団法人かながわ考古学財団

（14）-13
かながわ考古学財団（長谷川厚ほか） 「葉山町三ケ岡遺跡砂丘に構築された古墳時代集落と平安時代の製塩遺構」 『第25回神
奈川県遺跡調査 ・ 研究発表会発表要旨』　神奈川県考古学会　2001年10月

（14）-14
川又陸央「鉢形土器について」 （下曽我遺跡発掘調査団編2002年9月『神奈川県小田原市　下曽我遺跡・永塚下り畑遺跡第4地点』　
鎌倉遺跡調査会 ）

（14）-15 諸橋千鶴子「古代における三浦半島と房総半島の製塩について」 『御浦』第20号　三浦文化研究会　2004年

（14）-16 及川良彦「山塩のお話（1）　塩泉利用の考古学のために」 『西相模考古』第15号　西相模考古学研究会　2006年5月

（14）-17
渡辺直哉「神奈川県（三浦半島）」 『古墳時代の海人集団を再検討する　海の生産用具から20年』第56回埋蔵文化財研究集会資
料集第2分冊　埋蔵文化財研究会 ・ 第56回埋蔵文化財研究集会実行委員会　2007年9月

（14）-18
田尾誠敏「東国湾岸地域における製塩関係遺構 ・ 遺物」 （山梨県考古学協会編2008年2月『塩の考古学一ゆく塩、 くる塩、古代の
塩とその流通を考える一』山梨県考古学協会2007年度研究集会資料集　山梨県考古学協会）

（14）-19 中三川昇「古代の三浦半島」 （横須賀考古学会編2009年3月『三浦半島考古学事典』　横須賀考古学会）

（14）-20
田尾誠敏「関東地方における古代製塩土器ー特に太平洋沿岸部を中心にー」 （東海大学考古学研究室編2009年11月『日々の考
古学　2 』　六一書房）　

（14）-21
鈴木敏則「製塩土器 ・ 製塩土器出土遺跡一覧＜神奈川 ・ 長野 ・ 三重県＞」 （考古学フォーラム編集部（代表早野浩二）編2010年
1月『東海土器製塩研究』　考古学考古学フォーラム）
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（14）　神奈川県
番号 遺跡名 所在地 塩関係遺物 ・ 遺構 時代 文献その他

14001 華蔵台遺跡
神奈川県横浜市都筑区荏
田南5丁目

製塩土器 縄文時代晩期 （14）-5

14002 下原遺跡
神奈川県川崎市多摩区長
尾7丁目

製塩土器 縄文時代晩期 （14）-5、（14）-9、（14）-10

14003 走水（Ａ地点）貝塚 神奈川県横須賀市走水 類製塩土器 平安時代 （14）-6

14004 瘤ノ木（走水Ｂ地点）貝塚
神奈川県横須賀市鴨居4丁
目

類製塩土器 平安時代 （14）-6

14005 松輪横穴
神奈川県三浦市南下浦町
松輪

製塩土器 7世紀 （14）-18、（14）-20、（14）-21

14006 浜諸磯遺跡
神奈川県三浦市三崎町浜
諸磯

類製塩土器 平安時代
（14）-3、（14）-7、（14）-8、
（14）-18、（14）-20、（14）-21

14007 白須遺跡
神奈川県三浦市諸磯黒鯛
込

類製塩土器 平安時代 （14）-4

14008 三ヶ岡遺跡
神奈川県三浦郡葉山町一
色字三ヶ岡

製塩土器? （甕F類）
平安時代（9世紀中
〜10世紀初頭）

（14）-11、（14）-12、（14）-13
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